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●本件についてのお問い合わせ先
本社広報室：Tel 075-4�4-7�3�  Fax 075-43�-6500  〒 602-8585 京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目

2006年3月24日

　部長級、グループ企業会長・社長の異動、および機構改革

大日本スクリーン製造株式会社（本社：京都市上京区／社長：橋本 正博）は、2006年4月�日付で以
下のとおり、部長級、グループ企業会長・社長の異動、および機構改革を予定しておりますので、お知
らせします。

1.	部長級の異動
【COO直轄】

氏名 新職 旧職 継続職
森次　俊英 内部統制推進室長 グループ監査室長

【コーポレート】

氏名 新職 旧職 継続職
三井　利洋 安全保障貿易管理室長

南島　新 財務戦略室長 理財カンパニー社長

和田　宏隆 法務室長 法務・知財センター  
法務部長

薮田　昌明 知財戦略室長 法務・知財戦略室長

北門　龍冶 CTO室長 技術開発センター  
開発管理統轄部  
開発推進部長

髙田　一郎 未来事業戦略室長

【メディアテクノロジーカンパニー】

氏名 新職 旧職 継続職
薄井　義博 事業統轄部長 営業統轄部長 カンパニー副社長

深井　治郎 企画統轄部長

礒野　弘一 製造統轄部長 MT製造統轄部副統轄部長　
兼　同 第一技術部長

朝永　正雄 事業統轄部 事業推進部長

児玉　清美 事業統轄部 業務部長
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氏名 新職 旧職 継続職
猪飼　勝美 営業統轄部 営業部長 営業統轄部 国内営業部長

藤本　敏昭 営業統轄部 グローバルパーツ
センター部長

菅原　芳雄 営業統轄部 品質推進部長 企画統轄部 品質推進部長

井上　俊文 企画統轄部 事業開発推進部長 事業開発統轄部  
事業開発推進部長

齋藤　誠悦 製造統轄部 技術推進部長 MT製造統轄部 第二技術部長

菅　和真 製造統轄部 第一技術部長

長　正道 製造統轄部 第二技術部長

【半導体機器カンパニー】

氏名 新職 旧職 継続職
廣江　敏朗 カンパニー副社長 洗浄機器事業部長

亀井　謙治　 開発統轄部 開発第一部長 開発統轄部副統轄部長

田中　眞人 開発統轄部 開発第二部長 洗浄機器事業部 技術部長

斉田　政和 品質統轄部  
EHSソリューション部長

EHSソリューション部長

園田　敦 品質統轄部 品質保証部長

安江　淳 スピンナー事業部副事業部長 スピンナー事業部  
スピンナー技術部長

藤田　充宏 スピンナー事業部  
スピンナー技術部長

鷲尾　昌也 洗浄機器事業部 技術部長 洗浄機器事業部副事業部長

【FPD機器カンパニー】

氏名 新職 旧職 継続職
嶋治　克己 カンパニー副社長

兼　同 技術統轄部長
彦根工場長

畠山　文博 新規事業部長

竹田　勝彦 彦根工場長 彦根工場 第一製造部長

山田　拓真 彦根工場副工場長　
兼　同 ウエット製造部長

彦根工場 第二製造部長

志摩　泰正 彦根工場　コータ製造部長

山本　均 営業統轄部長 DNS FEATS (TAIWAN) CO., LTD. 
董事長･総経理

谷口　訓 営業統轄部 営業推進部長
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【技術開発カンパニー】

氏名 新職 旧職 継続職
桐栄　敬二 開発管理統轄部長 コーポレート  

未来事業戦略室長

染谷　雅美 開発管理統轄部 開発企画部長

北口　薫 開発管理統轄部 開発推進部長 メディアテクノロジーカンパニー 
営業統轄部 海外営業部長

金井　孝夫 事業領域拡大ユニット 
統轄部長

技術開発センター  
システム技術統轄部長
兼　同 画像処理技術部長

岸田　吉弘 イメージングユニット 
統轄部長

技術開発センター  
開発管理統轄部 開発企画部長

小八木　康幸 イメージングユニット 
開発部長

寺嶋　幸三 基盤技術統轄部  
シミュレーション技術部長

小林　正嘉 基盤技術統轄部  
オプト技術部長

技術開発センター  
システム技術統轄部  
オプト技術部長

山本　昌宏 機械技術統轄部長　 
兼　同 第一機械技術部長

技術開発センター  
機械技術統轄部長　
兼　同 第一機械技術部長

足立　秀喜 機械技術統轄部  
第二機械技術部長

技術開発センター  
機械技術統轄部  
第二機械技術部長

桑原　章 システム技術統轄部長　 技術開発センター  
システム技術統轄部  
制御技術部長

野村　昭寛 システム技術統轄部  
画像処理技術部長

平和　孝英 システム技術統轄部  
制御技術部長

泉　昭 プロセス技術統轄部長
兼　同 第一プロセス技術部長

技術開発センター  
プロセス技術統轄部  
第一プロセス技術部長

平得　貞雄 プロセス技術統轄部  
第二プロセス技術部長

技術開発センター  
プロセス技術統轄部  
第二プロセス技術部長



4 / 6

【総務カンパニー】

氏名 新職 旧職 継続職
河原林　正 総務サービス部長

澤田　誠 環境安全部長

【人事カンパニー】

氏名 新職 旧職 継続職
安藤　公人 カンパニー社長

兼　同 ヒューマンサポート部長
兼　同 エンプロイアビリティ部長

カンパニー副社長

深田　和久 ヒューマンリソース部長

【知財センター】

氏名 新職 旧職 継続職
有田　正司 知財センター長　

兼　技術開発カンパニー副社長

田村　義文 知的財産部長 法務・知財センター  
知的財産部長

高橋　寿人 技術情報部長 法務・知財センター  
技術情報部長

【プロキュアメントセンター】

氏名 新職 旧職 継続職
竹下　正寛 企画部長 企画推進部長

畑中　康男 集中契約部長　
兼　コストエンジニアリング部長

開発契約部長
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2.	グループ企業会長・社長の異動
氏名 新職 旧職 継続職
南島　新 （株）ディ・エス・ファイナンス 

代表取締役社長
理財カンパニー社長

法貴　哲夫 （株）レーザーソリューションズ 
代表取締役社長

FPD機器カンパニー副社長
兼　同 技術統轄部長

竹下　治  （株）テックインテック
取締役会長

（株）テックインテック
代表取締役社長

西澤　久雄 （株）テックインテック  
代表取締役社長

（株）テックインテック  
専務取締役

斉藤　実 （株）FEBACS 代表取締役社長 FPD機器カンパニー副社長

山本　博 （株）ファーストリース  
取締役会長

（株）ファーストリース  
代表取締役社長

高野　正朗 （株）ファーストリース  
代表取締役社長

（株）メディアテクノロジー 
ジャパン専務取締役

髙木　宏禎 （株）リバージョン65  
代表取締役社長

人事カンパニー社長 （株）都凛々 代表取締役社長

Michael Fox DAINIPPON SCREEN 
GRAPHICS (USA), LLC  
取締役社長

DAINIPPON SCREEN 
GRAPHICS (USA), LLC  
取締役副社長

奥西　哲也 DAINIPPON SCREEN (CHINA) 
LTD. 取締役社長
兼　SCREEN MEDIA 
TECHNOLOGY LTD. 
（中国：上海）董事長

早川　彰 DAINIPPON SCREEN 
(AUSTRALIA) PTY. LTD.  
取締役社長

後藤　吉良 DAINIPPON SCREEN 
SINGAPORE PTE. LTD.  
取締役社長
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3.	機構改革
・技術開発センターを技術開発カンパニーに変更
・法務・知財センターを知財センターに変更

■	COO直轄
内部統制推進室を新設

■	コーポレート
・法務室、CTO室を新設
・法務・知財戦略室を知財戦略室に変更

■メディアテクノロジーカンパニー
・事業開発統轄部を廃止。下部組織の事業開発推進部を企画統轄部に移管
・MT製造統轄部を製造統轄部に名称変更
・事業統轄部：業務部を新設。グローバルパーツセンターを営業統轄部に移管
・営業統轄部：営業企画部、海外営業部、国内営業部を廃止し、営業部を新設
・企画統轄部：IT企画部を廃止し、品質推進部を営業統轄部に移管
・製造統轄部：第三技術部を廃止し、技術推進部を新設

■半導体機器カンパニー
・品質統轄部を新設
・EHSソリューション部を品質統轄部に移管
・品質統轄部：品質保証部を新設
・開発統轄部：開発第一部、開発第二部を新設

■FPD機器カンパニー
・新規事業部を新設
・彦根工場：第一製造部をコータ製造部へ、第二製造部をウエット製造部へそれぞれ名称変更

■技術開発カンパニー
・技術開発カンパニーに事業領域拡大ユニット、イメージングユニット、基盤技術統轄部を新設
・開発管理統轄部　　　：技術企画部と調査企画部を廃止
・イメージングユニット：開発部を新設
・基盤技術統轄部　　　：シミュレーション技術部を新設
・システム技術統轄部　：オプト技術部を基盤技術統轄部に移管
・プロセス技術統轄部　：第三プロセス技術部を廃止

■知財センター
・法務部を廃止

■総務カンパニー
・環境施設部を環境安全部に名称変更

■プロキュアメントセンター
・企画推進部を企画部へ名称変更。開発契約部を廃止し、集中契約部、コストエンジニアリング部を新設


