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代表取締役の異動に関するお知らせ

大陽日酸株式会社は、本日開催の取締役会において下記の通り平成 26 年６月 27 日付代表取締役の異動を決
議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．異動の理由
当社は、平成 24 年 10 月に、当社を取り巻く急激な構造変化に迅速に対応することを目的に経営体制を
一新し、早期の収益改善を目指して、目の前に迫る喫緊の課題の解決に鋭意取組んでまいりました。グル
ープ全体で、不採算部門の構造改革や、人員削減などを実行した結果、前年度は利益を急回復することが
できました。
本日発表しました、３ヶ年の新中期経営計画を第一ステップとする中長期的ビジョンの達成に向けて、
新しい経営体制で、さらなる企業価値向上とグローバル化を目指すことといたしました。
２．代表取締役の異動（平成 26 年６月 27 日付）
氏名

新役職

現役職

吉村 章太郎

代表取締役会長

取締役（非常勤）

（よしむら しょうたろう）
田邉 信司

代表取締役副会長 技術本部、開 代表取締役社長

（たなべ しんじ）

発・エンジニアリング本部 および
オンサイト・プラント事業本部管掌

間 邦司

代表取締役副会長 産業ガス事業 代表取締役副社長 ガス事業本部

（はざま くにし）

本部 および メディカル事業本部 長 兼 電子機材事業本部長
管掌

市原 裕史郎

代表取締役社長 ＣＥＯ

（いちはら ゆうじろう）

取締役副社長 管理本部、国際・経
営企画本部 担当

丸山 忠重

代表取締役副社長 産業ガス事業 取締役副社長 業務本部長

（まるやま ただしげ）

本部長

田口 博

取締役相談役

（たぐち ひろし）

代表取締役会長

３．新任代表取締役の略歴
［氏

名］ 吉村 章太郎（よしむら しょうたろう）

［生年月日］ 昭和 24 年２ 月 13 日
［最終学歴］ 京都大学 経済学部 卒
［職

歴］ 昭和 47 年４月

三菱化成工業㈱（現三菱化学㈱） 入社

平成 15 年６月

三菱化学㈱ 執行役員 グループ経営室長

平成 17 年 10 月

㈱三菱ケミカルホールディングス 執行役員 経営管理室長
兼 三菱化学㈱ 執行役員 グループ経営室長

平成 18 年４月

㈱三菱ケミカルホールディングス 常務執行役員
兼 三菱化学㈱ 常務執行役員

平成 18 年６月

㈱三菱ケミカルホールディングス 取締役 常務執行役員
兼 三菱化学㈱ 取締役 常務執行役員

平成 21 年４月

㈱三菱ケミカルホールディングス 代表取締役 常務執行役員
兼 三菱化学㈱ 取締役 常務執行役員

平成 22 年６月

㈱三菱ケミカルホールディングス 代表取締役 専務執行役員
兼 三菱化学㈱ 取締役 専務執行役員

平成 24 年４月

㈱三菱ケミカルホールディングス 代表取締役 副社長執行役員
兼 三菱樹脂㈱ 取締役

平成 24 年６月

大陽日酸㈱ 取締役（現職）

平成 26 年４月

㈱三菱ケミカルホールディングス 取締役（現職）

［所有株式数］－
［氏

名］ 市原 裕史郎（いちはら ゆうじろう）

［生年月日］ 昭和 26 年 11 月 13 日
［最終学歴］ 慶應義塾大学 商学部 卒
［職

歴］ 昭和 49 年４月
平成 16 年 10 月

日本酸素㈱ 入社
大陽日酸㈱
秘書室長

平成 17 年６月

執行役員 経営企画・総務本部副本部長 兼 秘書室長
兼 監査室長

平成 20 年６月

常務執行役員 総務本部長 併せて 全社的内部統制管理責任者

平成 22 年６月

常務取締役 総務本部長 併せて 全社的内部統制管理責任者

平成 24 年６月

専務取締役 管理本部長 併せて 全社的内部統制管理責任者

平成 25 年４月

専務取締役 管理本部長 兼 経営企画部長
併せて 全社的内部統制管理責任者

平成 25 年６月

取締役副社長 管理本部長 併せて 全社的内部統制管理責任者

平成 26 年４月

取締役副社長 管理本部、国際・経営企画本部担当（現職）

［所有株式数］ 60 千株

［氏

名］ 丸山 忠重（まるやま ただしげ）

［生年月日］ 昭和 25 年９月９日
［最終学歴］ 広島修道大学 商学部 卒
［職

歴］ 昭和 48 年４月
平成 16 年６月

大陽酸素㈱ 入社
大陽東洋酸素㈱
執行役員 大阪支社長

平成 16 年 10 月

大陽日酸㈱
執行役員 関西支社長

平成 19 年６月

常務執行役員 ガス事業本部副本部長 兼 ガス事業部長

平成 20 年６月

常務執行役員 関東支社長

平成 21 年６月

常務取締役 関東支社長

平成 22 年６月

専務取締役 業務本部長

平成 25 年６月

取締役副社長 業務本部長（現職）

［所有株式数］ 26 千株
以 上

