News Release
２０１７年３月８日
組織変更ならびに人事異動のお知らせ
大陽日酸株式会社（社長 兼 CEO：市原 裕史郎）では、2017 年４月１日付にて、下記の通り
組織の変更ならびに人事異動を行いますので、お知らせいたします。
記
１．組織の変更 ≪2017 年４月１日付予定≫
2018 年３月期を初年度とする４カ年の中期経営計画『Ortus Stage 2』での重点戦略を推進
するため、組織改編を行う。
（１）本部・事業部の組織変更及び名称変更
構造改革の一環として「国際・経営企画本部」
「グローバル・イノベーション本部」
「開
発・エンジニアリング本部」
「産業ガス事業本部」
「オンサイト・プラント事業本部」の
機能強化を目的に統合・再編し、新たに「経営企画室」
「生産・物流本部」
「エンジニア
リング本部」
「国際事業本部」を設置する。
また「ＬＰガス事業本部」を「エネルギー事業本部」に名称変更する。
（２）コーポレート部門
①経営企画室（新設）
経営戦略機能の強化を図るため、国際・経営企画本部より分離した「秘書部」
「経営企
画部」
、管理本部より分離した「情報システム部」を傘下におく「経営企画室」を新設
する。
② 管理本部
経営管理機能の強化を図るため、管理本部には「総務部」
、財務部と主計部を統合した
「財務経理部」
、国際・経営企画本部より分離した「広報・IR 部」
、そしてシェアード
サービスの推進を強化するため、
「シェアードサービス推進プロジェクト（新設）
」をお
く。
③技術本部
技術本部「保安統括部」
「品質・環境統括部」を廃止し、
「保安・環境統括部」を新設す
る。
「保安・環境統括部」には、
「保安管理部」
「環境管理部」をおく。
「技術標準化推進
部」
「品質保証部」は技術本部の直下におく。
④ 開発本部
開発機能の強化を図るため、開発・エンジニアリング本部からガスエンジニアリング機
能を分離し、
「開発本部」とする。開発本部には「開発事業企画統括部」
「プロジェクト
推進統括部」
「つくば研究所」
「山梨研究所」
「技術サポートセンター」をおく。山梨研
究所「ガスアプセンター」は廃止し、
「燃焼技術部」
「加工技術部」
「低温技術部」を新
設する。
（３）事業部門
① 生産・物流本部（新設）
産業ガスのオペレーション最適化を図るため、ガス生産技術（旧オンサイト・プラント
事業本部）
、プロダクト管理（旧産業ガス事業本部）
、ロジスティクス（旧産業ガス事業
本部）の機能を統合した「生産・物流本部」を新設する。生産・物流本部には「企画業
務部」
、産業ガス事業本部より分離した「プロダクト管理部」
「ロジスティクスセンター」
、
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そしてオンサイト・プラント事業本部より分離し、ガス生産技術部から名称変更した「プ
ロダクト技術部」をおく。
② エンジニアリング本部（新設）
エンジニアリング組織の機能強化を図るため、プラントエンジニアリング（旧オンサイ
ト・プラント事業本部）とガスエンジニアリング（旧開発・エンジニアリング本部）の
機能を統合した「エンジニアリング本部」を新設する。
「エンジニアリング本部」には
オンサイト・プラント事業本部より分離した「企画業務部」
「設備計画部」
「品質保証部」
「調達部」
、開発・エンジニアリング本部ガスエンジニアリング統括部より分離し名称
変更した「ガスエンジニアリングセンター（GEC）
」
、そしてオンサイト・プラント事業
本部より分離した「PEC」をおく。
③ 産業ガス事業本部
「ガス事業統括部」及び「電子機材事業統括部」を廃止し、各事業部を産業ガス事業本
部の直下におく。
④ メディカル事業本部
メディカル事業本部の直下に「品質・安全管理部」を新設する。
⑤ オンサイト・プラント事業本部
オンサイト・プラント事業本部に「業務部」
「オンサイト事業部」
「プラント事業部」を
おく。オンサイト事業部 「企画部」は廃止し、その機能はオンサイト営業部「企画課」
に移管する。
⑥ エネルギー事業本部（名称変更）
エネルギー自由化に対応して、ＬＰガス以外のエネルギー商品の取り扱いを拡充してい
く目的にて、ＬＰガス事業本部を「エネルギー事業本部」に名称変更する。エネルギー
事業本部には「企画業務部」
「エネルギー営業部」をおく。
⑦ 国際事業本部（新設）
国際事業の機能強化を図るため、国際・経営企画本部より国際部門を分離し、
「国際事
業本部」を新設する。国際事業本部にはグローバル・イノベーション本部を併合した「イ
ノベーション事業部」
、
「国際事業部」
、そして「事業開発部」
「プロジェクトエンジ部」
「業務部」をおく。イノベーション事業部には「営業部」
「技術部」
「開発部」をおく。
国際事業部には「企画部」
、産業ガス事業本部海外営業部の機能を移管した「マーケテ
ィング部」
、そして「プロジェクト部」をおく。
⑧ 支社
各支社ＬＰガス営業部はエネルギー営業部に名称変更する。
参考：2017 年 4 月 1 日 組織図（抜粋）
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２．取締役の担当委嘱変更 ※（ ）は現職務
≪2017 年４月１日付予定≫
▽代表取締役 副社長執行役員
（代表取締役 副社長執行役員 産業ガス事業本部長 兼 CSO）
※CSO…Chief Sustainability Officer

丸山

忠重

▽取締役 専務執行役員 CSO
天 田
茂
（取締役 専務執行役員 産業ガス事業本部 副本部長 兼 電子機材事業統括部長）
▽取締役 専務執行役員 ＜Matheson Tri-Gas, Inc. Chairman＞
ウィリアム クロール
（取締役 専務執行役員 グローバル・イノベーション本部長〔米国事業担当〕
＜Matheson Tri-Gas, Inc. Chairman＞）
▽取締役 専務執行役員 役員室
（取締役 専務執行役員 技術本部長）
３．執行役員の人事異動ならびに担当委嘱変更
≪2017 年４月１日付予定≫
▽上席常務執行役員 役員室
（上席常務執行役員 関東支社長）

勝 又

宏

※（ ）は現職
梅川

明彦

▽上席常務執行役員 役員室
（上席常務執行役員 LP ガス事業本部長）

平峯 信一郎

▽上席常務執行役員 CCO〔大陽日酸グループ CCO〕
（上席常務執行役員 管理本部長 兼 CCO）
※CCO…Chief Compliance Officer

石 川

▽常務執行役員 Taiyo Gases Co., Ltd. President ＆ CEO
（常務執行役員 中部支社長）

杣谷

▽常務執行役員 役員室
（常務執行役員 産業ガス事業本部 副本部長）

山口 美紀生

▽常務執行役員 技術本部長
（常務執行役員 技術本部 副本部長）

谷澤

▽常務執行役員 国際事業本部 本部長附〔イノベーション事業部担当〕 松 本
（常務執行役員 グローバル・イノベーション本部 化合物事業部長）

潤

滋信

博幸

功

▽常務執行役員 関東支社長
（常務執行役員 中四国支社長）

柳田

裕久

▽常務執行役員 エンジニアリング本部長
（常務執行役員 オンサイト・プラント事業本部長）

上原

正弘

▽常務執行役員 産業ガス事業本部長
（常務執行役員 産業ガス事業本部 副本部長
兼 ガス事業統括部長 兼 プロダクト管理統括部長）

永田

研二
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▽執行役員 エネルギー事業本部長
（執行役員 LP ガス事業本部 副本部長）

神﨑

昌久

▽執行役員 国際事業本部長 兼 イノベーション事業部長
（執行役員 国際・経営企画本部長）

小林

邦裕

▽執行役員 開発本部長
（執行役員 開発・エンジニアリング本部長）

小林

伸明

▽執行役員 中部支社長
（執行役員 産業ガス事業本部 ガス事業統括部 ガス事業部長）

河野

靖彦

▽執行役員 九州支社長 兼 エネルギー営業部長
（執行役員 九州支社長 兼 LP ガス営業部長）

栗下

敏一

▽執行役員 人事部長 兼 経営企画室長 兼 CHO
（執行役員 人事部長 兼 CHO）
※CHO…Chief Health Officer

亘

聡

▽執行役員 国際事業本部 副本部長 兼 国際事業部長
（執行役員 国際・経営企画本部 副本部長 兼 プロジェクト部長）

諸 石

努

▽執行役員 開発本部 副本部長
（執行役員 開発・エンジニアリング本部 副本部長）

深川

敏弘

▽執行役員 開発本部 副本部長 兼 プロジェクト推進統括部長
佐藤
（開発・エンジニアリング本部 副本部長 兼 プロジェクト推進統括部長
兼 山梨研究所長）

豊幸

▽執行役員 エンジニアリング本部 副本部長 兼 PEC 所長
（執行役員 オンサイト・プラント事業本部 副本部長 兼 PEC 所長）

長 岡

▽執行役員 産業ガス事業本部 副本部長〔電子機材担当〕
高木
（執行役員 産業ガス事業本部 電子機材事業統括部 電子機材ガス事業部長）

靖

正治

≪2017 年３月 31 日付予定≫
▽退任
田井 潤藏
（執行役員 株式会社三菱ケミカルホールディングス 経営戦略室 部長
兼 国際・経営企画本部 本部長附）
※退任の田井 潤藏は４月１日付で株式会社三菱ケミカルホールディングス 執行役員 経営
戦略部門 産業ガス戦略室長に就任予定。
４．その他の重要人事異動
≪2017 年４月１日付予定≫
▽管理本部長
（管理本部 主計部長）

※（ ）は現職

▽生産・物流本部長
（オンサイト・プラント事業本部 ガス生産技術部長）

小出

義文

中島

太司
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▽オンサイト・プラント事業本部長 兼 オンサイト事業部長
兼 プラント事業部長
（オンサイト・プラント事業本部 オンサイト事業部長）

柳 川

▽中四国支社長
（中四国支社 電子機材営業部長 兼 ガス営業部長）

武

徹

浩 一

以上
本件に関するお問い合わせ
大陽日酸株式会社
東京都品川区小山 1-3-26 東洋 Bldg.
国際・経営企画本部広報・ＩＲ部 鎌田・田代
TEL:03-5788-8015
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