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【改正趣旨と内容】
１）化学プラント関係
　【改正の趣旨】
　　化学プラントを中心とする類似事業組織であるプロジェクト第１本部プラント事業部とプロジェクト第２本部機能エンジ事業部を統合し、
　　要員の最適化を実施するとともに、顧客ニーズが高いメディカル分野への強化を図る。
　【改正の内容】
　　プロジェクト第１本部プラント事業部とプロジェクト第２本部機能エンジ事業部を統合し「プロジェクト第１本部 医薬・化学プラント事業部」と
　　する。

外部事業の環境変化を受け、社内で分散していた類似機能の一部集約化を目的とした組織改正を
下記のとおり実施する。

記

３）ベルト事業関係
　【改正の趣旨】
　　ベルト関連技術の強化と併せ、加工組立事業の固有技術を各事業へ展開を図るとともに、新たにベルト外販事業についても樹脂加工事業の
　　統一化による展開を図る。
　【改正の内容】
　　現機能エンジ事業部が担当するスチールベルト事業については樹脂加工分野を担当するプロジェクト第２本部生産･ロジスティクス事業部
　　に移管し、ベルト技術開発機能はオーナーズエンジ本部 オーナーズエンジ２部、ベルト研磨開発機能については技術本部がそれぞれ担当
　　する。

１．組織改正（２０１４年　４月  １日付）

２）ＩＴファシリティ及びアクア事業関係
　【改正の趣旨】
　　ＩＴファシリティ及びアクア関連の特化技術を融合し、環境関連ビジネスの連携によるソリューションビジネスの強化を図る。
　【改正の内容】
　　プロジェクト第２本部 ＩＴファシリティ事業部と同本部アクアシステム事業部を統合し「プロジェクト第２本部 環境ソリューション事業部」とする。



新　　　　職 旧　　　　職 継続職 氏　　　名

代表取締役
取締役社長

常務取締役
オーナーズエンジニアリング本部長

　福村　龍二（ふくむら・りゅうじ）

（取締役退任）
顧問

代表取締役
取締役社長

深尾　隆久（ふかお・たかひさ）

２．社長交代人事（２０１４年　４月  １日付）　※１

※１）本件は2013年12月25日報道発表済みです。



新　　　　職 旧　　　　職 継続職 氏　　　名

【専務取締役就任】
専務取締役
プロジェクト第２本部長

三菱レイヨン株式会社 三木　　宏　（みき・ひろし）

機能商品生産技術センター長 取締役 小橋　康二　（こばし・やすじ）

兼　中部支店長
取締役
豊橋事業所長

高橋　啓介　（たかはし・けいすけ）

大竹事業所長 四日市事業所長 取締役 福田　全平　（ふくだ・ぜんぺい）

【取締役就任】
取締役
オーナーズエンジニアリング本部長

理事
オーナーズエンジニアリング本部　オーナーズエンジ３部長
兼　　　　　　同本部　　　　　　　　　企画管理室長

藤本　英昭　（ふじもと・ひであき）

【取締役就任】
取締役
オーナーズエンジニアリング本部　企画管理室長

理事
大竹事業所長

増山　正志　（ますやま・しょうじ）

【取締役就任】
取締役

理事 プロジェクト第１本部長 佐久間　良介　（さくま・りょうすけ）

【取締役就任】
取締役

理事 プロジェクト第２本部　企画管理室長 岩脇　　宏　（いわわき・ひろし）

【取締役就任】
取締役

三菱レイヨン株式会社 牧野 英顯　（まきの・ひであき）

【常務取締役退任】
プロジェクト第２本部

常務取締役
プロジェクト第２本部長

平地　務　（ひらち・つとむ）

【取締役退任】
プロジェクト第１本部　プロジェクト第１営業部

取締役
鹿島事業所長

添田　憲作　（そえだ・けんさく）

【取締役退任】 取締役 三菱レイヨン株式会社 田尻 象運　（たじり・のりゆき）

３．役員級人事（２０１４年　４月  １日付）　



新　　　　職 旧　　　　職 継続職 氏　　　名

機能商品生産技術センター　技術管理室長 機能商品生産技術センター長 上席理事 高田　晴夫　（たかだ・はるお）

医薬・化学プラント事業部長 プラント事業部長
理事
プロジェクト第１本部

土肥　直樹　（どひ・なおき）

環境ソリューション事業部長
ＩＴファシリティ事業部長
兼　アクアシステム事業部長

理事
プロジェクト第２本部

河口　真治　（かわぐち・しんじ）

プロジェクト第２本部
環境ソリューション事業部　副事業部長

機能商品生産技術センター　技術管理室長 理事 須川　幸男　（すがわ・ゆきお）

鹿島事業所長 経営企画室 理事 馬場　岳彦　（ばば・たけひこ）

中部支店　副支店長 マーケティングセンター　副センター長 理事 久保野　勝盛　（くぼの・かつもり）

【理事就任】
理事
プロジェクト第２本部　建築・ファシリティ事業部長

四日市事業所
管理部長

杉野　順一　（すぎの・じゅんいち）

【理事就任】
理事

技術本部　プロセス設計部長 沼田　元幹　（ぬまた・もとき）

【理事就任】
理事

関西支店長 西山　達也　（にしやま・たつや）

【理事就任】
理事

調達本部　調達１部長
兼　コストエンジニアリング室長

永井　正教　（ながい・まさみち）

【理事就任】
理事
黒崎事業所長

安全環境品質部長 山本　英昭　（やまもと・ひであき）

【理事就任】
理事

富山事業所長 田中　秀実　（たなか・ひでみ）

【理事退任】
エムイーシーテクノ株式会社
取締役　塗装・建築事業管理部長

理事
プロジェクト第２本部　建築・ファシリティ事業部長

江﨑　祐司　（えざき・ゆうじ）

【理事退任】 理事
黒崎事業所長

原口　芳昭　（はらぐち・よしあき）

４．上席理事・理事級人事（２０１４年　４月  １日付）



新　　　　職 旧　　　　職 継続職 氏　　　名

三菱化学株式会社　設備技術部長 オーナーズエンジニアリング本部　オーナーズエンジ１部長 齋藤　哲朗　（さいとう・てつろう）

オーナーズエンジニアリング本部　オーナーズエンジ１部長 水島事業所　エンジ１部長 岡田　泰昌　（おかだ・やすまさ）

オーナーズエンジニアリング本部　オーナーズエンジ３部長 国際センター 矢口　元弘　（やぐち・もとひろ）

安全環境品質部長 鹿島事業所　エンジ１部長 前田　雄司　（まえだ・ゆうじ）

四日市事業所長
プロジェクト第２本部
生産・ロジスティクス事業部　副事業部長

山本　信行　（やまもと・のぶゆき）

筑波事業所長 オーナーズエンジニアリング本部　オーナーズエンジ３部 渡辺　二郎　（わたなべ・じろう）

プロジェクト第１本部
医薬・化学プラント事業部　副事業部長

プロジェクト第２本部　機能エンジ事業部長 　 八幡　　隆　（やはた・たかし）

マーケティングセンター 中部支店長 阿部　信助　（あべ・しんすけ）

豊橋事業所　副事業所長 筑波事業所長 山中　史彦　（やまなか・ふみひこ）

５．部長級人事（２０１４年　４月  １日付）



【 略 歴 書 】            

氏  名  福
ふ く

 村
む ら

  龍
 りゅう

 二
じ

生年月日  １９５２年（昭和２７年）１２月２０日生

出 身 地  広 島 県

学  歴  １９７６年（昭和５１年） ３月 東京大学 工学部 計数工学科 卒業 

職  歴   １９７６年（昭和５１年） ４月 三菱化成工業株式会社（現 三菱化学株式会社） 入社 

１９９７年（平成 ９年） ５月 三菱化学株式会社 小田原事業所 情報機材センター長 

      ２００１年（平成１３年） ２月 同 社 情報電子カンパニー 情報機材事業部長 

      ２００５年（平成１７年） ６月 同 社 理事 情報電子部門長 

      ２００７年（平成１９年） ６月 同 社 執行役員 情報電子・電池本部 本部長 

      ２０１０年（平成２２年） １月 三菱化学エンジニアリング株式会社 取締役 技術本部長 

      ２０１１年（平成２３年） ６月 当 社 常務取締役 技術本部長 

      ２０１２年（平成２４年） ４月 当 社 常務取締役 オーナーズエンジニアリング本部長 

      ２０１４年（平成２６年） ４月 当 社 代表取締役社長 就任予定 

以 上 

別紙：１（新社長略歴書） 



全　社　組　織　図 別紙：２（新組織図）

2014年4月1日付　

オーナーズエンジ１部 設備計画部（大竹）

設備計画部（豊橋）

オーナーズエンジ２部 設備計画部（富山）

オーナーズエンジニアリング本部 設備計画部（横浜）

オーナーズエンジ３部 設備管理部（大竹）

設備管理部（豊橋）

企画管理室 設備管理部（富山）

設備管理事業部 （仮称）ＭＣＭエンジ部

医薬･化学プラント事業部 エンジニアリング部（大竹）

プロジェクト第１本部 食品事業部
大阪出張所

光出張所
プロジェクト第１営業部

企画管理室

生産・ロジスティクス事業部

環境ソリューション事業部 黒崎環境ソリューション部

西日本統括部

プロジェクト第２本部 建築・ファシリティ事業部

東日本統括部

社　　長 システムソリューション事業部

プロジェクト第2営業部

企画管理室

国際センター 企画管理室

タイ事務所

プロセス設計部

電気システム部

技術本部 制御・情報システム部

建築部 黒崎事業所

技術管理室 大竹事業所

水島事業所

機能商品生産技術センター 技術管理室
坂出事業所

四日市事業所

マーケティングセンター
関西支店 豊橋事業所

富山事業所
中部支店

調達１部
鹿島事業所

調達２部
調達本部 筑波事業所

能力開発室

経理部

内部統制推進室

コストエンジニアリング室

企画管理室

経営企画室

戦略スタッフ室

安全環境品質部

総務人事部



全　社　組　織　図 別紙：３（現組織図）

2014年3月31日付　

オーナーズエンジ１部 設備計画部（大竹）

設備計画部（豊橋）

オーナーズエンジ２部 設備計画部（富山）

オーナーズエンジニアリング本部 設備計画部（横浜）

オーナーズエンジ３部 設備管理部（大竹）

設備管理部（豊橋）

企画管理室 設備管理部（富山）

設備管理事業部 （仮称）ＭＣＭエンジ部

プラント事業部 エンジニアリング部（大竹）

プロジェクト第１本部 食品事業部
大阪出張所

光出張所
プロジェクト第１営業部

企画管理室

生産・ロジスティクス事業部

機能エンジ事業部
黒崎環境ソリューション部

アクアシステム事業部

西日本統括部

ＩＴファシリティ事業部
プロジェクト第２本部

建築・ファシリティ事業部 東日本統括部

社　　長 システムソリューション事業部

プロジェクト第2営業部

企画管理室

国際センター 企画管理室

タイ事務所

プロセス設計部

電気システム部

技術本部 制御・情報システム部

建築部 黒崎事業所

技術管理室 大竹事業所

水島事業所

機能商品生産技術センター 技術管理室
坂出事業所

四日市事業所

マーケティングセンター
関西支店 豊橋事業所

富山事業所
中部支店

調達１部
鹿島事業所

調達２部
調達本部 筑波事業所

コストエンジニアリング室

企画管理室

経営企画室

戦略スタッフ室

安全環境品質部

総務人事部 能力開発室

経理部

内部統制推進室


