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組織改定のお知らせ 

当社は平成 28 年 1 月 4 日付で組織改定を行うことを決定しましたので、下記のとおりお知らせいた

します。 
 

記 
1．改定内容 

(1) 情報電子化学品事業部関係 
情報電子化学品事業部直下に「ファイン製品部」、「ソルファイン部」を新設する。 

(2) 事業開発センター関係 
①「応用化学品研究所」を「融合製品開発研究所」に改称する。 
②事業開発センター直下に「計算科学・情報センター」を新設する。 

(3) 小山事業所関係 
「冷却器開発部」を廃止し、同部の機能を技術統括部に移管する。 

(4) 喜多方事業所関係 
喜多方事業所直下に「開発部」を新設する。 

 
2．改定の主旨 

(1) 情報電子化学品事業部関係 
・情報電子化学品事業部では、平成 26 年からプロダクト毎、エリア毎の損益責任明確化による

事業力および収益力向上を狙ったマトリックス戦略を展開し、販売数量、売上高、営業利益

が増加、マトリックス戦略の成果が顕現しています。平成 28 年以降もこの戦略をさらに推し

進め、当事業部の事業力および収益力を一層高めるため、組織改定を実施します。  
(2) 事業開発センター関係 

・研究開発組織は、次世代事業の創出、成長分野における開発加速を目的に、平成 25 年 1 月に

効率的な組織に改編しましたが、平成 28 年以降の研究開発戦略を実行するうえで最適な体制

とすべく、組織改定を実施します。 
・「応用化学品研究所」の「融合製品開発研究所」への改称に伴い、同研究所が関与する事業部・

事業所の範囲を拡大します。 
・「計算科学・情報センター」を新設し、全社開発支援組織としての位置付けを明確にします。 



 (3) 小山事業所関係 
・IGBT（絶縁ゲート型バイポーラ・トランジスタ）冷却器事業は、アルミニウムセグントにお

ける有力な新規事業として、平成 25 年 1 月の組織改定において小山事業所直下に「冷却器開

発部」を設置、開発・生産技術部門として運営してきましたが、小山事業所の他の技術部門

から独立しているため、シナジー発揮や技術資源の効率化の面で課題がありました。今般、

事業開発センターの組織改定にあわせ、小山事業所内の技術組織を統合し、技術マネジメン

ト機能を一本化することで、技術資源の効率化と開発のスピードアップを図ります。 
 (4) 喜多方事業所関係 

・ショウティック事業は、軽量化部品の上市、新規部材・次世代エコ部材開発の加速を実現す   

るとともに、コンプレッサー事業にならぶ新規事業の育成・強化を図るため、組織改定を実

施します。 
 
3．実施時期 平成 28 年 1 月 4 日 
 

以上 
 



【改定後(平成28年1月4日以降)】

石油化学 オレフィン部
事業部 有機化学品部

産業ガス事業部

基礎化学品 アンモニア・誘導品部
事業部 ソーダ・誘導品部

情報電子化学品 ファイン製品部
事業部 ソルファイン部

機能性化学品 機能性高分子部
事業部 特殊化学品部

セラミックス 第一営業部
事業部 第二営業部

アルミナプロジェクト
カーボン事業部 営業部

アルミ圧延品 営業部
事業部 堺事業所

アルミ機能部材 営業統括部

　 事業部 研究開発部

アルミ缶事業部 営業統括部

生産技術部

電子機能材事業部 営業部 プロセス

・ソリューション

ＨＤ事業部 営業部 センター
生産・技術統括部 エネルギー・電力部

技術開発統括部

品質保証統括部 ＳＰＳ改革推進部

グローバル統括部

ＳＣＭセンター ＣＳＲ部

千葉事業所 環境安全室

先端電池材料部 品質保証室

内部監査部

事業開発 融合製品開発研究所

センター 先端技術開発研究所 法務・知的財産部

取締役会 分析物性センター

会　　長 計算科学・情報センター 戦略企画部

安全性試験センター 中国室

社　　長    財務・経理部

ＩＲ室

大分コンビナート 製造部 総務・人事部

生産技術部 広報室

経営会議 工務部 大阪支店

技術開発部 名古屋支店

研究開発会議 大分事務所 福岡支店

ＳＣＭセンター 彦根事業所

ＣＳＲ会議 川崎事業所 製造部 情報システム部

安全保障輸出 生産技術部

管理委員会 工務部 購買・ＳＣＭ部

保安対策委員会 開発部

監査役会 品質保証部

環境安全部
総務部
ＳＣＭセンター

東長原事業所

徳山事業所

伊勢崎事業所 製造部
開発部

龍野事業所 製造部
開発部

横浜事業所

塩尻事業所 製造部
総務部

秩父事業所 製造部
開発部
総務部

大町事業所 製造部
技術部
工務部
総務部
ＳＣＭセンター

小山事業所 製造統括部
技術統括部
品質保証部

　 総務部
ＳＣＭセンター

喜多方事業所 生産・技術統括部
開発部
品質保証部
総務部 　　

ＳＣＭセンター



【現行(平成28年1月3日まで)】

石油化学 オレフィン部
事業部 有機化学品部

産業ガス事業部

基礎化学品 アンモニア・誘導品部
事業部 ソーダ・誘導品部

情報電子化学品
事業部

機能性化学品 機能性高分子部
事業部 特殊化学品部

セラミックス 第一営業部
事業部 第二営業部

アルミナプロジェクト
カーボン事業部 営業部

アルミ圧延品 営業部
事業部 堺事業所

アルミ機能部材 営業統括部

　 事業部 研究開発部

アルミ缶事業部 営業統括部

生産技術部

電子機能材事業部 営業部 プロセス

・ソリューション

ＨＤ事業部 営業部 センター
生産・技術統括部 エネルギー・電力部

技術開発統括部

品質保証統括部 ＳＰＳ改革推進部

グローバル統括部

ＳＣＭセンター ＣＳＲ部

千葉事業所 環境安全室

先端電池材料部 品質保証室

内部監査部

事業開発 応用化学品研究所

取締役会 センター 先端技術開発研究所 法務・知的財産部

会　　長 分析物性センター

安全性試験センター 戦略企画部

社　　長    中国室

財務・経理部

大分コンビナート 製造部 ＩＲ室

生産技術部 総務・人事部

経営会議 工務部 広報室

技術開発部 大阪支店

研究開発会議 大分事務所 名古屋支店

ＳＣＭセンター 福岡支店

ＣＳＲ会議 川崎事業所 製造部 彦根事業所

安全保障輸出 生産技術部 情報システム部

管理委員会 工務部

保安対策委員会 開発部 購買・ＳＣＭ部

監査役会 品質保証部

環境安全部
総務部
ＳＣＭセンター

東長原事業所

徳山事業所

伊勢崎事業所 製造部
開発部

龍野事業所 製造部
開発部

横浜事業所

塩尻事業所 製造部
総務部

秩父事業所 製造部
開発部
総務部

大町事業所 製造部
技術部
工務部
総務部
ＳＣＭセンター

小山事業所 製造統括部
技術統括部
品質保証部

　 総務部
ＳＣＭセンター

冷却器開発部
喜多方事業所 生産・技術統括部

品質保証部
総務部 　　

ＳＣＭセンター
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