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平成１９年５月１１日 

各 位 

会 社 名:  東京エレクトロン株式会社 

代表者名:  取締役社長 佐藤 潔 

（コード番号: ８０３５ 東証第１部） 

問合せ先:  総務部長 中村 靖 

（ＴＥＬ ０３－５５６１－７０００） 

 

役員・執行役員等の人事異動および会社組織の一部変更のお知らせ 

 

 第４４期定時株主総会（６月２２日開催予定）に付議する取締役・監査役候補者を決定するとともに、人

事異動を内定しましたので、お知らせいたします。来たる６月２２日開催の定時株主総会及び総会終了

後の取締役会で正式決定される予定です。また、６月２２日付の会社組織の一部変更・執行役員等の人

事異動についても決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

１．第４４期定時株主総会に付議する取締役候補者１３名 

東 哲郎    常石 哲男        佐藤 潔  

岩津 春生    原  護        久保寺 正男 

本田 祐一  ＊北山 博文      ＊竹中 博司 

＊鷲野 憲治  ＊伊東 晃        井上 弘（社外） 

常深 康裕（社外） 

    注: ＊印は新任取締役候補者 

 

取締役の人事異動予定（平成１９年６月２２日付） 

氏名 継続職 新職 旧職 

岩津 春生 取締役、 
東京エレクトロン九州㈱ 
取締役会長 

副社長、 
開発・製造本部長 

常務執行役員、 
製造・ＩＴ部門統轄 

久保寺 正男 取締役、 
技術・開発担当 

東京エレクトロン AT㈱ 
取締役会長 

常務執行役員、 
技術・開発部門統轄 

本田 祐一 取締役、 
財務・経理担当 

 常務執行役員 

北山 博文 SPE-3事業部長 
東京エレクトロン東北㈱ 
代表取締役社長 

取締役、常務執行役員 
開発・製造本部（品質担当） 

執行役員 

竹中 博司 SPE-3事業部 副事業部長 
ｻｰﾏﾙﾌﾟﾛｾｽｼｽﾃﾑ BUGM 

取締役、常務執行役員 執行役員 

鷲野 憲治 SPE-2事業部 副事業部長 
枚葉成膜 BUGM 

取締役、常務執行役員 執行役員 

伊東 晃  取締役、常務執行役員、 
SPE-2事業部 副事業部長 
ｴｯﾁﾝｸﾞｼｽﾃﾑ BUGM 

執行役員、 
SPE-1事業部 副事業部長 
ｸﾘｰﾝﾄﾗｯｸ BUGM 
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２．第４４期定時株主総会に付議する新任監査役候補者 

吉田 光孝 （現  東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ ｿﾌﾄｳｪｱ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱ 代表取締役社長） 

 

３．退任予定取締役 

黒岩 健吾 東京エレクトロン PS㈱取締役会長に就任予定 

 古垣 圭一 東京エレクトロンデバイス㈱取締役会長を継続予定 

 

４．退任予定監査役 

 糸山 武敏 東京エレクトロン技術研究所㈱代表取締役会長に就任予定 

 

５．平成１９年６月２２日付の組織変更 

（１） 技術・開発部門、製造・ＩＴ部門を廃止し、開発・製造本部を新設する。 

（２） ＭＥＭＳ本部を新設し、同本部内にＭＥＭＳ営業部（新設）、ＭＥＭＳ事業開発室（旧 技術・開発

部門内）を置く。 

（３） ＲＬＳＡ本部を新設し、同本部内にＲＬＳＡ営業部を置く。 

（４） マーケティング本部を新設し、同本部内にマーケティング部を置く。 

（5） 欧米営業・サービス本部を、欧州営業・サービス本部と米国営業・サービス本部とする。 

 

６．平成１９年６月２２日付の人事異動 

氏名 継続職 新職 旧職 

田原 計志  東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ ｿﾌﾄｳｪｱ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
㈱ 代表取締役社長 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ ｿﾌﾄｳｪｱ・ﾃｸﾉﾛｼﾞ
ｰｽﾞ㈱ 執行役員 

松岡 孝明 フェロー ＲＬＳＡ本部長、 
東京エレクトロン技術研究所

㈱ 
代表取締役社長（6月 11日付）

理事、RLSA ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾌﾟﾛｼﾞｪｸ
ﾄ担当 

溝口 信 営業・サービス統括本部長 シニア・フェロー 常務執行役員 
国内営業・サービス本部長 

飽本 正巳 東京エレクトロン九州㈱ 
常務執行役員 

常務執行役員、開発本部長  

三浦 昭 SPE-1事業部長 
東京エレクトロン九州㈱ 
代表取締役社長 

 執行役員 

原 功三 SPE-2事業部長 
東京エレクトロンＡＴ㈱ 
代表取締役社長    

 執行役員 

有賀 剛 SPE-4事業部長 
東京エレクトロンＴＳ㈱ 
代表取締役社長 

 執行役員 

伊藤 高司  常務執行役員、 
SPE-1事業部 副事業部長 
ｸﾘｰﾝﾄﾗｯｸ BUGM 

執行役員、 
SPE-2事業部 副事業部長 
ｴｯﾁﾝｸﾞｼｽﾃﾑ BUGM 

布川 好一 執行役員、 
人事部・財務部担当 

 人事部長 

堤 秀介  執行役員、 
国内営業・サービス本部長 

ｻｰﾏﾙﾌﾟﾛｾｽｼｽﾃﾑ事業企画部長
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氏名 継続職 新職 旧職 
春原 清 執行役員 マーケティング本部長 欧米営業・サービス本部長 
石川 陽一  TEL Epion, Inc. EVP 執行役員、 

マーケティング担当 
マーケティング部長 

井上 芳徳  執行役員、MEMS本部長 国内営業・サービス本部 
副本部長（西日本担当） 
九州支社長 

保坂 重敏 執行役員、技術開発ｾﾝﾀｰ・

先端ﾌﾟﾛｾｽ開発ｾﾝﾀｰ担当 
兼 技術開発ｾﾝﾀｰ長 

開発企画室担当、開発企画室長  

富田 博  理事、MEMS本部付 執行役員、MEMS事業担当
佐々木 健夫 欧州担当部長 欧州営業・サービス本部長 欧米営業・サービス本部 

欧州担当部長 

白井 浩毅 米国担当部長 米国営業・サービス本部長 欧米営業・サービス本部 
米国担当部長 

河合 利樹  ｻｰﾏﾙﾌﾟﾛｾｽｼｽﾃﾑ事業企画部長 ｻｰﾏﾙﾌﾟﾛｾｽｼｽﾃﾑ事業企画部 
部長代理 

石田 大  マーケティング部長 知的財産戦略部長 

堀 哲朗 法務部長 知的財産戦略部長  

及川 拓  ＡＩＭ部長 ＡＩＭ部 部長代理 

斎藤 聡  環境安全推進センター付 参事 ＡＩＭ部長 

杉本 直三  ＭＥＭＳ営業部長 国内営業・サービス本部 
アカウント統括部長 

水杉 一史  RLSA営業部長 RLSA ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ  
副参事 

友安 昌幸  TEL  Technology Center 
America, LLC SVＰ 

開発企画室長 

堀田 健治  人事部長 オーダープロセス部長 

小見 英彰  オーダープロセス部長 オーダープロセス部 
部長代理 

森川 弘教 国内営業・サービス本部 
アカウント統括 部長 

九州支社長  

宮武 宏明  東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ ｿﾌﾄｳｪｱ・ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
㈱ 執行役員 

国内営業・サービス本部副本

部長（東日本担当） 
 

以 上 


