
 

 

 

2021年12月23日 

各位 

会社名 帝人株式会社 

代表者名 代表取締役社長執行役員 鈴木 純 

（コード番号 3401 東証第一部） 

問合せ先 ＩＲ部長 鳥居 知子 

(TEL 03-3506-4395) 

 

 

 

代表取締役の異動に関するお知らせ 

  当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り代表取締役の異動を決定いたしましたので、 

お知らせいたします。 

 

記 

１．異動の内容 

 

氏  名 異動前 異動後 

鈴木 純 代表取締役社長執行役員 CEO 取締役会長 

内川 哲茂 取締役常務執行役員 代表取締役社長執行役員 CEO 

 

２．新任代表取締役の氏名及び略歴 

氏名      内川 哲茂（うちかわ あきもと） 

生年月日    1966年 1月 18日 

所有株式数    12,024株（2021年 9月末時点） 



職歴  1990年 3月 当社入社 

1990年 6月  繊維研究所 

1994年 12月  前田工繊株式会社出向 

1998年 3月  繊維事業本部 繊維技術開発部門 加工技術第２部 

1998年 9月  機能ファイバー事業本部 産業資材開発センター 

2003年 7月  テイジン・トワロンＢ．Ｖ．（オランダ）出向 

2008年 7月  帝人テクノプロダクツ(株)アラミド商品開発課長 

2012年 10月  高機能繊維事業本部 商品開発部長 兼 補強材料開発課長 

2013年 3月  高機能繊維事業本部 商品開発部長 兼 大阪研究センター長 

2013年 10月  高機能繊維事業本部 ソリューション開発部長 

兼 大阪研究センター長 

2014年 12月  高機能繊維事業本部 生産・研究開発部門長 

2017年 1月  高機能繊維事業本部長補佐（生産・研究開発統括） 

2017年 4月  帝人グループ執行役員 

マテリアル事業統轄補佐 

兼 繊維・製品事業グループ長付（技術生産構造改革担当） 

2020年 4月  帝人グループ執行役員 

複合成形材料事業本部長 

2021年 4月  帝人グループ常務執行役員 

マテリアル事業統轄 

2021年 6月  取締役常務執行役員 

マテリアル事業統轄 

 

３．就任時期 

  2022年 4月 1日 

 

（添付資料）社長交代について 

以 上 

 



 

 

２０２１年１２月２３日 

 

 

 

 

帝 人 株 式 会 社 

 

帝人株式会社は、本日開催の取締役会において、代表取締役社長執行役員 

ＣＥＯ（最高経営責任者） 鈴木  純 が 取締役会長 に、取締役常務執行役員  

内川 哲茂 が 代表取締役社長執行役員 ＣＥＯ（最高経営責任者）に就任する

ことを決定しました。 

 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化を目的に、１９９９年７月より独立

社外取締役ならびに社外有識者を中核メンバーとするアドバイザリー・ボード

を設置しています。アドバイザリー・ボードには、独立社外取締役を議長とする

指名委員会（社長の進退、後継者プランなどに関して取締役会に助言を行う）が

あり、このたびの決定につきましても、そこでの議論を経て、賛同を得ています。 

 

１．新会長および新社長 

取締役会長    鈴木  純（すずき じゅん） 

（現 代表取締役社長執行役員 ＣＥＯ） 

代表取締役社長執行役員 ＣＥＯ    内川  哲茂（うちかわ あきもと） 

（現 取締役常務執行役員  マテリアル事業統轄） 

 

２．就任時期 

 ２０２２年 ４月 １日 

以    上 

 

 

社 長 交 代 に つ い て 

【 本件に関するお問合せ先 】 

帝人株式会社 コーポレートコミュニケーション部  TEL：(03)3506-4055 



新 会 長 略 歴 

 

氏  名  鈴木  純（すずき  じゅん） 

 

役  職   代表取締役社長執行役員 ＣＥＯ 

生年月日   １９５８年 ２月１９日（６３歳） 

出 身 地   東京都 

学   歴      １９８１年  ３月    東京大学 理学部 卒業 

１９８３年 ３月    東京大学大学院 理学系研究科 動物学専攻 修士課程修了 

１９９６年  ２月    大阪大学 医学博士号取得 

職  歴      １９８３年 ４月   帝人株式会社入社 

１９８３年１０月    中央研究所 生物工学研究部 

１９９４年  ６月    帝人ＭＲＣ研究所（英国） 

１９９７年  ８月    創薬第２研究所 

２００２年 ４月   創薬評価研究部長 

２００３年１０月    帝人ファーマ(株)創薬推進部長 

２００６年 ４月   帝人ファーマ(株)事業開発部長 

２００７年 ４月   帝人ファーマ(株)医薬企画部長 

２００８年 ４月   帝人ファーマ(株)医薬開発研究所長 

２００９年 ４月   帝人ファーマ(株)医薬医療企画部長 

２０１１年 ４月   帝人グループ駐欧州総代表 

兼 Teijin Holdings Netherlands B.V.社長 

２０１２年 ４月   帝人グループ執行役員 

マーケティング最高責任者 兼 ＢＲＩＣｓ担当 

２０１３年 ４月   帝人グループ常務執行役員 

高機能繊維・複合材料事業グループ長 

兼 炭素繊維・複合材料事業本部長 

兼 東邦テナックス(株)代表取締役社長 

２０１３年  ６月    取締役常務執行役員 

高機能繊維・複合材料事業グループ長 

兼 炭素繊維・複合材料事業本部長 

兼 東邦テナックス(株)代表取締役社長 

２０１４年  ４月    代表取締役社長執行役員 ＣＥＯ 

２０２２年  ４月    取締役会長（就任予定） 



新 社 長 略 歴 

 

氏  名  内川  哲茂（うちかわ  あきもと） 

 

役  職   取締役常務執行役員 マテリアル事業統轄 

生年月日   １９６６年 １月１８日（５５歳） 

出 身 地   滋賀県 草津市 

学   歴      １９９０年  ３月    信州大学 繊維学部 修士課程修了 

職  歴      １９９０年 ３月   帝人株式会社入社 

１９９０年 ６月    繊維研究所 

１９９４年１２月  前田工繊株式会社出向 

１９９８年 ３月  繊維事業本部 繊維技術開発部門 加工技術第２部 

１９９８年 ９月  機能ファイバー事業本部 産業資材開発センター 

２００３年 ７月    テイジン・トワロンＢ．Ｖ．（オランダ）出向 

２００８年 ７月  帝人テクノプロダクツ(株)アラミド商品開発課長 

２０１２年１０月    高機能繊維事業本部 商品開発部長 兼 補強材料開発課長 

２０１３年 ３月  高機能繊維事業本部 商品開発部長 兼 大阪研究センター長 

２０１３年１０月  高機能繊維事業本部 ソリューション開発部長 

兼 大阪研究センター長 

２０１４年１２月  高機能繊維事業本部 生産・研究開発部門長 

２０１７年 １月  高機能繊維事業本部長補佐（生産・研究開発統括） 

２０１７年 ４月  帝人グループ執行役員 

マテリアル事業統轄補佐 

兼 繊維・製品事業グループ長付（技術生産構造改革担当） 

２０２０年 ４月  帝人グループ執行役員 

複合成形材料事業本部長 

２０２１年 ４月  帝人グループ常務執行役員 

マテリアル事業統轄 

２０２１年 ６月  取締役常務執行役員 

マテリアル事業統轄 

２０２２年 ４月  代表取締役社長執行役員 ＣＥＯ（就任予定） 


