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2015年2月27日 

  株式会社SCREENホールディングス 

人事異動、および機構改革のお知らせ 

 

株式会社SCREENホールディングスは、当社ならびにグループ会社の人事異動、および機構改革につき

まして、以下のとおりお知らせいたします。 

 

1. 人事異動 

【株式会社SCREENホールディングス】＜2015年4月1日付＞ 

（1）取締役 

氏名 新資格・新職 旧資格・旧職 継続資格・継続職 

近藤 洋一  (株)ディ・エス・ファイナンス代

表取締役社長 

D.S. NORTH AMERICA 

HOLDINGS,INC.取締役社長 

常務取締役 

最高財務責任者（CFO）

経理・財務担当 

（2）顧問 

氏名 新資格・新職 旧資格・役職 継続資格・継続職 

林 隼人 顧問 

 

(株)SCREENファインテックソ

リューションズ会長 

 

（3）執行役員 

氏名 新資格・新職 旧資格・旧職 継続資格・継続職 

上志 正博 上席執行役員 

新規事業担当 

執行役員 

経営企画室長 

 

（4）部長級 

氏名 新職 旧職 継続職 

梅田 昭夫 総務・人事担当付   

島 純子 監査役室長   

長谷川 俊一 CSR推進室長 法務室長  

朝永 正雄 秘書室長   

豊幾 浩史 広報・IR室長   

石川 義久 経営企画室長 広報・IR室長  

三木 一夫 IT企画室長   

松永 康之 法務室長   

吉岡 正喜 第一技術開発室長   
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氏名 新職 旧職 継続職 

木瀬 一夫 第三技術開発室長  第二技術開発室長 

橋本 邦久 ライフサイエンス事業開発室

長 

事業開発室長  

浅見 満信 検査・計測事業開発室長   

和田 康之 プリンテッドエレクトロニク

ス事業開発室長 

第一技術開発室長  

 

 

【株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ】＜2015年4月1日付＞ 

（1）部長級 

氏名 新職 旧職 継続職 

大川 博之 シニア・セールス・エグゼク

ティブ 

営業統轄部 副統轄部長 

兼 同 国内営業部長 

 

大塚 純二 事業統轄部 GP推進部長  事業統轄部長 

山田 光浩 アカウント営業統轄部長 営業統轄部 副統轄部長 

兼 同 台湾営業部長 

 

矢野 守隆 スピンナー技術統轄部 副統轄

部長 

スピンナー技術統轄部 カスタ

マー技術部長 

 

森 義弘 開発統轄部 副統轄部長 事業統轄部 副統轄部長  

西村 英司 技術情報管理部長 スピンナー技術統轄部 スピン

ナー管理部長 

 

増田 浩志 営業統轄部 国内営業部長   

河上 悟 営業統轄部 韓国営業部長 営業統轄部 東アジア営業部長  

成瀬 務 アカウント営業統轄部 アカウ

ント営業一部長 

  

蛯名 雅彦 アカウント営業統轄部 アカウ

ント営業二部長 

  

近藤 仁 洗浄技術統轄部 設計一部長   

足立 高夫 洗浄技術統轄部 設計二部長   

岩本 正巳 洗浄技術統轄部 設計四部長   

三橋 毅 スピンナー技術統轄部 製品技

術部長 

  

山本 喜人 スピンナー技術統轄部 カスタ

マー技術部長 

スピンナー技術統轄部 製品技術

部長 

 

赤井 文昭 製造統轄部 購買部長 製造統轄部 品質管理部長  

佐藤 誠一郎 製造統轄部 品質管理部長 製造統轄部 購買部長  
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氏名 新職 旧職 継続職 

西村 剛幸 品質統轄部 品質保証部長 洗浄技術統轄部 技術管理部長  

 

 

【株式会社SCREENグラフィックアンドプレシジョンソリューションズ】＜2015年4月1日付＞ 

（1）監査役 

氏名 新資格・新職 旧資格・旧職 継続資格・重要な兼職

北村 幸博 監査役   

石川 義久  監査役（非常勤） (株)SCREENホールディ

ングス 経営企画室長 

（2）部長級 

氏名 新職 旧職 継続職 

川田 亨 GA統轄部長 商品開発統轄部長  

奥西 哲也 PE統轄部長 ビジネス統轄部 PEビジネス部長  

高田 敏和 サービス統轄部長 ソリューション統轄部長  

伊藤 和彦 GA統轄部 副統轄部長 商品開発統轄部 副統轄部長  

藤井 明宏 GA統轄部 副統轄部長 

兼 同 GA第二営業部長 

ビジネス統轄部 副統轄部長  

菅 和真 GA統轄部 副統轄部長 商品開発統轄部 副統轄部長 

兼 同 デバイス開発部長 

 

三浦 一成 GA統轄部 副統轄部長 ビジネス統轄部 MTビジネス部長  

墨岡 勉 PE統轄部 副統轄部長 商品開発統轄部 副統轄部長  

森 哲 製造統轄部 副統轄部長 製造統轄部 品質保証部長  

田中 志佳 GA統轄部 GA第一営業部長 ビジネス統轄部 マーケティング

部長 

 

浄光 弘之 GA統轄部 GAソリューション

部長 

ソリューション統轄部 グローバ

ルソリューション部長 

 

木谷 孝則 GA統轄部 企画部長 新事業企画部長  

武田 守泰 GA統轄部 GA第一商品開発

部長 

  

連 国男 GA統轄部 GA第二商品開発

部長 

商品開発統轄部 第二商品開発部

長 

 

岡本 浩志 GA統轄部 GAデバイス開発部

長 

  

弘田 宗正 GA統轄部 GAソフトウエア開

発部長 

商品開発統轄部 ソフトウエア開

発部長 

 

外波山 隆史 PE統轄部 PE営業部長   
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氏名 新職 旧職 継続職 

前田 晃 PE統轄部 PE商品開発部長   

吉田 聡 サービス統轄部 サービスビジ

ネス部長 

  

小川 行洋 製造統轄部 製造部長   

田中 大 製造統轄部 品質保証部長   

 

 

【株式会社SCREENファインテックソリューションズ】＜2015年4月1日付＞ 

（1）取締役 

氏名 新資格・新職 旧資格・旧職 継続資格・継続職 

志摩 泰正  液晶事業統轄部長 取締役 

上野 誠二 液晶事業統轄部長 液晶事業統轄部 副統轄部長 取締役 

（2）部長級 

氏名 新職 旧職 継続職 

竹村 敏樹 液晶事業統轄部 副統轄部長 液晶事業統轄部 技術部長  

吉野 裕文 成膜応用ビジネス部長 (株)SCREENホールディングス 

第三技術開発室長 

 

岡田 尚久 液晶事業統轄部 技術部長   

 
 

【株式会社SCREENマニュファクチャリングサポートソリューションズ】＜2015年4月1日付＞ 

（1）部長級 

氏名 新職 旧職 継続職 

岡 泰之 技術部長   

 

 

【株式会社SCREENビジネスサポートソリューションズ】＜2015年4月1日付＞ 

（1）取締役 

氏名 新資格・新職 旧資格・旧職 継続資格・重要な兼職

深田 和久  ビジネスサポート部長 

エリアサポート部長 

取締役 

上志 正博  取締役（非常勤） (株)SCREENホールディ

ングス 上席執行役員 

石川 義久 取締役（非常勤）  (株)SCREENホールディ

ングス 経営企画室長 
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（2）部長級 

氏名 新職 旧職 継続職 

梶田 真也 ビジネスサポート部長  

ITサポート部長 

  

鮫島 実俊 エリアサポート部長   

 

 

【株式会社エムティサービス西日本】＜2015年4月1日付＞ 

（1）取締役 

氏名 新資格・新職 旧資格・旧職 継続資格・継続職 

足立 裕之 代表取締役社長   

 

 

【株式会社MEBACS】＜2015年4月1日付＞ 

（1）取締役 

氏名 新資格・新職 旧資格・旧職 継続資格・継続職 

小島 安仁 代表取締役社長   

 

 

【株式会社イニタウト ジャパン】＜2015年4月1日付＞ 

（1）取締役 

氏名 新資格・新職 旧資格・旧職 継続資格・継続職 

小林 譲 代表取締役社長   

 

 

【株式会社テックコミュニケーションズ】＜2015年4月1日付＞ 

（1）取締役 

氏名 新資格・新職 旧資格・旧職 継続資格・継続職 

中村 博昭 代表取締役社長 (株)SCREENホールディングス 

執行役員 

(株)SCREENビジネスサ

ポートソリューションズ

取締役（非常勤） 

 

 

【株式会社Link Ring Japan】＜2015年4月1日付＞ 

（1）取締役 

氏名 新資格・新職 旧資格・旧職 継続資格・継続職 

深井 治郎 代表取締役社長   
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【SCREEN North America Holdings Co., Ltd.】＜2015年4月1日付＞ 

（1）取締役 

氏名 新資格・新職 旧資格・旧職 継続資格・継続職 

Robert I. 

Bernstein 

取締役社長 取締役副社長  

 

 

【SCREEN Electronics Shanghai Co., Ltd.】＜2015年4月1日付＞ 

（1）取締役 

氏名 新資格・新職 旧資格・旧職 継続資格・継続職 

西田 敬豊 董事・総経理   

 

 

【SCREEN GP Europe B.V.】＜2015年4月1日付＞ 

（1）取締役 

氏名 新資格・新職 旧資格・旧職 継続資格・継続職 

柿田 高徳 取締役会長 (株)SCREENグラフィックアンド

プレシジョンソリューションズ 

ビジネス統轄部長 

 

 

 

【SCREEN GP China Co., Ltd.】＜2015年4月1日付＞ 

（1）取締役 

氏名 新資格・新職 旧資格・旧職 継続資格・継続職 

恩地 浩史 董事長 董事  

 

 

 

 

2. 機構改革 

【株式会社SCREENホールディングス】＜2015年4月1日付＞ 
  ■直轄部門           ：グループ監査室の機能の一部を独立させ、監査役室を新設 
                  ：事業開発室を廃止し、ライフサイエンス事業開発室、検査・計測 

事業開発室、プリンテッドエレクトロニクス事業開発室に分割 
 
 

【株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ】＜2015年4月1日付＞ 
■直轄部門       ：輸出管理部を新設 
        ：技術情報管理部を新設 

■事業統轄部       ：新事業・技術リサーチ部をGP推進部に改称 
                 ：事業推進部の機能の一部を輸出管理部に移管 
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■営業統轄部を再編      ：国内営業部の機能の一部をアカウント営業二部に移管 
：東アジア営業部を韓国営業部に改称し、その機能の一部をアカ 
ウント営業一部に移管 

         ：台湾営業部を廃止し、その機能をアカウント営業一部に移管 
                 ：欧米星営業部の機能の一部をアカウント営業一部に移管 
■アカウント営業統轄部を新設 ：配下組織として、アカウント営業一部、アカウント営業二部を 

設置 
■洗浄技術統轄部          ：設計四部を新設 
          ：技術管理部を廃止し、その機能を技術情報管理部に移管 

■スピンナー技術統轄部      ：スピンナー管理部を廃止し、その機能を技術情報管理部に移管 
 
 

【株式会社SCREENグラフィックアンドプレシジョンソリューションズ】＜2015年4月1日付＞ 

■直轄部門                    ：新事業企画部を廃止し、その機能を企画部に移管 
■GA統轄部を新設             ：配下組織として、GA第一営業部、GA第二営業部、GAソリュー 

ション部、企画部、GA第一商品開発部、GA第二商品開発部、 
                  GAデバイス開発部、GAソフトウエア開発部を設置 
  ■PE 統轄部を新設            ：配下組織として、PE営業部、PE商品開発部を設置 
  ■サービス統轄部を新設    ：配下組織として、サービスビジネス部を設置 
■ビジネス統轄部を廃止       ：MTビジネス部を廃止し、その機能をGA第一営業部、GA第二営     
                業部に移管 
               ：PE ビジネス部を廃止し、その機能を PE営業部に移管 

：マーケティング部を廃止し、その機能を事業統轄部事業推進部と 
 GAソリューション部に移管 

■ソリューション統轄部を廃止 ：グローバルソリューション部を廃止し、その機能を GA ソリュー
ション部に移管 

：サポートビジネス部を廃止し、その機能をサービスビジネス部に
移管 

■商品開発統轄部を廃止     ：第一商品開発部を廃止し、その機能をGA第一商品開発部に移管 
：第二商品開発部を廃止し、その機能をGA第二商品開発部に移管 
：デバイス開発部を廃止し、その機能をGAデバイス開発部に移管 
：第三商品開発部を廃止し、その機能をPE商品開発部に移管 
：ソフトウエア商品開発部を廃止し、その機能をGAソフトウエア開 
発部に移管 

 
 

【株式会社SCREENマニュファクチャリングサポートソリューションズ】＜2015年4月1日付＞ 
■直轄部門                    ：技術部を新設 

 
 

【株式会社ディ・エス・ファイナンス】＜2015年4月1日付＞ 
■株式会社 Link Ring Japan に統合 


