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Ⅰ．組織改正（２０１９年４月１日付）

(1) 改正の内容
①社長直轄の研究所として、「茨木研究所」を設置する。
②技術部 に「大垣事業所」及び「熊本事業所」を設置する。

(2) 改正の趣旨
2019年4月1日付で日本合成化学工業株式会社（以下「ＮＧＣ社」という。）を合併することに伴い、「ＮＧＣ社 研究開発本部 中央研究所」、
「ＮＧＣ社 生産技術本部 大垣工場」及び「ＮＧＣ社 生産技術本部 熊本工場」の所管機能を移管するための組織を設置する。
なお、「ＮＧＣ社 生産技術本部 水島工場」の所管機能は当社「水島事業所」に移管する。



2019年4月1日付組織図
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高機能成形材料企画部

新エネルギー部門 リチウムイオン電池材料本部 電解液事業部

負極材事業部

機能成形複合材本部 アルポリック複合材事業部

機能成形材事業部

高機能ﾓｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑｽﾞ事業部

アルミナ繊維・軽金属本部 アルミナ繊維・軽金属事業部



Ⅲ. 人事異動（2019年4月1日付）

○事業部長級人事
新職 旧職 継続職 氏名

▽ 茨木研究所長
（日本合成化学工業株式会社　執行役員
 研究開発本部 中央研究所長）

加藤　邦泰
（カトウ　クニヤス）

▽ 技術部 副部長
　　高機能ポリマー部門 高機能ポリマー企画部 部長付

（日本合成化学工業株式会社 執行役員
 生産技術本部 大垣工場長）

宮　忠司
（ミヤ　タダシ）

▽ 技術部 大垣事業所長
（日本合成化学工業株式会社 参与
 生産技術本部 大垣工場 第二製造部長）

松本　良弘
（マツモト　ヨシヒロ）

▽ 技術部 熊本事業所長
（日本合成化学工業株式会社 執行役員
 生産技術本部 熊本工場長）

勝浦　章夫
（カツウラ　アキオ）

▽ 水島事業所　事業所長付
（日本合成化学工業株式会社 執行役員
 生産技術本部 水島工場長）

勝田　一
（カツダ　マコト）

※新職の役位については未定
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