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●本件についてのお問い合わせ先

広報室　Tel: 075-414-7131  Fax: 075-431-6500  URL: www.screen.co.jp

2012年2月27日

部長級、グループ企業取締役の異動、および機構改革について

大日本スクリーン製造株式会社は、2012年4月1日付で以下のとおり、部長級、グループ企業取締
役の異動、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
【直轄組織】

氏名 新職 旧職 継続職
中村　博昭 秘書室長 広報室長

滝本　景介 広報室長 GPS室長

谷田　研一 安全保障貿易管理室長 ビジネスサービスセンター 法
務グループ長

髙田　一郎 GPS室長 SCREEN MEDIA 
TECHNOLOGY LTD.
董事長・総経理

【開発・製造本部】

氏名 新職 旧職 継続職
横田　康司 技術戦略室長

大澤　郁夫 新規事業企画室長

【メディアアンドプレシジョンテクノロジーカンパニー】

氏名 新職 旧職 継続職
北口　薫 事業統轄部長 秘書室長

柿田　高徳 ビジネス統轄部長 商品開発統轄部 副統轄部長

奥西　哲也 ビジネス統轄部 副統轄部長
兼　同 PEビジネス部長

三浦　一成 ビジネス統轄部 副統轄部長 ビジネス統轄部 MTビジネス
部長

高田　敏和 マーケティング統轄部長 商品開発統轄部 ソフトウエア
商品開発部長

足立　裕之 マーケティング統轄部 副統轄
部長

マーケティング統轄部 マーケ
ティング部長
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氏名 新職 旧職 継続職
川田　亨 商品開発統轄部長 商品開発統轄部 副統轄部長

兼　同 第二インクジェット商
品開発部長

吉田　巧 商品開発統轄部 副統轄部長

墨岡　勉 商品開発統轄部 副統轄部長 商品開発統轄部 インスペク
ション商品開発部長

連　国男 商品開発統轄部 第二インク
ジェット商品開発部長

藤原　成章 商品開発統轄部 インスペク
ション商品開発部長

木谷　孝則 商品開発統轄部 ソフトウエア
商品開発部長

吉田　徹 製造統轄部 製造部長

森　哲 製造統轄部 品質保証部長

【半導体機器カンパニー】

氏名 新職 旧職 継続職
内田　博文 カンパニー副社長

林田　憲明 事業統轄部長 事業統轄部 副統轄部長
兼　同 事業推進部長

白川　元 プロセス技術統轄部 プロセス
技術一部長

プロセス技術統轄部 プロセス
技術二部長

プロセス技術統轄部 副統轄部
長

森　義弘 プロセス技術統轄部 副統轄部
長

楠田　達文 光応用装置技術統轄部 精密光
学技術部長

光応用装置技術統轄部長
兼　同 FLAシステム技術部長

樹山　弘喜 光応用装置技術統轄部 副統轄
部長

光応用装置技術統轄部 FLAプ
ロセス技術部長

弓削　俊哉 製造統轄部 副統轄部長

藤木　達司 生産管理統轄部 副統轄部長 PS統轄部長

西田　啓二 PS統轄部長 DAINIPPON SCREEN 
ELECTRONICS (SHANGHAI)  
CO., LTD.
董事・総経理

西村　誠 マーケティング統轄部 商品戦
略部長

マーケティング統轄部 企画部
長

マーケティング統轄部長

大川　博之 国内営業統轄部長
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氏名 新職 旧職 継続職
中村　典生 東アジア営業統轄部長

山田　光浩 台湾営業統轄部長
兼　同 営業部長

DAINIPPON SCREEN 
ELECTRONICS (TAIWAN) 
CO., LTD.
董事長・総経理

大塚　純二 欧米SEA営業統轄部長 営業統轄部 副統轄部長
兼　同 営業三部長

今井　渉 事業統轄部 事業推進部長 DAINIPPON SCREEN 
SINGAPORE PTE. LTD.
取締役

赤尾　喜代志 品質保証部長

新居　健一郎 プロセス技術統轄部 プロセス
技術二部長

プロセス技術統轄部 プロセス
技術一部長

赤井　文昭 製造統轄部 洗浄品質管理部長

杉本　憲司 マーケティング統轄部 事業企
画部長

山中　康司 国内営業統轄部 営業一部長 営業統轄部 営業一部長

増田　浩志 国内営業統轄部 営業二部長

河上　悟 東アジア営業統轄部 営業一部
長

営業統轄部 営業四部長

元廣　修司 東アジア営業統轄部 営業二部
長

秋光　六七春 欧米SEA営業統轄部 営業一
部長

鳥山　幸夫 欧米SEA営業統轄部 営業二
部長

【FPD機器カンパニー】

氏名 新職 旧職 継続職
岡出　裕之 事業統轄部長

竹村　敏樹 製造統轄部 第一技術部長 製造統轄部 製造部長

豊田　素也 製造統轄部 第二技術部長 製造統轄部 製品技術部長

西村　良明 製造統轄部 製造部長 製造統轄部 購買部長

百田　雅人 製造統轄部 管理部長
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【技術開発センター】

氏名 新職 旧職 継続職
吉岡　正喜 技術開発グループ 制御技術部

長

【ビジネスサービスセンター】

氏名 新職 旧職 継続職
太田　祐史 理財グループ長 理財グループ 副グループ長 理財グループ 経理部長

深田　和久 人事グループ 副グループ長 人事グループ 人材マネジメン
ト部長

中尾　光一 人事グループ 人材マネジメン
ト部長

【法務・知財センター】

氏名 新職 旧職 継続職
和田　宏隆 センター長 技術開発センター 知財グルー

プ長

長谷川　俊一 法務グループ長

三宅　浩明 知財グループ長 知財グループ 知的財産部長

2. グループ企業取締役の異動
氏名 新職 旧職 継続職
西村　章久 （株）テックコミュニケーショ

ンズ
取締役

深井　治郎 （株）MEBACS
代表取締役社長

綾部　憲司 （株）MEBACS
取締役

前田　貢 （株）テックインテック
常務取締役

大日本スクリーン製造（株）
半導体機器カンパニー 事業統
轄部長

千葉　喜三 （株）クォーツリード
取締役会長

（株）クォーツリード
代表取締役社長

清水　文隆 （株）クォーツリード
代表取締役社長

（株）クォーツリード
常務取締役
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氏名 新職 旧職 継続職
山田　拓真 （株）FEBACS

代表取締役社長
大日本スクリーン製造（株）
FPD機器カンパニー 事業統轄
部長

竹田　勝彦 （株）FEBACS
常務取締役

（株）FEBACS
取締役

大谷　佳也 Inca Digital Printers LTD.
取締役副社長

Inca Digital Printers LTD.
取締役

小島 安仁 SCREEN MEDIA 
TECHNOLOGY LTD.
董事長・総経理

大日本スクリーン製造（株）
メディアアンドプレシジョン
テクノロジーカンパニー ビジ
ネス統轄部 副統轄部長
兼　同 PEビジネス部長

叶　健 SCREEN MEDIA 
TECHNOLOGY LTD.
董事

Peter Scott DAINIPPON SCREEN 
(AUSTRALIA) PTY. LTD.
取締役社長

有野　真司 DAINIPPON SCREEN 
(TAIWAN) CO., LTD.
董事・総経理

野口　裕美 DAINIPPON SCREEN 
SINGAPORE PTE. LTD.
取締役社長

大日本スクリーン製造（株）
半導体機器カンパニー 営業統
轄部長
兼　同 管理部長
同 営業二部長

米谷　慶一 DAINIPPON SCREEN 
SINGAPORE PTE. LTD.
取締役

園田　敦 DAINIPPON SCREEN 
ELECTRONICS (TAIWAN) 
CO., LTD.
董事・総経理

大日本スクリーン製造（株）
半導体機器カンパニー 品質統
轄部長
兼　同 サービス推進部長

後藤　吉良 DAINIPPON SCREEN 
ELECTRONICS (SHANGHAI) 
CO., LTD.
董事・総経理

DAINIPPON SCREEN 
SINGAPORE PTE. LTD.
取締役社長
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3. 機構改革
■ 法務・知財センターを新設

■ 経営戦略本部
・総合戦略室を経営企画室に統合

■ メディアアンドプレシジョンテクノロジーカンパニー
・マーケティング統轄部を新設
・商品開発統轄部  ：ソリューション推進部をマーケティング統轄部に移管し、マーケティング部に改称
        ：グローバルソリューション部をマーケティング統轄部に移管
・製造統轄部      ：品質保証部を新設

■ 半導体機器カンパニー
・品質統轄部を廃止
        ：品質保証部をカンパニー直下に再編
        ：サービス推進部を廃止
        ：作業安全推進部を製造統轄部に移管
・カンパニー直下に新事業・技術リサーチ部を新設
・洗浄技術統轄部を洗浄装置技術統轄部に改称
・FLA技術統轄部を光応用装置技術統轄部に改称
        ：プロセス技術部をFLAプロセス技術部に改称
        ：メカトロ技術部をFLAメカトロ技術部に改称
        ：システム技術部をFLAシステム技術部に改称
・カンパニー直下の新事業プロジェクト推進部を光応用装置技術統轄部に移管し、精密光学技術部に改称
・製造統轄部      ：顧客技術部を洗浄装置技術統轄部に移管し、カスタム設計部に改称
・マーケティング統轄部  ：企画部を事業企画部に改称
        ：商品戦略部を新設
・営業統轄部を廃止し、国内営業統轄部、東アジア営業統轄部、台湾営業統轄部、欧米SEA営業統轄部に再編
・国内営業統轄部に営業一部、営業二部を新設
・東アジア営業統轄部に営業一部、営業二部を新設
・台湾営業統轄部に営業部を新設
・欧米SEA営業統轄部に営業一部、営業二部を新設

■ FPD機器カンパニー
・製造統轄部      ：第一技術部と第二技術部を新設
        ：購買部と製品技術部を廃止
        ：製造管理部を管理部に改称

■ 技術開発センター
・ソフト開発グループ ：ソフト開発推進部をソフト技術部に改称
        ：ソフト技術部をソフト開発部に改称
・知財グループを法務・知財センターに移管

■ ビジネスサービスセンター
・法務グループを法務・知財センターに移管


