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                               平成２６年２月２８日 

各  位 

                  会 社 名  宇 部 興 産 株 式 会 社 

             代表者名  代表取締役社長 竹下道夫 

                        (コード番号４２０８ 東証第１部・福証) 

問合せ先    ＩＲ広報部長   徳光眞介 

（TEL 03-5419-6110） 

 

 

役員の異動に関するお知らせ 

 

 

 当社は本日開催の取締役会において、取締役および執行役員の異動と職務委嘱変更を内定いたしまし

たので、下記の通りお知らせします。 

 なお、取締役の異動は、平成２６年６月２７日開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会にお

いて正式に決定する予定です。 

 

                    記 

 

【会社名】 宇部興産株式会社 

 

１．取締役の異動 

 

<新任>（平成２６年６月２７日付） 

【新職務】             【旧職務】                【氏名】 

▽取締役 常務執行役員       常務執行役員               久保田 隆昌 

宇部渉外部並びに中央病院担当   宇部渉外部並びに中央病院担当      （くぼたたかのぶ） 

       

 ▽取締役（非常勤）                             照井 恵光 

（てるいけいこう） 

<退任>（平成２６年６月２７日付） 

 ▽田村 浩章 （相談役に就任） 

  （たむらひろあき） 

 ▽東 哲郎 

  （ひがしてつろう） 

 

 

２．執行役員の異動 

 

<新任>（平成２６年４月１日付） 

 【新職務】             【旧職務】               【氏名】 

▽執行役員             研究開発本部ﾌﾟﾛｾｽ技術研究所長      横田 守久 

研究開発本部長                                   （よこたもりひさ）  

 

▽執行役員             化学生産・技術本部管理統括部長          古賀 源二 

 化学生産・技術本部生産統括部長                                     （こがげんじ） 

兼 宇部ｹﾐｶﾙ工場長                 
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 ▽執行役員             建設資材ｶﾝﾊﾟﾆｰ             小山 誠 

 建設資材ｶﾝﾊﾟﾆｰ          生産・技術本部技術部長         （こやままこと） 

生産・技術本部副本部長       

兼 技術開発研究所担当 

 

 

<職務委嘱変更>（平成２６年４月１日付） 

【新職務】              【旧職務】              【氏名】 

 ▽常務執行役員            常務執行役員             三隅 淳一 

  環境安全部、医薬品品質保証部    化学生産・技術本部長        （みすみじゅんいち） 

並びに知的財産部担当      

 

 ▽執行役員              執行役員                 市川 正隆 

建設資材ｶﾝﾊﾟﾆｰ生産・技術本部長      環境安全部担当           （いちかわまさたか） 

兼 資源ﾘｻｲｸﾙ事業部担当     

 

 ▽執行役員               執行役員                相川 誠 

  化学生産・技術本部長      化学生産・技術本部生産統括部長    （あいかわまこと） 

         兼 宇部ｹﾐｶﾙ工場長 

 

 

<退任>（平成２６年３月３１日付） 

【旧職務】 

▽常務執行役員      木内 政行（４月１日付けで顧問に就任） 

 研究開発本部長              （きのうちまさゆき） 

 

▽常務執行役員      杉瀬 良二（４月１日付けで常勤顧問に就任） 

研究開発本部副本部長           （すぎせりょうじ） 

兼 医薬品品質保証部並びに知的財産部担当 

 

▽常務執行役員      平井 雅典（４月１日付けで顧問に就任） 

 建設資材ｶﾝﾊﾟﾆｰ生産・技術本部長      （ひらいまさのり） 

兼 資源ﾘｻｲｸﾙ事業部並びに技術開発研究所担当 

    

 

 

以 上 
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＜ご参考＞ 宇部興産・役員新体制（平成 26 年 4月 1 日～） 

１．取締役、監査役 

役職 氏名 役職 氏名 

取締役会長 田村 浩章 常勤監査役 三宅 節郎 

代表取締役社長 竹下 道夫 常勤監査役 喜多村 尚也 

代表取締役 山本  謙 監査役 杉尾 整 

取締役 泉原 雅人 監査役 落合 誠一 

取締役 元田 充隆   

取締役 東 哲郎 (注 1.)元田充隆氏、東 哲郎氏および草間高志氏は、  

取締役 草間 高志 会社法第 2条第 15号に定める「社外取締役」 

  です。 

(注 2.) 杉尾整氏および落合誠一氏は、会社法 

  第 2条第 16号に定める「社外監査役」です。 

 

２．執行役員 

役位 氏名 職務 

社長執行役員 竹下 道夫 ｸﾞﾙｰﾌﾟ CEO 

専務執行役員 山本  謙 社長補佐 兼 ｸﾞﾙｰﾌﾟ CCO  

並びに購買・物流本部長および総務･人事室管掌 

杉下  秀幸 機能品・ﾌｧｲﾝｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 

常務執行役員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charunya  

Phichitkul 

(ﾁｬﾙﾆｱ・ﾋﾟﾁｯﾄｸﾝ) 

ｱｼﾞｱ統括部長 

渡邊  史信 化成品・樹脂ｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 

妙中  信之 医薬事業部長 兼 開発推進部長 

久保田  隆昌 宇部渉外部並びに中央病院担当 

松波  正 建設資材ｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 兼 ｾﾒﾝﾄ事業部長 

三隅  淳一 環境安全部、医薬品品質保証部並びに知的財産部担当 

泉原  雅人 ｸﾞﾙｰﾌﾟ CFO並びに経営管理室長 

岡田 德久 機械・金属成形ｶﾝﾊﾟﾆｰﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 

執行役員 佐藤 津義 建設資材ｶﾝﾊﾟﾆｰｸﾞﾙｰﾌﾟ会社部、建材事業部 

並びに資源事業部担当 

松永 悦夫   化学生産・技術本部技術企画管理部、ﾎﾟﾘﾏｰ開発ｾﾝﾀｰ、 

ｹﾐｶﾙ開発ｾﾝﾀｰ、機能品開発ｾﾝﾀｰ、先端ｴﾅｼﾞｰﾏﾃﾘｱﾙ開発 

ｾﾝﾀｰ並びに自動車部材開発ｾﾝﾀｰ担当 

 兼 研究開発本部副本部長 

野嶋 正彦 欧州統括部長 

市川 正隆 

 

建設資材ｶﾝﾊﾟﾆｰ生産・技術本部長 

兼 資源ﾘｻｲｸﾙ事業部担当 

山元 篤 総務・人事室長およびｸﾞﾙｰﾌﾟ CSR担当 

井本 充彦 建設資材ｶﾝﾊﾟﾆｰ監理部長 

蔵内 隆文 ｴﾈﾙｷﾞｰ･環境事業部長 

久次 幸夫 宇部興産機械株式会社代表取締役社長 

相川 誠 化学生産・技術本部長 

田中 隆文 機能品･ﾌｧｲﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ戦略企画部長 

（新任）横田 守久 研究開発本部長 

（新任）古賀 源二 化学生産・技術本部生産統括部長 兼 宇部ｹﾐｶﾙ工場長 

（新任） 小山 誠 建設資材ｶﾝﾊﾟﾆｰ生産・技術本部副本部長 

兼 技術開発研究所担当 

 


