
    
平成 29 年１月 24 日 

各  位 

 会 社 名  長瀬産業株式会社 

 代 表 者 名 代表取締役社長 朝倉 研二 

 上場取引所 （東証第1部 コード8012） 

 問 合 せ 先 執行役員 

  人事総務部本部長 山内 孝典 

  （TEL  03-3665-3081 ） 

 

取締役の異動および執行役員・フェロー人事に関するお知らせ 

 

当社は、平成 29 年 1 月 24 日開催の取締役会において、4 月 1 日付の執行役員・フェロー人事ならびに 

6月下旬に開催予定の第 102回定時株主総会に付議する取締役人事を決定しましたのでお知らせいたします。 

 
取締役の異動（6 月下旬定時株主総会日付） 
１．取締役候補者 

 代表取締役会長           長瀬 洋  （現 代表取締役会長） 
 取締役副会長  長瀬 玲二 （現 取締役副会長） 
 代表取締役社長  朝倉 研二 （現 代表取締役社長） 
 代表取締役  名波 瑞郎 （現 代表取締役） 
 取締役   森下 治  （現 取締役） 
 取締役  佐藤 幸平 （現 取締役） 
 取締役  若林 市廊 （現 取締役） 
 社外取締役  西  秀訓 （現 社外取締役） 

（現 カゴメ株式会社 取締役会長） 
 社外取締役  家守 伸正 （現 社外取締役） 
                    （現 住友金属鉱山株式会社 取締役会長） 

 
２．新任取締役候補者 

 取締役 山内 孝典 （現 執行役員） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

執行役員人事   

1.執行役員（4月 1日付） 

   社長          朝倉 研二  （現 社長） 

   専務執行役員      名波 瑞郎  （現 常務執行役員） 

   常務執行役員      森下 治   （現 常務執行役員） 

常務執行役員      礒野 昭彦  （現 常務執行役員） 

   執行役員        若林 市廊  （現 執行役員） 

   執行役員        佐藤 幸平  （現 執行役員） 

   執行役員        山口 勝久  （現 執行役員） 

   執行役員        菅野 満   （現 執行役員） 

   執行役員        山内 孝典  （現 執行役員） 

   執行役員        鎌田 昌利  （現 執行役員） 

   執行役員        森田 悟   （現 執行役員） 

執行役員        安場 直樹  （現 執行役員） 

執行役員        池本 眞也  （現 執行役員） 

執行役員        三原 康弘  （現 執行役員） 

執行役員        奥村 孝弘  （現 執行役員） 

         

2.新任執行役員（4月 1日付） 

執行役員        太田 九州夫  

執行役員        上島 宏之  

執行役員        狭川 浩一  

 

3.退任執行役員（3月 31日付） 

  執行役員        古川 方理 

 

フェロー人事 

1.フェロー（4月 1日付） 

フェロー        平井 孝明  

                     
 
 

  以 上 



新任取締役候補者の略歴 
 
山内 孝典 （やまうち たかのり） 
 
生年月日：   昭和 36 年 9 月 18 日 （55 歳） 
学歴 ：   上智大学 経済学部 卒業 
職歴 ： 
昭和 59 年 4 月  長瀬産業株式会社 入社 
平成 20 年 4 月  経営管理室統括 
平成 25 年 4 月  執行役員 経営企画室長 兼 情報システム部本部長 
平成 26 年 4 月  執行役員 人事総務部本部長 
平成 27 年 4 月  執行役員 人事総務部本部長 兼 ロジスティクスマネジメント部本部長 
 

以 上 



会   社   名 長瀬産業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長　　朝倉　研二
上場取引所 （東証第1部　コード8012）
問 合 せ 先 執行役員

人事総務部本部長  山内　孝典
（TEL  03-3665-3081）

4月1日をもちまして下記のとおり機構改革ならびに人事発令を予定しておりますのでお知らせいたします。

１．機構改革

業務改革推進部を新設する。

知財・技術室を廃止し、法務審査部へ移管し、法務審査部を法務部と改称する。

２．人事

　　　【新】 　　　　【旧】

管理全般担当 管理担当 代表取締役 名波　瑞郎

兼　大阪地区担当 兼　大阪地区担当 兼　専務執行役員

営業担当 営業担当 取締役 若林　市廊

兼　加工材料セグメント長 兼　執行役員

兼　電子セグメント長

兼　ナガセアプリケーションワークショップ担当

人事総務部本部長 人事総務部本部長 執行役員 山内　孝典

兼　業務改革推進部本部長 兼　ロジスティクスマネジメント部本部長

兼　管理担当

法務部本部長 知財・技術室長 執行役員 森田　悟

兼 関連製造会社運営支援担当 兼 関連製造会社運営支援担当

株式会社林原担当 生活関連セグメント長 執行役員 安場　直樹

兼　生活関連セグメント長 兼　ライフ＆ヘルスケア製品事業部長

兼　ライフ＆ヘルスケア製品事業部長

電子セグメント長 電子化学品事業部長 執行役員 奥村　孝弘

兼　電子化学品事業部長

加工材料セグメント長 カラー＆プロセシング事業部長 執行役員 太田　九州夫

兼　カラー＆プロセシング事業部長

兼　ナガセアプリケーションワークショップ担当

経営企画部本部長 経営企画部本部長 執行役員 上島　宏之

ポリマーグローバルアカウント事業部長 ポリマーグローバルアカウント事業部長 執行役員 狭川　浩一

情報システム部本部長 情報システム部本部長 清水　義久

兼　ロジスティクスマネジメント部本部長

機能化学品事業部長 Nagase (Malaysia) Sdn.Bhd.　COO 磯部　保

以　上

平成29年1月24日

各　位




