
 

 

平成 28 年 3 月 8 日 

各  位 

会社名    株式会社カネカ 

問い合わせ先 CSR 推進部長 丸藤 峰俊 

電話番号   06-6226-5019 

 

役員の異動に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 28 年 3 月 8 日開催の取締役会において、役員の異動を決議いたしま

したのでお知らせいたします。 

 

記 

【2016 年 4 月 1 日付】  

   

１．人事 役員  

（1）取締役への職務委嘱〔2016年 4月 1日付〕  

氏名 新 旧 

永野 広作 取締役副社長 

技術全般担当兼研究開発担当兼ソー

ラーエネルギー事業部管掌兼新規事

業開発部・知的財産部担当 

取締役副社長 

技術全般担当兼研究開発担当兼ソー

ラーエネルギー事業部管掌兼新規事

業開発部・ＧＰ事業開発部・知的財産

部担当 

中村 敏雄 取締役専務執行役員 

食品事業部・電材事業部管掌 

取締役専務執行役員 

食品事業部・電材事業部・ＱＯＬ事業

部管掌 

亀本 茂 取締役専務執行役員 

人事部・総務部・法務室担当兼ＣＳＲ

委員会副委員長 

取締役専務執行役員 

業務革新推進部・人事部・総務部・法

務室担当兼ＣＳＲ委員会副委員長 

田中 稔 取締役専務執行役員 

医療器事業部管掌兼経営企画部・業務

革新推進部・グローバル企画部担当 

取締役専務執行役員 

医療器事業部管掌兼事業統括部・グロ

ーバル企画部担当兼経営企画部長 

岩澤 哲 取締役常務執行役員 

生産技術担当兼保安担当兼資材部担

当兼ＣＳＲ委員会副委員長 

取締役常務執行役員 

生産技術担当兼保安担当兼資材部担

当兼生産技術部長兼ＣＳＲ委員会副

委員長 



 

 

天知 秀介 取締役常務執行役員 

発泡樹脂・製品事業部・カネカロン事

業部管掌 

取締役常務執行役員 

発泡樹脂・製品事業部・カネカロン事

業部管掌兼カネカロン事業部長 

亀高 真一郎 取締役常務執行役員 

化成事業部・高機能性樹脂事業部・Ｑ

ＯＬ事業部管掌兼原料部担当 

取締役常務執行役員 

化成事業部・高機能性樹脂事業部管掌

兼原料部担当兼化成事業部長 

石原 忍 取締役常務執行役員 

ＣＳＲ推進部・経理部・財務部担当兼

財務部長兼ＣＳＲ委員会委員 

取締役常務執行役員 

ＣＳＲ推進部・経理部・財務部担当兼

経理部長兼財務部長兼ＣＳＲ委員会

委員 

   

（2）執行役員への職務委嘱〔2016年 4月 1日付〕  

氏名 新 旧 

井口 明彦 常務執行役員 

［出向休職 株式会社カネカメディ

ックス勤務(代表取締役社長)］ 

常務執行役員 

医療器事業部長兼海外事業推進グル

ープリーダー［株式会社カネカメディ

ックス出向兼務(代表取締役社長)］ 

水澤 伸治 常務執行役員 

［出向休職 Kaneka Europe Holding 

Company N.V.勤務（取締役社長)

〔Kaneka Pharma Europe N.V.出向兼

務（取締役社長)〕］ 

常務執行役員 

業務革新推進部長 

川勝 厚志 常務執行役員 

生産技術部長兼ＣＳＲ委員会委員 

常務執行役員 

高砂工業所長兼西工場長 

上田 恭義 執行役員 

再生・細胞医療プロジェクトリーダー 

執行役員 

メディカルデバイス開発研究所長兼

再生・細胞医療研究グループリーダー 

武岡 慶樹 執行役員 

新規事業開発部長 

執行役員 

グローバル企画部長 

落合 計夫 執行役員 

高砂工業所長兼西工場長 

執行役員 

滋賀工場長兼光学製造グループリー

ダー 

鷲見 泰弘 執行役員 

エンジニアリング部長兼エンジニア

リンググループリーダー 

執行役員 

Ｒ＆Ｄ企画部長 

牧 春彦 執行役員 

滋賀工場長 

執行役員 

電材事業部長 



 

 

木村 雅昭 執行役員 

医療器事業部長兼海外事業推進グル

ープリーダー 

執行役員 

［出向休職 Kaneka Europe Holding 

Company N.V.勤務（取締役社長)

〔Kaneka Belgium N.V.出向兼務（取

締役社長)、Kaneka Pharma Europe 

N.V.出向兼務（取締役社長)〕］ 

西村 理一 執行役員 

電材事業部長 

執行役員 

新規事業開発部長兼ＧＰ事業開発部

長兼副グローバル企画部長 

小森 敏生 執行役員 

経営企画部長兼経営企画グループリ

ーダー兼事業統括グループリーダー 

執行役員 

事業統括部長 

   

【2016 年 6 月下旬】  

１．人事 役員  

（1）取締役〔2016年 6月下旬株主総会後就任予定〕 

氏名 新 旧 

菅原 公一 代表取締役会長 代表取締役会長 

角倉 護 代表取締役社長 

ＣＳＲ委員会委員長 

代表取締役社長 

ＣＳＲ委員会委員長 

永野 広作 取締役副社長 

技術全般担当兼研究開発担当兼ソー

ラーエネルギー事業部管掌兼新規事

業開発部・知的財産部担当 

取締役副社長 

技術全般担当兼研究開発担当兼ソー

ラーエネルギー事業部管掌兼新規事

業開発部・知的財産部担当 

田中 稔 取締役副社長 

医療器事業部管掌兼経営企画部・業務

革新推進部・グローバル企画部・総務

部・秘書室担当兼ＣＳＲ委員会副委員

長 

取締役専務執行役員 

医療器事業部管掌兼経営企画部・業務

革新推進部・グローバル企画部担当 

中村 敏雄 取締役専務執行役員 

食品事業部・電材事業部管掌 

取締役専務執行役員 

食品事業部・電材事業部管掌 

岩澤 哲 取締役常務執行役員 

生産技術担当兼保安担当兼資材部担

当兼ＣＳＲ委員会副委員長 

取締役常務執行役員 

生産技術担当兼保安担当兼資材部担

当兼ＣＳＲ委員会副委員長 

天知 秀介 取締役常務執行役員 

発泡樹脂・製品事業部・カネカロン事

業部管掌 

取締役常務執行役員 

発泡樹脂・製品事業部・カネカロン事

業部管掌 



 

 

亀高 真一郎 取締役常務執行役員 

化成事業部・高機能性樹脂事業部・Ｑ

ＯＬ事業部管掌兼原料部担当 

取締役常務執行役員 

化成事業部・高機能性樹脂事業部・Ｑ

ＯＬ事業部管掌兼原料部担当 

石原 忍 取締役常務執行役員 

ＣＳＲ推進部・法務室・経理部・財務

部担当兼財務部長兼ＣＳＲ委員会委

員 

取締役常務執行役員 

ＣＳＲ推進部・経理部・財務部担当兼

財務部長兼ＣＳＲ委員会委員 

藤井 一彦 取締役常務執行役員 

［出向休職 Kaneka Americas 

Holding, Inc.勤務(取締役社長)

〔Kaneka North America LLC出向兼

務(取締役社長)〕］ 

執行役員 

［出向休職 Kaneka Americas 

Holding, Inc.勤務(取締役社長)

〔Kaneka North America LLC出向兼

務(取締役社長)〕］ 

井口 武雄 社外取締役 社外取締役 

毛利 衛 社外取締役 社外取締役 

   

（2）監査役〔2016年 6月下旬株主総会後就任予定〕 

氏名 新 旧 

松井 英行 監査役 監査役 

魚住 泰宏 社外監査役   

   

（3）執行役員〔2016年 6月下旬株主総会後就任予定〕 

氏名 新 旧 

水澤 伸治 常務執行役員 

［出向休職 Kaneka Europe Holding 

Company N.V.勤務（取締役社長)

〔Kaneka Pharma Europe N.V.出向兼

務（取締役社長)〕］ 

常務執行役員 

［出向休職 Kaneka Europe Holding 

Company N.V.勤務（取締役社長)

〔Kaneka Pharma Europe N.V.出向兼

務（取締役社長)〕］ 

川勝 厚志 常務執行役員 

生産技術部長兼ＣＳＲ委員会委員 

常務執行役員 

生産技術部長兼ＣＳＲ委員会委員 

青井 郁夫 常務執行役員 

発泡樹脂・製品事業部長 

執行役員 

発泡樹脂・製品事業部長 

塗 靖明 常務執行役員 

総務部長兼秘書室長 

理事 

総務部長兼秘書室長 

落合 計夫 常務執行役員 

高砂工業所長兼西工場長 

執行役員 

高砂工業所長兼西工場長 

穂谷 文則 常務執行役員 

人事部長兼ＣＳＲ委員会委員 

執行役員 

人事部長兼ＣＳＲ委員会委員 



 

 

木村 雅昭 常務執行役員 

医療器事業部長兼海外事業推進グル

ープリーダー 

執行役員 

医療器事業部長兼海外事業推進グル

ープリーダー 

上田 恭義 執行役員 

再生・細胞医療プロジェクトリーダー 

執行役員 

再生・細胞医療プロジェクトリーダー 

武岡 慶樹 執行役員 

新規事業開発部長 

執行役員 

新規事業開発部長 

丸藤 峰俊 執行役員 

ＣＳＲ推進部長兼ＣＳＲ委員会委員

兼ＣＳＲ委員会事務局長 

執行役員 

ＣＳＲ推進部長兼ＣＳＲ委員会委員

兼ＣＳＲ委員会事務局長 

鷲見 泰弘 執行役員 

エンジニアリング部長兼エンジニア

リンググループリーダー 

執行役員 

エンジニアリング部長兼エンジニア

リンググループリーダー 

牧 春彦 執行役員 

滋賀工場長 

執行役員 

滋賀工場長 

榎 潤 執行役員 

食品事業部長兼海外事業推進グルー

プリーダー 

執行役員 

食品事業部長兼海外事業推進グルー

プリーダー 

泥 克信 執行役員 

ソーラーエネルギー事業部長 

執行役員 

ソーラーエネルギー事業部長 

西村 理一 執行役員 

電材事業部長 

執行役員 

電材事業部長 

岡部 貫 執行役員 

高機能性樹脂事業部長 

執行役員 

高機能性樹脂事業部長 

小森 敏生 執行役員 

経営企画部長兼経営企画グループリ

ーダー兼事業統括グループリーダー 

執行役員 

経営企画部長兼経営企画グループリ

ーダー兼事業統括グループリーダー 

安田 尊宗 執行役員 

［出向休職 Kaneka Americas 

Holding, Inc.勤務〔AnaSpec Inc.出

向兼務(取締役社長)、Eurogentec 

N.A.出向兼務(取締役社長)〕］ 

理事 

［出向休職 Kaneka Americas 

Holding, Inc.勤務〔AnaSpec Inc.出

向兼務(取締役社長)、Eurogentec 

N.A.出向兼務(取締役社長)〕］ 

 

 

 

 

 

  



 

 

（4）退任役員〔2016年 6月下旬株主総会後退任予定〕 

氏名 新 旧 

亀本 茂 特別顧問 取締役専務執行役員 

人事部・総務部・法務室担当兼ＣＳＲ

委員会副委員長 

塚本 宏明 － 社外監査役 

井口 明彦 出向休職 株式会社カネカメディッ

クス勤務(代表取締役社長) 

常務執行役員 

［出向休職 株式会社カネカメディ

ックス勤務(代表取締役社長)］ 

 

以上 


