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I. 組織体制 

 

1. 当社は、2021年 12月 1日に公表した新経営方針「Forging the future 未来を拓く」において、2022年 4月 1日以降の組織体制についてお知らせしました。詳細は、添付プ

レスリリース「4．戦略遂行のためのスリムな組織」をご参照下さい。 

https://www.mitsubishichem-hd.co.jp/ir/01165.html 

 

2. グループが一体となって戦略を遂行する新組織体制の意義に鑑み、当社傘下の法人である三菱ケミカル㈱、田辺三菱製薬㈱及び㈱生命科学インスティテュートには、2022

年 4月 1日以降、社長及び執行役員を置かないこととします。これらの法人においては、代表取締役が当該法人を代表し、業務執行を行います。 

 

3. 従来の専務、常務等に代え、コーポレート・事業の各部門を所管する役員の呼称として、「エグゼクティブバイスプレジデント」及び「シニアバイスプレジデント」を用います。 

 

https://www.mitsubishichem-hd.co.jp/ir/01165.html


II. 執行役等人事（2022年 4 月 1 日付） 

 

1. 執行役 

新職 現職 氏名 

▽取締役 

取締役 

執行役常務 最高財務責任者 

経営管理部門、コーポレートコミュニケーション室（IR）分担） 

伊達 英文 ※ 

（ダテ ヒデフミ） 

▽執行役エグゼクティブバイスプレジデント 

石化／炭素所管 

三菱ケミカル㈱ 代表取締役 

代表執行役常務 

経営戦略部門、コーポレートコミュニケーション室（ブランディング）分担 

三菱ケミカル㈱ 取締役 

池川 喜洋 

（イケガワ ヨシヒロ） 

▽取締役 

執行役エグゼクティブバイスプレジデント 

コンプライアンス推進統括執行役 

ゼネラルカウンシル 

法務・内部統制・総務・人事所管 

三菱ケミカル㈱ 取締役 

取締役 

執行役常務 

グループ・コンプライアンス推進統括執行役 

企業経営部門総務室（総務、秘書）分担 

藤原 謙 

（フジワラ ケン） 

▽執行役エグゼクティブバイスプレジデント 

最高財務責任者 

ファイナンス・コミュニケーション・IR・渉外所管 

 
中平 優子 ※ 

（ナカヒラ ユウコ） 

▽執行役シニアバイスプレジデント 

チーフテクノロジーオフィサー 

執行役常務 
ラリー・マイクスナー 

▽執行役シニアバイスプレジデント 

渉外所管 

執行役 

コーポレートコミュニケーション室（広報）、総務室（政策・渉外）分担 

羽深 成樹 

（ハブカ シゲキ） 

▽代表執行役エグゼクティブバイスプレジデント 

チーフサプライチェーンオフィサー 

三菱ケミカル㈱ 代表取締役 

三菱ケミカル㈱ 代表取締役 

常務執行役員 サプライチェーン所管 
福田 信夫 

（フクダ ノブオ） 

▽執行役エグゼクティブバイスプレジデント 

フィルムズ&モールディングマテリアルズ／アドバン 

ストソリューションズ所管 

三菱ケミカル㈱ 取締役 

常務執行役員 アドバンストソリューションズドメイン長 
瀧本 丈平 

（タキモト ジョウヘイ） 

▽執行役エグゼクティブバイスプレジデント 

ポリマーズ&コンパウンズ／MMA所管 

三菱ケミカル㈱ 取締役 

常務執行役員 MMA ドメイン長 

佐々木 等 

（ササキ ヒトシ） 

▽執行役エグゼクティブバイスプレジデント 

ファーマ所管 

田辺三菱製薬㈱ 代表取締役 

田辺三菱製薬㈱ 代表取締役社長 社長執行役員 
上野 裕明 

（ウエノ ヒロアキ） 

※伊達英文の異動及び中平優子の最高財務責任者就任については、2021年 11月 26日公表済み。 



 

2. 執行役員 

新職 現職 氏名 

▽執行役員  

チーフストラテジーオフィサー 

 
ジョセフ・リナルディ 

▽執行役員  

チーフヒューマンリソースオフィサー 

人事室長 

三菱ケミカル㈱ 人材戦略部長 

平岡 朋代 

（ヒラオカ トモヨ） 

 

  



III. グループ会社役員等人事（2022年 4 月 1 日付） 

 

1. 三菱ケミカル㈱ 

新職 現職 氏名 

▽取締役 代表取締役社長 和賀 昌之 

（ワガ マサユキ） 

▽代表取締役 

㈱三菱ケミカルホールディングス 

代表執行役エグゼクティブバイスプレジデント 

チーフサプライチェーンオフィサー 

代表取締役 常務執行役員 

サプライチェーン所管 

福田 信夫 

（フクダ ノブオ） 

▽㈱三菱ケミカルホールディングス 

執行役エグゼクティブバイスプレジデント 

フィルムズ&モールディングマテリアルズ／アドバン 

ストソリューションズ所管 

取締役 常務執行役員 

アドバンストソリューションズドメイン長 

瀧本 丈平 

（タキモト ジョウヘイ） 

▽㈱三菱ケミカルホールディングス 

執行役エグゼクティブバイスプレジデント 

ポリマーズ&コンパウンズ／MMA所管 

取締役 常務執行役員 

MMA ドメイン長 

佐々木 等 

（ササキ ヒトシ） 

▽代表取締役 

㈱三菱ケミカルホールディングス 

執行役エグゼクティブバイスプレジデント 

石化／炭素所管 

取締役 

㈱三菱ケミカルホールディングス 代表執行役常務 

経営戦略部門、コーポレートコミュニケーション室（ブランディング）分担 

池川 喜洋 

（イケガワ ヨシヒロ） 

▽取締役 

㈱三菱ケミカルホールディングス 

取締役 

執行役エグゼクティブバイスプレジデント 

コンプライアンス推進統括執行役 

ゼネラルカウンシル 

法務・内部統制・総務・人事所管 

㈱三菱ケミカルホールディングス 

取締役 

執行役常務 

グループ・コンプライアンス推進統括執行役 

企業経営部門総務室（総務、秘書）分担 

藤原 謙 

（フジワラ ケン） 

 

2. 田辺三菱製薬㈱ 

新職 現職 氏名 

▽代表取締役 

㈱三菱ケミカルホールディングス 

執行役エグゼクティブバイスプレジデント 

ファーマ所管 

代表取締役社長 社長執行役員 上野 裕明 

（ウエノ ヒロアキ） 



 

3. ㈱生命科学インスティテュート 

新職 現職 氏名 

▽取締役 代表取締役社長 木曽 誠一 

（キソ セイイチ） 

※2022年 4月 1日以降の㈱生命科学インスティテュート代表取締役については、決定次第お知らせします。 

 

  



Ⅳ．執行役（2022 年 4月 1日付） 

 

代表執行役社長 ジョンマーク・ギルソン 

代表執行役エグゼクティブバイスプレジデント 

チーフサプライチェーンオフィサー 
福田 信夫 

執行役エグゼクティブバイスプレジデント 

最高財務責任者 

ファイナンス・コミュニケーション・IR・渉外所管 

中平 優子 

執行役エグゼクティブバイスプレジデント 

コンプライアンス推進統括執行役 

ゼネラルカウンシル 

法務・内部統制・総務・人事所管 

藤原 謙 

執行役エグゼクティブバイスプレジデント 

フィルムズ&モールディングマテリアルズ／アドバンストソリューションズ所管 
瀧本 丈平 

執行役エグゼクティブバイスプレジデント 

ポリマーズ&コンパウンズ／MMA所管 
佐々木 等 

執行役エグゼクティブバイスプレジデント 

石化／炭素所管 
池川 喜洋 

執行役エグゼクティブバイスプレジデント 

ファーマ所管 
上野 裕明 

執行役シニアバイスプレジデント 

チーフテクノロジーオフィサー 
ラリー・マイクスナー 

執行役シニアバイスプレジデント 

渉外所管 
羽深 成樹 

 

※ デジタル所管執行役及び監査所管執行役は、今後決定。 

 


