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執行役員および部長人事異動（組織変更）に関するお知らせ 
 
当社は、平成１８年４月１日付をもって、別紙のとおり人事異動（執行役員・部長人事）

および機構改革（組織変更）を実施いたしますので、お知らせいたします。 
 



エスペック株式会社 平成18年3月22日

１．人事異動（取締役人事）

発令日：６月下旬の定時株主総会

氏　　名 新　　　職 旧　　　職

内藤　正久 ▽社外取締役



エスペック株式会社 平成18年3月22日

２．人事異動（監査役人事）

発令日：６月下旬の定時株主総会

氏　　名 新　　　職 旧　　　職

村瀬　一郎 ▽社外監査役



エスペック株式会社 平成１８年３月２２日

３．人事異動（執行役員人事）
発令日：平成１８年４月１日

氏　　名 新　　　職 旧　　　職
福本　博道 上席執行役員 上席執行役員

環境テスト事業本部長 環境テスト事業本部長
兼福知山工場長 兼ＣＦＰ開発準備室長

石田　雅昭 上席執行役員 上席執行役員
国際事業本部長 国際事業本部長
兼技術開発本部長 兼技術開発本部長
兼神戸Ｒ＆Ｄセンター事業所長 兼神戸テクニカルセンター事業所長
兼東京Ｒ＆Ｄセンター事業所長 兼東京テクニカルセンター事業所長
兼北米事業推進部長 兼北米事業推進部長

三枝　雅貴 上席執行役員 上席執行役員
戦略企画本部長 経営企画室長
兼経営企画室長 兼事業開発本部長
兼ＩＴ戦略室長 兼東京支社長
兼東京支社長

水野　浩三 執行役員 執行役員
資材本部長 資材本部長
兼戦略企画本部　ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ改革室長 兼品質保証担当
兼環境管理部長 兼環境管理部長

桐村　均 ＦＰＤ装置事業部 執行役員
事業統括部長 福知山工場長

兼環境テスト事業本部　生産管理部長

島田　種雄 執行役員 執行役員

ＦＰＤ装置事業部長 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ･ﾃﾞﾊﾞｲｽ装置事業部長

石井　邦和 執行役員 執行役員

半導体計測システム事業部長 計測・テストシステム事業部長
兼宇都宮テクノコンプレックス事業所長 兼宇都宮テクノコンプレックス事業所長

曽田　聖二 執行役員 執行役員
環境テスト事業本部　営業本部長 環境テスト事業本部　営業本部長
兼市場開発部長

久保田　靖文 執行役員 執行役員
戦略企画本部　事業開発室長 事業開発本部副本部長

桶谷　馨 執行役員 執行役員
品質本部長 品質保証部長



エスペック株式会社 平成１８年３月２２日

４．人事異動（部長人事）
発令日：平成１８年４月１日 ※退任除く

氏　　名 新　　　職 旧　　　職
神田橋　毅匡 環境テスト事業本部 事業開発本部

　開発設計部長 　バイオサイエンス事業推進部長

赤松　謙介 環境テスト事業本部 環境テスト事業本部
　ＣＦＰ開発部長 　開発設計部長

船上　誠 環境テスト事業本部 環境テスト事業本部
　システム技術部長 　システム技術部　開発グループマネージャー

渡辺　正和 環境テスト事業本部 環境テスト事業本部
　モノづくり改革センター長 　生産管理部長

田中　賢一 国際事業本部 国際事業本部
　国際事業企画部 　企画管理グループ

吉崎　勝彦 ＦＰＤ装置事業部 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ･ﾃﾞﾊﾞｲｽ装置事業部
　ＳＥ部長 　ＳＥ部長

井関　靖夫 ＦＰＤ装置事業部 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ･ﾃﾞﾊﾞｲｽ装置事業部
　システム技術部長 　システム技術部長

桑田　研治 ＦＰＤ装置事業部 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ･ﾃﾞﾊﾞｲｽ装置事業部
　システム開発部長 　システム開発部長

足立　正和 ＦＰＤ装置事業部 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ･ﾃﾞﾊﾞｲｽ装置事業部
　生産部長 　生産部長

桐村　均 ＦＰＤ装置事業部 執行役員

　事業統括部長 福知山工場長

兼ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ･ﾃﾞﾊﾞｲｽ装置事業部
　　事業統括部長

中村　仁彦 半導体計測システム事業部 計測・テストシステム事業部
　ＳＥ部長 　ＳＥ部　ＳＥ１グループマネージャー

西口　敏幸 半導体計測システム事業部 計測・テストシステム事業部
　システム技術部長 　システム技術部長

渡部　克彦 技術開発本部 技術開発本部
　Ｒ＆Ｄセンター長 　テクニカルセンター長

村上　精一 資材本部 資材本部
　資材調達部長 　標準部品センター長
　兼標準化推進室長

年木　久幸 品質本部 品質保証部
　品質保証部長 　製品保証グループマネージャー



平成１８年３月２２日 
 

エスペック株式会社 
 
５．機構改革（組織変更） 
 
発令日：平成１８年４月１日 

 
（１）．組織編成方針 

エスペックＧカンパニープランの推進初年度にあって、現状の可視化の徹底と｢変革と改革｣のス

ピードアップを目的とする組織とする。 

（１） ｢顧客価値・企業価値の最大化｣を目的としたセグメント経営の導入 

（２） 最優先課題である｢収益体質と事業基盤の強化｣のための変革をリードする専門組織の創設 

 

（２）．組織編成内容 
□ 新 設 
（１） 環境テスト事業本部内にＣＦＰ開発部を新設する。 

（２） 営業本部内にＭＣＲ標準化グループを新設する。 

（３） 国際事業本部内に国際事業企画部を新設する。 

（４） 管理本部内に関係会社管理グループを新設する。 

（５） 戦略企画本部を新設するとともに経営企画室を編入し、ＩＴ戦略室、オペレーション改革室を

新設する。 

（６） 品質本部を新設するとともに品質保証部、カスタマーＱＡセンターを編入する。 

 
□ 編入、機能移管、名称変更等 
（１） 生産技術部の名称をモノづくり改革センターに変更する。 

（２） ディスプレイ・デバイス装置事業部の名称をＦＰＤ装置事業部に変更する。 

（３） 計測・テストシステム事業部の名称を半導体計測システム事業部に変更する。 

（４） 事業開発本部を解組し、事業開発室として戦略企画本部に編入する。 

（５） テクニカルセンターの名称をＲ＆Ｄセンターに変更する。 

（６） 標準部品センターの名称を標準化推進室に変更する。 

（７） 神戸テクニカルセンターの名称を神戸Ｒ＆Ｄセンターに変更する。 

（８） 東京テクニカルセンターの名称を東京Ｒ＆Ｄセンターに変更する。 

 
□ 解 組 
バイオサイエンス営業部、モノづくり革新室、ＣＦＰ開発準備室、企画管理グループ、事業開発本

部を解組する。 

 

（３）．平成１８（２００６）年度組織編成 
別表のとおり 

 



エスペック株式会社

　　　　　　　　　　平成１８（２００６）年度　組織編成
平成１８年４月１日

環境テスト事業本部

東日本営業部

計測・テストシステム事業部門

ＵＴＣ

品質保証部

事業統括部

ＳＥ部

システム技術部

生産部

ＳＥ部

システム技術部

半導体計測システム事業部

営業本部

首都圏営業部

西日本営業部

市場開発部

技術開発本部

福知山工場

経営企画室

総務部

経理部

管理本部

輸出管理本部

ＦＰＤ装置事業部

Ｒ＆Ｄセンター

ﾃｸﾆｶﾙｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

神戸Ｒ＆Ｄセンター

資材本部 資材調達部

環境管理部

取
締
役
会

社
長

執行役員会

管理グループ

輸出管理室

標準化推進室

管理グループ

中国事業推進部

アジア事業推進部

システム技術部

生産管理部

管理グループ

国際事業本部

生産グループ

プロセス管理グループ

北米事業推進部

欧州支店

開発設計部

生産部

モノづくり改革センター

信頼性研究室

欧州事業推進部

事業統括部

ＣＦＰ開発部

東京支社 管理グループ

東京Ｒ＆Ｄセンター 管理グループ

カスタマーＱＡセンター

国際事業企画部

計測システムグループ

システム開発部

事業統括グループ

関係会社管理グループ

品質本部

戦略企画本部

ＩＴ戦略室

事業開発室

オペレーション改革室

内部監査室

カスタマーセンター

ＭＣＲ標準化グループ




