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Doc.No： NR000327 2000年 3月 27日

取締役委嘱業務の変更、執行役員・部長級・グループ企業取締役の

人事異動、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：石田　明）は、下記のとおり取締役委嘱

業務の変更、執行役員・部長級・グループ企業取締役の人事異動、機構改革を予定しておりますので、

お知らせします。

１．執行役員の退任（3月31日付）

氏名 新職 旧職

池田　庄司 退任 上席執行役員

　　　　　　　　　　　　　　　　 電子部品事業本部副本部長

2．取締役委嘱業務の変更（4月１日付）

氏名 新職 旧職

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 経営企画担当

兼半導体機器/電子機器事業担当 兼半導体機器/電子機器事業担当

兼総務本部長

末武　隆成 専務取締役 専務取締役

グラフィックアーツ事業本部長 グラフィックアーツ事業本部長

兼サービス統轄部長

岩本　庄治 常務取締役 常務取締役

彦根地区担当 彦根地区担当

電子部品事業本部長 電子部品事業本部長

兼環境推進室長 兼環境推進室長

（株）ディ・エス・ティ・マイクロニクス*

取締役社長　　　

土井　　康 取締役 取締役

開発本部長 開発本部長

兼ソフトウェア事業本部長

原　　　浩 取締役 取締役

総務本部長

兼環境管理室長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　

�

本件についてのお問い合わせ先�
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3．執行役員委嘱業務の変更（4月１日付）

氏名 新職 旧職

大神　信敏 常務執行役員 常務執行役員

半導体機器事業本部長 半導体機器事業本部長

兼企画部長

根本　敏男 常務執行役員 上席執行役員

（昇格） 経営企画本部長 経営企画本部長

兼グループ企業室長 兼グループ企業室長

山野　　章 上席執行役員 上席執行役員

開発本部副本部長 開発本部副本部長

兼EE開発部長

崎山　昭治 上席執行役員 上席執行役員

（株）ディ・エス・スキャナー* グラフィックアーツ事業本部副本部長

取締役社長

森野　富次 上席執行役員 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

兼大阪支店長

伊吹　克也 執行役員 執行役員

総務本部副本部長 総務本部副本部長

兼総務部長 兼総務部長

兼環境管理室長　

佐々木嘉光 執行役員 経営企画本部調達センター準備室長

（新任） プロキュアメント本部長　　　　

兼企画推進部長　　　　　　　　

土岐　邦夫 執行役員 グラフィックアーツ事業本部大阪支店長

（新任） 総務本部副本部長

兼人事部長

筒井　昭男 執行役員　　　　　　　　　　　　

（新任） 半導体機器事業本部副本部長 半導体機器事業本部副本部長

兼営業統轄部長 兼海外営業部長

高田　　剛 執行役員

（新任） 半導体機器事業本部副本部長 半導体機器事業本部副本部長

兼製造統轄部長 兼洛西製造部長

兼洛西工場長

葛川　幸隆 執行役員

（新任） 電子機器事業本部副本部長 電子機器事業本部副本部長

FPD機器営業部長 FPD機器営業部長

4．部長級の異動（4月１日付）
氏名 新職 旧職

【法務室】

　松　淳 法務室長 総務本部法務室長

【経営企画本部】

山田　光彦 事業開発部長 開発本部事業開発部長
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氏名 新職 旧職

【総務本部】

木股　充男 能力開発センター部長 人事部長

【プロキュアメント本部】　

畑中　康男 資材契約部長 半導体機器事業本部洛西製造部生産管理課長

【開発本部】

田村　義文 知的財産部長 知的財産部担当課長

上坊　　剛 知的財産部付 知的財産部長

友久　国雄 GA開発部長 グラフィックアーツ事業本部

第二製造部担当副部長

上山　　勉 EE開発部長 EE開発部副部長

【ソフトウェア事業本部】

奥本　清文 ソフトセンター部長 開発本部GA開発部長

【グラフィックアーツ事業本部】

田丸　邦夫 副本部長 東京支店長

兼東京支店長

竹内　　修 マーケティング部長 ソリューション部長

坂田　舜一 業界営業推進部長 新聞営業部長

佐野　秀三 業界営業推進部担当部長 グラビア営業部長

国本　　環 業界営業推進部担当副部長 ＯＤＰ営業部長

藤澤　恭平 第一製造部長 第一製造部プロダクトマネジャー

廣澤　　誠 第二製造部長 第二製造部プロダクトマネジャー

井上　俊文 ネットワークビジネス部長 サービス統轄部システムインテグレーション部長

溝口　　広 ネットワークビジネス部副部長 商品部長

薄井　義博 海外営業部長 販売管理部付、DSNL*出向

千葉　喜三 東京支店副支店長 特約店販売部長

羽富真佐男 東京支店副支店長 東京業務部長

橋本　丈治 ソリューション部長 第三製造部プロダクトマネジャー

大野木繁男 サービス統轄部長 サービス統轄部副統轄部長

兼計画管理部長

松宮　明司 サービス統轄部担当副部長 サービス統轄部カスタマーサービス推進部長

平岡　英機 パーツコントロールセンター部長 サービス統轄部パーツコントロールセンター部長
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氏名 新職 旧職

【半導体機器事業本部】

中村　俊夫 副本部長 副本部長

兼営業部長

英　　隆行 企画部長 海外営業部付、DSD*出向

柿原　祥佑 製造統轄部オンラインシステム部長 オンラインシステム部長

斉田　政和 製造統轄部品質保証部長 洛西製造部副部長

田中　　章 洛西工場管理部長 洛西製造部多賀生産管理課長

安江　　淳 洛西工場技術部長 洛西製造部プロセス技術課長

相馬　正典 洛西工場生産部長 洛西製造部検査課長

梅本　長美 野洲工場長 野洲製造部長

田中　康博 野洲工場技術部長 野洲製造部担当副部長

西浜　孝道 野洲工場生産部長 野洲製造部担当副部長

鈴木　健氏 野洲工場彦根技術部長 野洲製造部機械技術課担当課長

山口　幸造 野洲工場彦根生産部長 野洲製造部彦根生産管理課長

池田　勝彦 営業統轄部副統轄部長 営業部副部長

大川　博之 営業統轄部営業第一部長 営業部営業一課担当課長

井上　博文 営業統轄部営業第二部長 営業部営業一課担当課長

藤木　達司 営業統轄部営業第三部長 営業部営業二課担当課長

滝本　景介 営業統轄部営業第四部長 海外営業部特定顧客二課長

大廻　洋一 営業統轄部営業第五部長 海外営業部副部長

高山　卓之 営業統轄部熱処理システム営業部長 営業部営業二課長　

増田　周二 営業統轄部営業管理部長 電子機器事業本部業務部副部長

志村　治平 営業統轄部営業技術部長 営業技術部長

【電子機器事業本部】

辻野　幸男 特機営業部長 FPD機器営業部担当副部長

【電子部品事業本部】

星野　幸直 副本部長 電子部品営業部長

野田　憲治 副本部長 精密マスク製造部長

兼精密マスク工場長

梅川　健次 精密マスク工場品質保証部長 精密マスク製造副部長

西村　明夫 精密マスク工場業務部長 精密マスク製造部業務課長

川崎　　勝 精密マスク工場製造部長 精密マスク製造部生産課長

安藤　公人 電子部品営業部長 電子部品営業部営業一課長
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氏名 新職 旧職

【グループ企業関連】

犬飼　義雄 総務本部人事部付 グラフィックアーツ事業本部販売管理部長

（株）ファースト・リース*出向

菅原　芳雄 グラフィックアーツ事業本部 同本部サービスエンジニア部長

サービス統轄部付　　　　　　　

（株）ディ・エス・スキャナー出向

垣内　永次 グラフィックアーツ事業本部 同本部マーケティング部長

海外営業部付

DSG*出向

＊　（株）ディ・エス・ティ・マイクロニクス、（株）ディ・エス・スキャナー、（株）ファースト・リース、DSNL、DSD、DSG、

　　は当社の子会社です。

5．グループ企業取締役社長および常勤取締役の異動
新 旧

【4月１日付】

（株）ディ・エス・スキャナー取締役社長 崎山　昭治 奥村　義久

（株）ディ・エス・スキャナー取締役 菅原　芳雄

（株）ディ・エス・ティ・マイクロニクス取締役社長 岩本　庄治 榎本　伸生

【4月3日付】

（株）レーザーソリューションズ取締役社長 奥村　義久

（株）レーザーソリューションズ取締役 益田　耕三　

【5月31日付】

（株）ディ・エス・テック関西取締役社長 阪本　誠也 北林　智之
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6.機構改革（4月１日付）

【本社機構】

(1) 法務室を総務本部から本社機構に異動

(2) 経営企画本部調達センター準備室を廃止し、プロキュアメント本部を新設

(3) ソフトウェア事業本部を新設

【経営企画本部】

(1) 事業開発部を開発本部から経営企画本部に異動

【総務本部】

(1) 能力開発センターを新設

【プロキュアメント本部】

(1) 資材契約部と企画推進部を新設

【ソフトウェア事業本部】

(1) ソフトセンターを新設

【グラフィックアーツ事業本部】

(1) 販売管理部を事業推進部に統合

(2) 業界営業推進部を新設

(3) 第三製造部を分割し、第二製造部とソフトセンターに統合

(4) 商品部、サービス統轄部システムインテグレーション部、サービス統轄部サービスエンジニア部をネットワークビジネ

ス部に統合

(5) 海外営業部を新設

(6) 新聞営業部、ODP営業部、グラビア営業部を各支店に統合

(7) 特約店販売部、東京業務部を東京支店に統合

(8) 計画管理部、カスタマーサービス推進部をサービス統轄部に統合

(9) パーツコントロールセンターをサービス統轄部から同本部に異動

【半導体機器事業本部】

(1) 製造統轄部を新設

(2) 製造統轄部に品質保証部を新設、オンラインシステム部を異動

(3) 洛西製造部を洛西工場に、野洲製造部を野洲工場に改称

(4) 洛西工場に管理部、技術部、生産部、野洲工場に技術部、生産部、彦根技術部、彦根生産部を新設

(5) 営業部、海外営業部を統合し、営業統轄部とする

(6) 営業統轄部に営業第一部、営業第二部、営業第三部、営業第四部、営業第五部、熱処理システム営業部、営業管理

部を新設、営業技術部を異動

【電子機器事業本部】

(1) 特機営業部を新設

【電子部品事業本部】

(1) 精密マスク製造部を精密マスク工場に改称

(2) 精密マスク工場に業務部、品質保証部、製造部を新設


