
 
平成２６年２月１８日 

各位 

 会社名 日 産 化 学 工 業 株 式 会 社 

 代表者名 取 締 役 社 長  木 下 小 次 郎 

  （コード番号 4021 東証第 1 部） 

 問合せ先 経 営 企 画 部 主 席  松 岡 健 

   （℡ 03-3296-8320） 

 

執行役員制度の導入および役員人事等に関するお知らせ 

 

当社は、平成２６年２月１８日開催の取締役会において、執行役員制度の導入を決議するとともに、社外取締役

の選任を含む役員人事等を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

１． 執行役員制度の導入 

（１） 目的 

経営の意思決定・監督機能と執行機能を明確化することで双方の機能を強化し、経営戦略の構築力・実

現力の向上を図る。 

（２） 概要 

① 執行役員の選任、解任、担当業務は、取締役会が決定する。 

② 取締役は執行役員を兼務できるものとする。 

③ 執行役員の役位は、職責に応じ、専務執行役員、常務執行役員、執行役員の３階層とする。 

④ 執行役員の任期は１年とする。 

（３） 時期 

平成２６年４月１日 

 

２． 役員人事等（平成２６年４月１日付） 

（１） 取締役 

氏名 新 現 継続職 

平田 公典 取締役専務執行役員 専務取締役 農業化学品事業部長、 

農・医薬研究、医薬品事業部、

研究企画部、知的財産部、 

購買部担当 

袋 裕善 取締役専務執行役員 

機能性材料事業部長 

専務取締役 

電子材料研究所長 

材料科学研究、 

新事業企画部担当 

樋口 恒夫 取締役常務執行役員 常務取締役 化学品事業部長、人事部担当 

八木澤 和広 取締役常務執行役員 常務取締役 生産技術部長 

大野 隆己 取締役 常務取締役 富山工場長  

櫻田 健一郎 取締役 

サンアグロ株式会社取締役社長

常務取締役 

機能性材料事業部長 

 

坂下 光明 執行役員  取締役 医薬品事業部長 

宮地 克明 執行役員 電子材料研究所長 新事業企画部長 取締役 
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氏名 新 現 継続職 

浜本 悟 執行役員  取締役 

農業化学品事業部副事業部長

兼同営業本部長 

兼同営業本部営業企画部長 

水流添 暢智 執行役員 新事業企画部長 研究企画部長 取締役 

渡邉 淳一 執行役員  取締役 物質科学研究所長 

瀧下 秀則 執行役員  取締役 人事部長 

岩田 武史 執行役員 富山工場長 袖ケ浦工場長 取締役 

土橋 秀一郎 執行役員  取締役 経営企画部長 

鬼塚 博 執行役員 研究企画部長 生物科学研究所長 取締役 

鈴木 周 執行役員 

 

 取締役 

機能性材料事業部副事業部長

兼同事業推進部長 

 

（２） 新任執行役員（取締役兼務者を除く） 

氏名 新 現 継続職 

畑中 雅隆 執行役員 理事 小野田工場長 

西田 雄二 執行役員 袖ケ浦工場長 袖ケ浦工場次長  

本田 卓 執行役員 

農業化学品事業部副事業部長

 農業化学品事業部 

企画開発部長 

 

（３） 理事 

氏名 新 現 継続職 

三宅 敏郎 
生物科学研究所長  理事 

生物科学研究所農薬研究部長

高子 康 理事 富山工場副工場長 富山工場次長 富山工場製造部長 

花畑 誠 
退任 理事 機能性材料事業部 

企画開発部長 

 

 

（４） 主要人事 

氏名 新 現 継続職 

五十嵐 丕 退任 シニアアドバイザー  

仁平 貴康 機能性材料事業部 

企画開発部長 

機能性材料事業部 

企画開発部 

 

 

（５） 関係会社社長人事 

氏名 新 現 継続職 

樗木 士郎 日星産業株式会社取締役社長 サンアグロ株式会社取締役社長  

水谷 英美 退任 日星産業株式会社取締役社長  
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３． 取締役および監査役人事（平成２６年６月２６日付） 

本年６月２６日開催予定の第１４４回定時株主総会にて正式決定される予定です。 

（１） 取締役 

氏名 新 現（平成２６年４月１日） 継続職 

梶山千里 取締役（社外取締役） 監査役  

大野 隆己 辞任 取締役  

櫻田 健一郎 辞任 取締役 サンアグロ株式会社取締役社長 

坂下 光明 退任 取締役 執行役員 医薬品事業部長 

宮地 克明 退任 取締役 執行役員 電子材料研究所長 

浜本 悟 辞任 取締役 執行役員 農業化学品事業部副事業部長 

兼同営業本部長 

兼同営業本部営業企画部長 

水流添 暢智 辞任 取締役 執行役員 新事業企画部長 

渡邉 淳一 退任 取締役 執行役員 物質科学研究所長 

瀧下 秀則 辞任 取締役 執行役員 人事部長 

岩田 武史 辞任 取締役 執行役員 富山工場長 

土橋 秀一郎 辞任 取締役 執行役員 経営企画部長 

鬼塚 博 辞任 取締役 執行役員 研究企画部長 

鈴木 周 辞任 取締役 執行役員 機能性材料事業部副事業部長 

兼同事業推進部長 

 

（２） 監査役 

① 新任監査役 

片山 典之 （シティユーワ法律事務所 弁護士） 

② 退任監査役 

梶山 千里  

以上 
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【ご参考】役員および執行役員（平成２６年６月２６日付） 

本年６月２６日開催予定の第１４４回定時株主総会後の取締役会にて正式決定される予定です。 

代表取締役 

取締役社長 
木下 小次郎 

 

取締役副社長 宮崎 純一 
内部監査部、経営企画部、財務部、 

環境安全・品質保証部担当 

取締役 専務執行役員 平田 公典 

農業化学品事業部長 

農・医薬研究、医薬品事業部、研究企画部、 

知的財産部、購買部担当 

取締役 専務執行役員 袋 裕善 
機能性材料事業部長 

材料科学研究、新事業企画部担当 

取締役 常務執行役員 樋口 恒夫 
化学品事業部長 

人事部担当 

取締役 常務執行役員 八木澤 和広 生産技術部長 

取締役 （社外取締役） 梶山 千里  

常勤監査役 秋田 勝美  

常勤監査役 近藤 純生  

常勤監査役 髙槻 紀久夫  

監査役 片山 典之  

執行役員 坂下 光明 医薬品事業部長 

執行役員 宮地 克明 電子材料研究所長 

執行役員 浜本 悟 
農業化学品事業部副事業部長 

兼同営業本部長兼同営業本部営業企画部長 

執行役員 水流添 暢智 新事業企画部長 

執行役員 渡邉 淳一 物質科学研究所長 

執行役員 瀧下 秀則 人事部長 

執行役員 岩田 武史 富山工場長 

執行役員 土橋 秀一郎 経営企画部長 

執行役員 鬼塚 博 研究企画部長 

執行役員 鈴木 周 機能性材料事業部副事業部長兼同事業推進部長 

執行役員 畑中 雅隆 小野田工場長 

執行役員 西田 雄二 袖ケ浦工場長 

執行役員 本田 卓 農業化学品事業部副事業部長兼同企画開発部長 
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