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Doc.No： NR990310 1999年 3月 10日

1999年4月1日付

取締役の委嘱業務の変更・執行役員および部長級の人事異動・機構改革について

大日本スクリーン製造株式会社（本社：京都市上京区／社長：石田 明）は、4月１日付で下記のとおり

取締役委嘱業務の変更、執行役員ならびに部長級の人事異動、機構改革を予定しておりますので、お知

らせします。

１．取締役委嘱業務の変更

氏名 新職 旧職

高野　　明 代表取締役専務取締役 代表取締役専務取締役

　　　　　　　　　　　　　　　　 経営企画本部長

　　　　　　　　　　　　　　　　 電子部品事業本部長

　　　　　　　　　　　　　　　　 安全保障貿易管理室長

羽田　運男 代表取締役専務取締役 代表取締役専務取締役

経営企画担当 電子機器事業本部長

半導体機器/電子機器事業担当

安全保障貿易管理室長

岩本　庄治 常務取締役 常務取締役

彦根地区担当 総務本部長

電子部品事業本部長 環境管理室長

環境推進室長 法務室長

大貫　　誠 常務取締役 常務取締役

財務本部長 財務本部長

財務部長

津田　雅也 常務取締役 常務取締役

常務執行役員 グラフィックアーツ事業本部副本部長

電子機器事業本部長 マーケティング部長　

商品部長

大神　信敏 常務取締役 常務取締役

常務執行役員 電子機器事業本部副本部長

半導体機器事業本部長

企画部長

山嵜　　威 取締役 取締役

ミクロサービス（株）  取締役社長 彦根地区担当

電子部品事業本部副本部長

環境推進室長

竹下　　治 取締役 取締役

（株）ディ・エス技研  取締役社長 半導体機器事業部長

企画部長

阿閉　仁美 取締役 取締役

上席執行役員 グラフィックアーツ事業本部副本部長　

グラフィックアーツ事業本部副本部長 DPプロジェクト部長
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氏名 新職 旧職

土井　　康 取締役 取締役

開発本部長 開発本部長

技術情報部長

山野　　章 取締役 取締役

上席執行役員 電子機器事業本部副本部長　　　　　　

開発本部副本部長 開発部長

EE開発部長

高橋　邦寿 取締役 取締役

（株）ディ・エス・テック東京  取締役社長 FPD機器事業部長

精密機器事業部長

池田　庄司 取締役 取締役

上席執行役員 電子部品事業本部副本部長

電子部品事業本部副本部長 電子部品営業部長

崎山　昭治 取締役 取締役

上席執行役員 グラフィックアーツ事業本部副本部長

グラフィックアーツ事業本部副本部長 海外企画室長

原　　　浩 取締役 取締役

総務本部長 経営企画本部副本部長

環境管理室長 経営企画室長

広報室長

森野　富次 取締役 取締役

上席執行役員 グラフィックアーツ事業本部副本部長

開発本部副本部長 東京支店長

　　　　　　　　　　 東京営業推進部長

根本　敏男 取締役 取締役

上席執行役員 海外事業管理部長

経営企画本部長

グループ企業室長

＊注：（株）ディ・エス技研および（株）ディ・エス・テック東京、ミクロサービス（株）は当社の子会社です。

２．執行役員の異動
氏名 新職 旧職

【総務本部】

伊吹　克也 執行役員 総務部長

総務本部副本部長

総務部長

３．部長級の異動
氏名 新職 旧職

斎藤　牧夫 広報室長 電子機器事業本部 半導体機器事業部

野洲製造部担当副部長

【経営企画本部】

前田　　貢 経営企画室長 経営企画室担当課長

竹本　潔史 国際業務部長 海外事業管理部担当副部長

【財務本部】

高野　正朗 財務本部副本部長 経理部長

経理部長

宮脇　達夫 財務部長 財務部副部長
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氏名 新職 旧職　　　　　　　　

【総務本部】

あべ松　淳 法務室長 法務室副室長　　

【開発本部】

島田　　睦 開発管理部長 電子機器事業本部 事業推進部長

電子機器事業本部 業務部長

山崎　正博 技術情報部長 技術情報部副部長

山田　光彦 事業開発部長 事業開発室長

吉本　　武 技術研究所長 技術研究所長

東京研究所長

奥本　清文 GA開発部長 グラフィックアーツ事業本部 開発部長

斉藤　　功 GA開発部担当部長 グラフィックアーツ事業本部 Z－プロジェクト部長

庄田　幹夫 EP開発部長 電子部品事業本部 技術部長

上田　喜弘 生産技術研究所準備室長 グラフィックアーツ事業本部 製造業務部長

【グラフィックアーツ事業本部】

垣内　永次 マーケティング部長 マーケティング部担当課長

国本　　環 ODP営業部長 デジタル印刷営業部長

廣澤　　誠 第二製造部プロダクトマネジャー 第二製造部副プロダクトマネジャー

後藤　熊明 製造業務部長 製造業務部購買課長

溝口　　広 商品部長 商品部担当課長

田丸　邦夫 東京支店長 東京第一営業部長

江畠　　剛 東京支店副支店長 東京第二営業部長

千葉　喜三 特約店販売部長 東京第三営業部長

【半導体機器事業本部】

中村　俊夫 半導体機器事業本部副本部長 電子機器事業本部 半導体機器事業部営業部長　

営業部長

筒井　昭男 半導体機器事業本部副本部長 電子機器事業本部 半導体機器事業部海外営業部長

海外営業部長

高田　　剛 半導体機器事業本部副本部長 電子機器事業本部 半導体機器事業部洛西製造部長

洛西製造部長

志村　治平 営業技術部長 電子機器事業本部 事業推進部担当副部長

柿原　祥佑 オンラインシステム部長 グラフィックアーツ事業本部 第三製造部担当副部長

【電子機器事業本部】

葛川　幸隆 電子機器事業本部副本部長 FPD機器事業部営業部長

FPD機器営業部長

法貴　哲夫 電子機器事業本部副本部長 精密機器事業部久世製造部長

久世製造部長

平野　章夫 事業推進部長 事業推進部担当部長

大森　　峻 業務部長 関連企業推進部長

【電子部品事業本部】

星野　幸直 電子部品営業部長 電子部品営業部副部長

【子会社関連】

栗原　弘明 人事部付 ｸﾞﾗﾌｨｯｸｱｰﾂ事業本部 第二製造部プロダクトマネジャー　

（株）ディ・エス・テクノサービス 出向　

松元　隆明 人事部付 電子機器事業本部 半導体機器事業部営業技術部長

（株）ディ・エス・テック関西 出向

＊注：（株）ディ・エス・テクノサービスおよび（株）ディ・エス・テック関西は当社の子会社です。

＊注：プロダクトマネジャーは部長級職に該当します。
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４．機構改革

（１）部の改廃
(1)事業開発室を廃止（開発本部へ異動）

(2)半導体機器事業部を事業本部に昇格

【経営企画本部】

(1)グループ企業室を新設

(2)海外事業管理部を廃止

(3)国際業務部を新設

【開発本部】

(1)開発管理部を新設

(2)事業開発部を新設

(3)東京研究所を廃止

(4)GA開発部を新設

(5)EE開発部を新設

(6)EP開発部を新設

(7)生産技術研究所準備室を新設

【グラフィックアーツ事業本部】

(1)デジタル印刷営業部を廃止

(2)ODP（オン・デマンド・プリンティング）営業部を新設

(3)開発部を廃止（開発本部へ異動）

(4)Z－プロジェクトを廃止（開発本部へ異動）

(5)DPプロジェクトを廃止

(6)東京第一営業部、東京第二営業部、東京第三営業部、東京営業推進部を廃止（東京支店へ異動）

(7)特約店販売部を新設

(8)海外企画室を廃止

【半導体機器事業本部】

オンラインシステム部を新設

【電子機器事業本部】

(1)開発部を廃止（開発本部へ異動）

(2)関連企業推進部を廃止

【電子部品事業本部】

技術部を廃止（開発本部へ異動）

（２）名称変更

新名称 旧名称

【開発本部】

知的財産部 特許部

【電子機器事業本部】

FPD機器営業部 FPD機器事業部営業部

FPD機器営業技術部 FPD機器事業部営業技術部

精密機器営業部 精密機器事業部営業部

精密機器営業技術部 精密機器事業部営業技術部


