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平成 15 年 2 月 20 日  

各位  

 

東京都港区芝四丁目 1 番 23 号  

ニチメン株式会社  

 

 

 

下記の通り取締役人事、監査役人事、執行役員人事、顧問人事及び機構改革を行いますので、

お知らせいたします。  

 
記  

 

１． 退任取締役： 4 名 （3 月 31 日付）  

※半林 亨の 3 月 31 日付代表取締役・取締役社長退任人事、及び 4 月 1 日付ニチメン・日商岩井ホールデ

ィングス株式会社代表取締役会長兼 CO-CEO 就任（予定）人事については、 1 月 29 日に発表済みです。  

 

２． 昇格取締役： 3 名 （4 月 1 日付）  

 

※竹田 博の 4 月 1 日付代表取締役・取締役社長就任人事については、1 月 29 日に発表済みです。  

 

３． 新任取締役： 1 名 （4 月 1 日予定臨時株主総会日付）〔内定〕  

 

氏　名 現　役　位
半林　亨 代表取締役
※ 取締役社長
仲谷　勝 代表取締役

専務取締役
専務執行役員

古澤　陽一 取締役
執行役員

佐伯　尚孝 取締役

氏　名 新　役　位　 現　役　位
竹田　博 代表取締役 代表取締役
※ 取締役社長 専務取締役

CEO 専務執行役員
土橋　昭夫 代表取締役 常務取締役

専務取締役 常務執行役員
専務執行役員 　

藤崎　恭典 専務取締役 常務取締役
専務執行役員 常務執行役員

氏　名 新　役　位 現　役　位
岡崎　謙二 代表取締役 専務執行役員

専務取締役 機械・金属カンパニー長
専務執行役員 　
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４． 退任監査役： 3 名 （４月１日予定臨時株主総会日付）  

 

５． 新任監査役： 2 名 （4 月 1 日予定臨時株主総会日付）〔内定〕  

注 . 石田克明は、商法特例法第 18 条第 1 項に定める社外監査役の候補者です。 

 
６． 退任執行役員： 5 名 （3 月 31 日付）  

 
７． 昇格執行役員： 7 名 （4 月 1 日付）  

 

 

８． 新任執行役員： 4 名 （4 月 1 日付）  

 

 

 

氏　名 役　位 役　職
上杉　將司 専務執行役員 米州地域担当

兼　米国ニチメン社長
兼　ニューヨーク本店長
兼　カナダ・ニチメン社長

中西　真佐裕 執行役員 機械・金属カンパニー長補佐（金属担当）
田中　稔昭 執行役員 人事・総務部　兼　人事・総務部長
大塚　敏雄 執行役員 合成樹脂カンパニー長
上野　博司 執行役員 機械・金属カンパニー長補佐（機械担当）

氏　名 新　役　位 現　役　職
鈴木　譲治 執行役員 ｱﾘｽﾀﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ㈱ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ本部　本部長
大田　義実 執行役員 経営企画部長　兼　業務部長

兼　コンプライアンス部長
岡部　健太郎 執行役員 中国総代表
宮嶋　之雄 執行役員 統合推進室長　兼　広報・IR部長

氏　名 新　役　位 現　役　位
竹田　博 CEO 専務執行役員
土橋　昭夫 専務執行役員 常務執行役員
藤崎　恭典 専務執行役員 常務執行役員
隅田　勝之 常務執行役員 執行役員
星加　恭 常務執行役員 執行役員
武藤　満夫 常務執行役員 執行役員
石原　啓資 常務執行役員 執行役員

氏　名 役　位
吉水　稔 常勤監査役
河原　四郎 監査役
今中　利昭 監査役

氏　名 新　役　位 現　役　位
仲谷　勝 常勤監査役 代表取締役

専務取締役
専務執行役員

石田　克明 監査役 オリックス㈱代表取締役副会長
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９． 執行役員の役位・役職変更： 9 名 （4 月 1 日付）  

 

 

 

 

氏　名 新　役　職 現　役　職
竹田　博 CEO 専務執行役員

合成樹脂カンパニー、食料カンパニー、
機械・金属カンパニー、化学品統轄室、
IT事業統轄室管掌
兼　CIO
兼　ERP推進、リテール事業担当

土橋　昭夫 専務執行役員 常務執行役員
営業部門管掌 建設・木材カンパニー管掌
兼　CIO 兼　海外担当
兼　営業第二グループ担当 兼　国内地域法人担当
兼　国内地域法人担当 兼　建設・木材カンパニー長
兼　建設・木材カンパニー長 兼　業務担当

藤崎　恭典 専務執行役員 常務執行役員
営業第二グループ担当補佐 繊維カンパニー管掌
兼　大阪担当 兼　大阪担当
兼　繊維・リテールカンパニー長 兼　繊維カンパニー長

岡崎　謙二 専務執行役員 専務執行役員
コーポレート部門管掌 機械・金属カンパニー長
兼　CFO
兼　監査室長
兼　財務部、経理部、法務・リスク管理部担当

隅田　勝之 常務執行役員 執行役員
営業第一グループ担当 欧・阿・中東地域担当
兼　海外担当 兼　欧州ニチメン社長
兼　合成樹脂・化学品カンパニー長

星加　恭 常務執行役員 執行役員
アジア・大洋州地域担当 アジア・大洋州地域担当
兼　ニチメンアジア大洋州㈱社長 兼　中国地域担当
兼　シンガポール・ニチメン会長兼社長 兼　ニチメンアジア大洋州㈱社長

兼　シンガポール･ニチメン会長
兼　香港ニチメン会長

武藤　満夫 常務執行役員 執行役員
米州地域担当 監査室長
兼　米国ニチメン社長 兼　法務担当
兼　ニューヨーク本店長
兼　カナダ・ニチメン社長

石原　啓資 常務執行役員 執行役員
中国地域担当 化学品統轄室長
兼　中国総代表
兼　日綿（中国）有限公司　董事長
兼　上海日綿有限公司　董事長
兼　日綿（大連）有限公司　董事長
兼　日綿（天津）有限公司　董事長
兼　香港ニチメン会長

住田　正則 執行役員 執行役員
秘書部、業務部、人事・総務部　担当 食料カンパニー長
兼　人事・総務部長
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１０． 新任顧問： 1 名 （4 月 1 日付）  

 

 

１１． 機構改革 （4 月 1 日付）  

 

① 「ホールディングス担当役員席」を新設します。  

 

② 営業部門を「営業第一グループ」と「営業第二グループ」の 2 グループ制とします。  

 

③ 合成樹脂カンパニーと化学品統轄室を統合し、「合成樹脂・化学品カンパニー」とします。 

 

④ 維維カンパニーとリテール事業部を統合し、「繊維・リテールカンパニー」とします。  

 

⑤ IT 事業統轄室を廃止し、機械・金属カンパニーが IT 事業を管轄します。  

 

⑥ 統合推進室を廃止します。統合業務はニチメン・日商岩井ホールディングス株式会社に   

て行います。  

 

⑦ 経営企画部、事業企画部、ERP 推進部、業務部、コンプライアンス部を統合し、「業務部」

とします。  

 

⑧ 財務部と金融事業部を統合し、「財務部」とします。  

 

⑨ 法務部とリスク管理部を統合し、｢法務・リスク管理部｣とします。 

 

⑩ 広報・IR 部を廃止し、広報業務は人事・総務部、IR 業務は経理部が行います。  

 

⑪ 監査室は監査部を廃止し、一室体制とします。  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

氏　名 新　役　位 現　役　位
中西　真佐裕 顧問 執行役員
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⑫  本社の組織は、  

    

   ホールディングス担当役員席  

    

   営業第一グループ  

   合成樹脂・化学品カンパニー  

機械・金属カンパニー  

 

営業第二グループ  

   繊維・リテールカンパニー  

食料カンパニー  

   建設・木材カンパニー  

 

   の 1 席、2 グループ・5 社内カンパニー、及びコーポレート部門の構成とし、  

 
   コーポレート部門は、  

 

   監査室  

   秘書部  

   業務部  

   人事・総務部  

   財務部  

   経理部  

   法務・リスク管理部  

 

   の 1 室 6 部制とします。  
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１２． 取締役会、監査役会、執行役員の体制  

 

（１） 取締役会： 4 名 （4 月 1 日予定臨時株主総会日付） 

 

 
（２） 監査役会： 3 名 （4 月 1 日予定臨時株主総会日付） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役　位 氏　名
代表取締役 竹田　博
取締役社長
代表取締役 土橋　昭夫
専務取締役
専務取締役 藤崎　恭典
代表取締役 岡崎　謙二
専務取締役 　

常勤監査役 中尾　舜一
常勤監査役 仲谷　勝
監査役 石田　克明 （オリックス㈱代表取締役副会長）
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（３） 執行役員： 14 名 （４月 1 日付）  

 

 

 

以 上  

◎は代表取締役、○は取締役を兼務する執行役員
氏　名 役　位 役　職

竹田　博 CEO ◎
土橋　昭夫 専務執行役員 営業部門管掌

兼　CIO
兼　営業第二グループ担当
兼　国内地域法人担当
兼　建設・木材カンパニー長

藤崎　恭典 専務執行役員 営業第二グループ担当補佐
兼　大阪担当
兼　繊維・リテールカンパニー長

岡崎　謙二 専務執行役員 コーポレート部門管掌
兼　CFO
兼　監査室長
兼　財務部、経理部、法務・リスク管理部担当

隅田　勝之 常務執行役員 営業第一グループ担当
兼　海外担当
兼　合成樹脂・化学品カンパニー長

星加　恭 常務執行役員 アジア・大洋州地域担当
兼　ニチメンアジア大洋州㈱社長
兼　シンガポール・ニチメン会長兼社長

武藤　満夫 常務執行役員 米州地域担当
兼　米国ニチメン社長
兼　ニューヨーク本店長
兼　カナダ・ニチメン社長

石原　啓資 常務執行役員 中国地域担当
兼　中国総代表
兼　日綿（中国）有限公司　董事長
兼　上海日綿有限公司　董事長
兼　日綿（大連）有限公司　董事長
兼　日綿（天津）有限公司　董事長
兼　香港ニチメン会長

住田　正則 執行役員 秘書部、業務部、人事・総務部　担当
兼　人事・総務部長

佐藤　守 執行役員 建設・木材カンパニー長補佐（木材担当）

鈴木　譲治 執行役員 欧・阿・中東地域担当
兼　欧州ニチメン社長

大田　義実 執行役員 営業第一グループ担当補佐
兼　機械・金属カンパニー長

岡部　健太郎 執行役員 食料カンパニー長
宮嶋　之雄 執行役員 ホールディングス担当

ニチメン・日商岩井ホールディングス㈱出向

◎

○

◎


