
取締役

代表取締役 兼 取締役会長

小
こ ぼ り

堀 秀
ひ で き

毅

1978年 4月 当社入社
2008年 4月 旭化成エレクトロニクス（株） 

取締役
  同常務執行役員
2009年 4月 同社専務執行役員
2010年 4月 同社代表取締役社長
  同社長執行役員
2012年 4月 当社常務執行役員
2012年 6月 当社取締役（現在）
2014年 4月 当社代表取締役（現在）
  同専務執行役員
2016年 4月 当社取締役社長
  同社長執行役員
2022年 4月 当社取締役会長（現在）

代表取締役 兼 取締役社長

工
く ど う

藤 幸
こうしろう

四郎

1982年 4月 当社入社
2013年 4月 旭化成せんい（株）執行役員
2016年 4月 当社上席執行役員
2017年 4月 当社繊維事業本部長兼務
  大阪支社長兼務
2019年 4月 当社常務執行役員
  同パフォーマンスプロダクツ 

事業本部長兼務
2021年 6月 当社取締役（現在）
2022年 4月 当社代表取締役（現在）
  同取締役社長（現在）
  同社長執行役員（現在）

取締役 兼 専務執行役員

坂
さかもと

本 修
しゅういち

一

1981年 4月 当社入社
2011年 4月 旭化成ケミカルズ（株） 

執行役員
2014年 4月 同社取締役
  同常務執行役員
2014年 11月 当社上席執行役員
  同経営戦略室長兼務
2016年 4月 当社常務執行役員
2016年 6月 当社取締役（現在）
2018年 4月 旭化成ファーマ（株）取締役

会長兼務（現在）
  旭化成メディカル（株）取締

役会長兼務（現在）
2019年 4月 当社専務執行役員（現在）

取締役 兼 専務執行役員

川
かわばた

畑 文
ふみとし

俊

1982年 4月 当社入社
2012年 4月 旭化成ホームズ（株） 

執行役員
2013年 4月 同社取締役（現在）
  同社常務執行役員
2014年 4月 同社マーケティング本部長

兼務
2016年 2月 同社中部営業本部長兼務
2017年 4月 当社常務執行役員
  旭化成ホームズ（株）代表取

締役社長兼務（現在）
  同社長執行役員兼務（現在）
2019年 4月 当社専務執行役員（現在）
2019年 6月 当社取締役（現在）

取締役 兼 専務執行役員

久
く せ

世 和
か ず し

資

1987年 4月 日本アイ･ビー ･エム（株） 
入社

2005年 4月 同社執行役員
2008年 1月 IBM社バイスプレジデント
2017年 1月 日本アイ･ビー ･エム（株） 

最高技術責任者（CTO）兼務
2020年 7月 当社入社
  当社執行役員
  同エグゼクティブフェロー 

兼務
2021年 4月 当社常務執行役員
  同デジタル共創本部長兼務

（現在）
2022年 4月 当社専務執行役員（現在）
2022年 6月 当社取締役（現在）
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取締役 兼 常務執行役員

堀
ほ り え

江 俊
としやす

保

1985年 4月 当社入社
2015年 4月 旭化成ケミカルズ（株）経営

総括部長
2016年 4月 当社石油化学事業本部 

企画管理部長
2019年 4月 当社執行役員
2020年 4月 当社上席執行役員
2022年 4月 当社常務執行役員（現在）
2022年 6月 当社取締役（現在）

取締役（社外取締役）

立
たつおか

岡 恒
つねよし

良

1980年 4月 通商産業省入省
2010年 1月 内閣官房内閣審議官
2011年 8月 経済産業省大臣官房長
2013年 6月 経済産業事務次官
2015年 7月 退官
2016年 6月 当社取締役（現在）

取締役（社外取締役）

岡
おかもと

本 毅
つよし

1970年 4月 東京瓦斯（株）入社
2002年 6月 同社執行役員
2004年 4月 同社常務執行役員
2004年 6月 同社取締役
2007年 4月 同社代表取締役
  同副社長執行役員
2010年 4月 同社社長執行役員
2014年 4月 同社取締役会長
2018年 4月 同社取締役相談役
2018年 6月 当社取締役（現在）
2018年 7月 東京瓦斯（株）相談役 

（現在）

取締役（社外取締役）

前
ま え だ

田 裕
ゆ う こ

子

1984年 4月 （株）ブリヂストン入社
2003年 9月 国立大学法人東京医科歯科大学
  知的財産本部技術移転センター

長・知財マネージャー
2009年 10月 東京医科歯科大学客員教授兼務
2011年 10月 京都府立医科大学特任教授兼務
2013年 5月 （株）ブリヂストン執行役員
2014年 4月 国立研究開発法人海洋研究開発

機構監事兼務（現在）
2017年 1月 （株）セルバンク取締役（現在）
2020年 10月 国立大学法人九州大学理事 

（現在）
2021年 6月 当社取締役（現在）

取締役
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監査役

監査役（常勤）

中
な か お

尾 正
まさふみ

文

1978年 4月 当社入社
2009年 4月 旭化成エレクトロニクス（株）

取締役
  同執行役員
2012年 4月 当社上席執行役員
  同新事業本部長兼務
2012年 6月 当社取締役
2014年 4月 当社研究・開発本部長
2014年 6月 当社取締役退任
2015年 4月 当社常務執行役員
2016年 4月 当社専務執行役員
2016年 6月 当社取締役
2017年 4月 当社代表取締役
  同副社長執行役員
2019年 6月 当社監査役（現在）

監査役（常勤）

柴
し ば た

田 豊
ゆたか

1979年 4月 当社入社
2008年 4月 当社執行役員
2009年 4月 当社上席執行役員
2011年 4月 旭化成クラレメディカル（株）

代表取締役社長
  同社長執行役員
  旭化成メディカル（株）代表

取締役社長
  同社長執行役員兼務
2016年 4月 当社専務執行役員
2017年 4月 旭化成ファーマ（株）代表 

取締役社長
  同社長執行役員兼務
2018年 6月 当社取締役
2019年 4月 当社副社長執行役員
2021年 6月 当社監査役（現在）

監査役（社外監査役）

伊
い と う

藤 鉄
て つ お

男

1975年 4月 検事任官
2001年 6月 東京地方検察庁特別捜査

部長
2007年 7月 東京地方検察庁検事正
2008年 7月 高松高等検察庁検事長
2009年 1月 最高検察庁次長検事
2010年 12月 退官
2011年 4月 弁護士登録
  西村あさひ法律事務所 

オブカウンセル（現在）
2015年 6月 当社監査役（現在）

監査役（社外監査役）

望
もちづき

月 明
あ け み

美

1984年 10月 青山監査法人入所
1988年 3月 公認会計士登録
1996年 8月 監査法人トーマツ
  （現 有限責任監査法人 

トーマツ）入所
2001年 6月 同監査法人社員
  （現 パートナーに名称変更）
2018年 7月 明星監査法人社員（現在）
2021年 6月 当社監査役（現在）

監査役（社外監査役）

浦
う ら た

田 晴
はるゆき

之

1977年 4月 オリエント・リース（株） 
（現 オリックス（株））入社

2005年 2月 同社執行役
2006年 8月 同社常務執行役
2007年 6月 同社常務取締役
2008年 1月 同社取締役副社長
2009年 1月 同社取締役副社長兼 

グループCFO

2011年 1月 同社代表取締役副社長兼
グループCFO

2015年 6月 オリックス銀行（株） 
代表取締役社長

2020年 6月 同社取締役会長
2021年 6月 同社特別顧問（現在）
2022年 6月 当社監査役（現在）
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  新中計ついてどのように評価されていますか。また
新たな執行体制への期待について教えてください。

 立岡 　新中計を策定するにあたり、取締役会でも複数回にわ

たって外部環境認識を共有し、何を計画に盛り込むべきか十

分に議論できました。中でも特筆すべきは、売上や利益の規

模だけでなく、資本コストや資本効率を意識してROICを業績

連動報酬におけるKPIの一つに採用した点です。

　また持続的成長の観点では、2030年に目指す姿を描いた

うえで、それを見据えた2024年までのマイルストーンとして

計画をまとめた点、そしてそれを達成するためにポートフォリ

オマネジメントを重要課題としている点は、非常に重要だと

思います。

 岡本 　私も同様に、全社を挙げて議論を積み上げ、取締役会

で何度も議論したプロセスも含めて評価しています。2030年

という長期的な視野を持ちつつ足元をしっかり進めていく良

い計画になったと思います。特徴的なのは、計画を通して旭

化成の3領域経営をいかにして強くしていくかを意識した姿勢

が貫かれている点ではないでしょうか。

　具体的には、次の成長を牽引するGG10を明確に打ち出し

たことに加え、既存の事業ポートフォリオをどのように入れ替

えていくかという戦略的な構造転換にも目配りがされていま

す。さらにキャッシュフロー・マネジメントと株主還元の方針

などを明確にし、バランスの取れたわかりやすい計画になっ

ています。

 立岡 　新中計は、新社長の強い気持ちが込められていると感

じます。アニマルスピリットと旭化成魂をかけたA-Spiritとは、

環境変化への感度と柔軟性を研ぎ澄まし、 
持続可能な企業としてさらなる成長を

取締役（社外取締役）

立岡 恒良
取締役（社外取締役）

岡本 毅
取締役（社外取締役）

前田 裕子
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野心的な意欲、健全な危機感、迅速果断、進取の気風の4つ

であると明示しています。この精神を上手く社内に浸透させ、

先行きが不透明な中で従業員それぞれが持つ力をスピー

ディーに最大限発揮し、計画を進めてほしいと思います。

 岡本 　新中計に限らず会社

の方針を全従業員がいかに

“自分ごと”として捉えられる

か。会社にとって大切なのは

現場の力ですから、社長が現

場にどれだけ大きな期待を寄

せているのかが伝わるような

マネジメントに期待したいで

す。環境が厳しくかつ激しく変動する中での社長就任は重責

ですが、2022年に100周年を迎え、同時に次の100年へのス

タートを切る時期だという意味ではやりがいがあるのではな

いでしょうか。

 前田 　私も現場が働きがいを感じる、働きやすい環境の整備

を期待しています。日本の大企業は長く会社を支えてきた方

が幹部になることが多いですが、旭化成ではDXの担当役員に

入社数年の方が就任しています。働きがいの向上において、

こういった役員登用の柔軟性は非常に良いですね。欲を言え

ば、さらなる執行側への女性登用も期待しています。

　ダイバーシティの観点から見ると、新中計における非財務

情報のKPIは気になります。KPIには上位職の女性の数だけ

が設定されていますが、離職率低減の工夫等、女性だけでな

くすべての方が働きやすい環境を整えてほしいと思っていま

す。非財務指標が経営陣の成果指標になっているのは、実効

性を持たせるうえでとても良いことではないでしょうか。

  ガバナンス体制についてどのような評価をされて 

いますか、また今後の課題についてどう考えますか。

 岡本 　ガバナンス体制については取締役会の実効性評価を

毎年行い、その積み上げがかなり充実してきていると評価し

ています。率直な意見が述べられ、それに応じてさまざまな

改革・改善がなされています。例えば社外役員と監査役の会

合や、社外役員内の議論が実現するなど、全体として着実に

改善しているのではないでしょうか。

 前田 　取締役会の実効性評価は外部に委託する企業が多い

ですが、旭化成は社内で行っています。だからこそ実態に即し

た踏み込んだ内容のコメントが多く、内部のことがよく理解で

きるものになっており、情報共有が機能していると感じます。

ただ、社外の立場から言えば取締役会資料で提案された内容

の経緯を理解することに多くの時間を要する場合もあり、踏

み込んだ議論を行うことにもっと時間を費やせるように改善

できると嬉しく思います。最近は、「審議事項」で十分に議論

できるように工夫されてきており、日々改善を感じています。

 立岡 　ここ数年で、一つひと

つの議題を決議するマネジ

メント型から、会社にとって重

要なテーマを横断的にモニ

ターするモニタリング型に移

行しており、現在はマネジメン

ト型とモニタリング型のハイ

ブリッド形式になっています。

そのため、新中計は以前と違う手法で議論ができましたし、重

要なテーマが取締役会に上がってくる頻度も増えてきている

と感じます。これからはより積極的に、例えばポートフォリオ

転換や人財育成など、中長期にわたる会社にとって大事で今

後の方向性に関わる課題については「審議事項」の議題とし

て取り上げ、議論を深めていくことを期待します。

　また、先ほど岡本さんもお話しされましたが、社外役員と

監査役、社外役員間でのミーティングが定例化されました。

監督側のメンバーが普段から気軽に声をかけ合い意見交換

することは、有事の際のスムーズな連携に役立ちます。普段

から気付きを共有することで監督側の実行性も高まりますの

で、進歩したと感じています。

 岡本 　ガバナンスに関わる機関設計のあり方については、以

前から議論してきました。旭化成は監査役会設置会社ですが、

併せて任意の指名諮問委員会・報酬諮問委員会を設置してい

ます。これにより、いま何を議論し決めるべきか、その時のリア

ルな状況に応じて柔軟性を持って運営できると考えています。
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こういうプラスの面を活かしていけば、現在の機関設計で十分

にガバナンス機能を発揮できると思います。

  工場における火災・事故が続いたことについて、どの
ように受け止めていますか。また再発防止に向けて、
特に何が重要だとお考えですか。

 前田 　ここ数年、事故が頻発している点をたいへん憂いてい

ます。一番心配なのは、「安全」が最重要事項だというメッセー

ジが現場までしっかり届いているか、ということです。前職で

は火災が発生した日を全社防災の日と定め、毎年その日は全

役員が工場に赴き、すべての工場を止めて朝から防災や安全

について考えることとしていました。事故を起こさないことが

何よりも大事だということを伝えるためです。大きな会社に

なると協力会社や孫請けの会社までトップの想いを伝えるの

は難しいので、全従業員が安全に向き合う日を設定し、企業

姿勢を示すのは一つの手だと思います。

 岡本 　一般論ではありますが、事故や不祥事は、経営から目

の届きにくいところで起こる傾向があります。新中計を推進

するにあたり、成長ドライバーとしてGG10に集中投資し表舞

台に上げていくことは素晴らしいことである一方、GG10を裏

で支えるような仕事を担うすべての人たちにいかに目配りし、

評価するのか。従業員が誇りと自信と責任感を持って働ける

ことが現場のモラルを高め、事故の根本的な解決につながる

重要な要素になると思います。

 立岡 　事故が続いていることは極めて遺憾で、重大なことと

して受け止めざるを得ません。品質や安全性の問題について

は、何度となく取締役会でも議題として取り上げてきました。

管理体制のあり方、従業員の意識レベルの向上などは再々議

論してきましたが、結果として事故が起きてしまった以上、も

う一度原点に戻り、何か根本的な問題があるのではないかと

いう前提で徹底的に検討しなければならないと思います。現

場の声を吸い上げるだけでなく、第三者の冷静な目を入れて

具体的に検証していくということも必要ではないでしょうか。

  持続的な企業価値向上のために、今後どのような点
に注力すべきとお考えですか。

 立岡 　持続的な企業価値向上を目指すにあたり、企業として、

いかなる環境下でも社会課題に対してソリューションを提供

し、社会や人から必要とされ続けるような事業を展開すること

が重要だと思います。旭化成の優れた技術シーズやビジネス

モデルをカーボンニュートラル社会の構築に向けてどのよう

に実装していくのか、環境変化に対する感度を高め、覚悟とス

ピード感を持って取り組むことが大事ではないでしょうか。

 前田 　旭化成は3領域の専門性の高い事業を持っています。

一方でこれだけ規模が大きくなると、自社成長のみならず、

真に人の役に立ち会社の意義を高めることが企業を存続さ

せ続けるために必要となります。「社会的な価値」を提供する

ために、それぞれの領域の専門性を活かした相互視点での新

たな発想や、大学や国立研究

開発法人等のユニークな研

究も取り上げて連携するな

ど、インプットも強化すること

で、旭化成が目指す3領域経

営が、変化や柔軟性という点

でより進み、将来的な企業価

値向上につながるのではない

でしょうか。

 岡本 　今後、ますます産業の垣根が低くなり、社会課題も相

互に関連し合い、業界の枠組みを超えた動きが加速していく

でしょう。旭化成のグループミッションに沿って、多様な事業

を武器に、経営資産を共有し、新中計に着実に取り組めば、持

続可能な社会と持続的な企業価値向上はおのずと実現でき

ると思います。実行するうえで大切なのが、変化への対応で

す。変化を的確に掴み、自分たちの基本的な姿勢を必要に応

じて変えていくこと、アンテナを高く保ち、柔軟な対応力を維

持し続けることが大切だと思います。社外取締役としても、こ

れらのアンテナとしての役割を一層果たしていきたいと考え

ています。
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