
役員紹介（2020年6月24日現在）

1981年4月 当社 入社
2012年4月 当社 執行役員 
2015年4月 当社 常務執行役員
2015年6月 当社 取締役 常務執行役員
2019年4月 当社 取締役 専務執行役員
2019年6月 当社 代表取締役 専務執行役員 （現任）

横田 浩 代表取締役 社長執行役員

杉村 英男 取締役 常務執行役員

岩崎 史哲 取締役 常務執行役員

宮本 陽司 取締役 監査等委員長

河盛 裕三 社外取締役 監査等委員

安達 秀樹 代表取締役 専務執行役員

野村 博 取締役 常務執行役員

加藤 愼 社外取締役 監査等委員

松本 直樹 社外取締役 監査等委員

1985年4月 当社 入社
2015年3月 当社 社長執行役員
2015年6月 当社 代表取締役 社長執行役員 （現任）

1984年4月 当社 入社
2015年4月 当社 執行役員
2017年4月 当社 常務執行役員  
2017年6月 当社 取締役 常務執行役員 （現任）

1986年4月 当社 入社
2017年4月 当社 執行役員
2020年4月 当社 常務執行役員  
2020年6月 当社 取締役 常務執行役員 （現任）

1980年4月 当社 入社
2013年6月 当社 監査役
2017年6月 当社 取締役（監査等委員）
2019年6月 当社 取締役（監査等委員長）（現任）

1971年4月 関西ペイント株式会社 入社
2002年6月 同社 取締役
2005年6月 同社 常務取締役
2007年6月 同社 専務取締役
2010年4月 同社 代表取締役社長
2013年4月 同社 代表取締役
2013年6月 同社 相談役
2017年6月 同社 名誉顧問 （現任）
2019年6月 当社 取締役（監査等委員）（現任）

1983年4月 当社 入社
2014年4月 当社 理事
2015年4月 当社 執行役員
2018年4月 当社 常務執行役員
2019年6月 当社 取締役 常務執行役員 （現任）

1990年4月 弁護士登録 平沼法律事務所
1995年4月 青山中央法律事務所
2001年9月 虎ノ門南法律事務所
2013年6月 当社 監査役
2014年1月 加藤法律事務所 代表弁護士 （現任）
2017年6月 当社 取締役（監査等委員）（現任）

1975年4月 株式会社三和銀行 入行
2002年1月 株式会社UFJ銀行 執行役員
2004年6月 同行 常務執行役員
2005年10月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
 常務執行役員
2006年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行
 常務執行役員
2007年6月 株式会社ジェーシービー 代表取締役 兼
 専務執行役員
2011年4月 同社 代表取締役 兼 執行役員副社長
2012年6月 東洋カーマックス株式会社 取締役社長
2016年6月 エムエスティ保険サービス株式会社
 代表取締役社長
2019年6月 当社 取締役（監査等委員）（現任）

取締役
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社長執行役員 横田 浩
専務執行役員 安達 秀樹 徳山製造所長

常務執行役員 杉山 良 ライフアメニティー部門長

杉村 英男 経営企画本部長 兼 購買・物流部門長

野村 博 特殊品部門長

岩崎 史哲 研究開発部門長 兼 つくば研究所長

執行役員 松屋 和夫 CSR推進室長

谷口 隆英 セメント部門長

樽谷 豊 化成品部門長

藤本 浩 総務人事部門長 兼 人事グループリーダー

田村 直樹 ライフアメニティー部門 副部門長

氏　名 選任理由

横田 浩
代表取締役社長執行役員として当社の経営を担っています。過去には営業、人事労務、情報システム等の業務、
特殊品部門長等の経験を有しています。これらの豊富な業務経験や、悪化した財務基盤の立て直しに区切り
をつけ、組織風土の変革と成長に向けた事業戦略の再構築に積極的に取り組んでいる実績から、当社グルー
プの企業価値向上に向けた役割を担う適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任しています。

安達 秀樹
代表取締役専務執行役員として当社の経営を担っています。過去にはセメント製造部での業務経験などを有
しており、2013年より当社の主力製造拠点である徳山製造所の所長を務めています。これまでの製造や生産
技術に関わる豊富な業務経験や、製造拠点の競争力強化・保安防災の推進などを行ってきた実績から、当社グ
ループの企業価値向上に向けた役割を担う適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任しています。

杉村 英男
取締役常務執行役員として当社の経営を担っています。過去には情報システム推進や、海外子会社の経営、国
内子会社の再建などに努めました。これらの豊富な業務経験や、2015年より経営企画室長、2019年より経営
企画本部長を務め、コーポレート事業管理の総括責任者として成長の推進に取り組んできた実績から、当社グ
ループの企業価値向上に向けた役割を担う適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任しています。

野村 博
取締役常務執行役員として当社の経営を担っています。過去には、ポリシリコン製造、特殊品企画、海外子会
社の経営などの業務経験を有しており、2015年より特殊品部門長として当該事業の運営に努めています。
これまでの幅広い業務経験や、海外事業展開などの事業推進を行ってきた実績から、当社グループの企業価
値向上に向けた役割を担う適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任しています。

岩崎 史哲
常務執行役員研究開発部門長および、つくば研究所長として、当社の研究開発分野ならびに医薬品原薬の事
業開発の統括を行っています。これまでの研究開発・製造技術分野での経験に基づく豊富な知見や、事業推進
に取り組んできた実績から、当社グループの企業価値向上に向けた役割を担う適切な人材と判断し、新たに
取締役として選任しています。

宮本 陽司
監査等委員である取締役として適切な経営の監督を行っています。当社での長年の経理業務を通じて財務経
理に関する専門的な知識を有しており、2013年から2017年の監査等委員会設置会社移行まで当社監査役
を務めました。このことから、引き続き監査等委員である取締役として選任しています。

加藤 愼
弁護士としての専門的な見地に加え、豊富な経験と幅広く高度な見識により、取締役会および監査等委員会
において、積極的に意見やアドバイスを述べています。このことから、引き続き監査等委員である社外取締役
として選任しています。

河盛 裕三 海外事業をはじめ企業経営者としての豊富な経験を有しており、経営への適切な監督や有益な助言を頂ける
と判断しています。このことから、監査等委員である社外取締役として選任しています。

松本 直樹 金融業界での企業経営者として豊富な経験を有しており、経営への適切な監督や有益な助言を頂けると判断
しています。このことから、監査等委員である社外取締役として選任しています。

執行役員

取締役選任理由
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