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2019年 4月 26日 

各 位 

会 社 名:  東京エレクトロン株式会社    

代表者名:  代表取締役社長 河合 利樹 

（コード番号: 8035 東証第１部） 

問合せ先:  総務部長 阿曽 達也     

（ＴＥＬ 03－5561－7000） 

 

組織変更および人事異動に関するお知らせ 

 

 

下記のとおり、組織変更および人事異動についてお知らせいたします。 

 

記 

 

1．当社取締役に関する人事（2019年 6月 18日付*）  

*海外関連会社に関する異動日は現地登記手続き等の事情により異なる。 

氏名 継続職** 新職          旧職          

布川 好一 - 当社取締役 

当社専務執行役員 

 ﾌｧｲﾅﾝｽ本部担当、 

 輸出物流管理本部担当、 

 内部統制担当 

 

（2019 年 6月 19日付） 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ BP㈱  

 取締役 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ㈱ 

取締役 

Tokyo Electron U.S. 

 Holdings, Inc. 

 Member of the Board 

Tokyo Electron Europe 

 Ltd. 

 Member of the Board 

Tokyo Electron Korea 

 Ltd. 監事 

Tokyo Electron Taiwan 

 Ltd. 監事 

Tokyo Electron  

Singapore Pte. Ltd. 

Member of the Board 

Tokyo Electron  

(Shanghai) Ltd. 監事 

Tokyo Electron  

当社常勤監査役 

 

（2019 年 6月 19日付） 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ 

ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 

 監査役 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ九州㈱ 

 監査役 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ宮城㈱ 

 監査役 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ BP㈱ 

 監査役 
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(Shanghai) Logistic 

Center Ltd. 監事 

Tokyo Electron  

(Kunshan) Ltd. 監事 

佐々木 貞夫 当社取締役 

当社専務執行役員 

第一開発生産本部長 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ 

ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 

代表取締役社長 

当社第四開発生産本部長 

当社 EHS・品質・調達・ 

生産技術部門担当 

当社山梨事業所長 

- 

春原 清 当社取締役 

当社常務執行役員 

当社ﾌｨｰﾙﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 

本部長 

当社業務改革ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

担当 

当社業務改革ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ 

当社業務改革ﾌﾟﾛ ｼﾞｪｸﾄ 

副担当 

当社業務改革ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞ- 

北山 博文 - - 当社取締役 

当社専務執行役員 

業務改革ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当、 

EHS・品質・調達・ 

生産技術部門担当 

当社業務改革ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ 

 

（2019 年 6月 19日付） 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ宮城㈱ 

代表取締役会長 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ 

ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 

取締役 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ九州㈱ 

取締役 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ FE㈱ 

取締役 

TEL Solar Services AG 

 Member of the Board 

Tokyo Electron Korea 

Ltd.理事 

飽本 正巳 - 当社 

ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

開発担当 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ九州㈱  

ｼﾆｱｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

 

当社取締役 

当社専務執行役員 

 

（2019 年 6月 19日付） 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ九州㈱ 

代表取締役会長 

TEL FSI, Inc. 

 Member of the Board 

堀 哲朗 

 
当社業務改革ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ 

当社常務執行役員 

 業務改革ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当 

当社業務改革ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ担当 

当社取締役 

当社専務執行役員 

 特命担当、 

業務改革ﾌﾟﾛ ｼﾞｪｸﾄ副担当 
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**グループ会社において継続する役職については会長・社長職のみを記載しております。 

 

 

2. 当社執行役員級に関する人事（2019年 6月 18日付*） 

*海外関連会社に関する異動日は現地登記手続き等の事情により異なる。 

長久保 達也 当社取締役 

当社常務執行役員 

人事・総務・CSR本部長、 

 法務・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ本部長、 

 倫理委員長 

 

  

- 当社内部統制・倫理・CSR 

担当(取締役) 

当社内部統制担当 

(執行役員) 

 

（2019 年 6月 19日付） 

Tokyo Electron Korea 

 Ltd. 監事 

Tokyo Electron Taiwan 

 Ltd. 監事 

Tokyo Electron  

Singapore Pte. Ltd. 

Member of the Board 

Tokyo Electron  

(Shanghai) Ltd. 監事 

Tokyo Electron  

(Shanghai) Logistic 

Center Ltd. 監事 

Tokyo Electron  

(Kunshan) Ltd. 監事 

氏名 継続職** 新職          旧職          

松浦 次彦 当社 FPD 事業本部長 

当社新製品ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ部 

 部長 兼務 

当社常務執行役員 

 

（2019 年 6月 19日付） 

Tokyo Electron 

(Kunshan) Ltd. 董事長 

当社執行役員 

 

（2019 年 6月 19日付） 

Tokyo Electron 

(Kunshan) Ltd. 董事 

田原 好文 - 

 

当社ｼﾆｱｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

ｻﾌﾟﾗｲﾔｰｴﾝｹﾞｰｼﾞﾒﾝﾄ担当  

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ  

ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱  

ｼﾆｱｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

ｻﾌﾟﾗｲﾔｰｴﾝｹﾞｰｼﾞﾒﾝﾄ担当 

当社常務執行役員 

第四開発生産本部長 

当社山梨事業所長 

 

（2019 年 6月 19日付） 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ  

ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱  

取締役副社長 

Tokyo Electron 

(Kunshan) Ltd.董事長 

清水 正 - 当社執行役員 

業務改革ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ担当 

当社業務改革ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

 ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ 生産領域担当 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ 

ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 

 常務執行役員 

七澤 豊 当社執行役員 

 IT本部長 

TEL Solar Services AG 

 Chairman & President 

当社業務改革ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

担当 

当社業務改革ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ IT担当 

- 
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**グループ会社において継続する役職については会長・社長職のみを記載しております。 

 

3. 関連会社役員に関する人事（2019年 6月 19日付*） 

*海外関連会社に関する異動日は現地登記手続き等の事情により異なる。 

**グループ会社において継続する役職については会長・社長職のみを記載しております。 

 

TEL Solar Holdings AG 

 Chairman 

 

林 伸一 当社執行役員 

 第三開発生産本部長 

 Corporate Innovation 

本部 

副本部長 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ九州㈱ 

 代表取締役社長 

（2019 年 6月 19日付） 

TEL FSI, Inc. 

 Member of the Board 

 

- 

竹中 博司 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ 

ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 

取締役会長 

当社専務理事（社長補佐） - 

氏名 継続職** 新職          旧職          

田原 計志 

 
- （2019 年 6月 18日付） 

当社常勤監査役 

 

（2019 年 6月 19日付） 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ 

ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 

 監査役 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ九州㈱ 

 監査役 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ宮城㈱ 

 監査役 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ BP㈱ 

 監査役 

当社顧問 

萩尾 一雄 - 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ九州㈱ 

監査役 
東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ九州㈱ 

 副社長執行役員 

本田 儀幸 - 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ九州㈱ 

 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 
東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ九州㈱ 

 監査役 

犬塚 勇 - 

 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ FE㈱  

 監査役 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ BP㈱  

 監査役 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ㈱ 

監査役 

当社人事部付 

堀田 健治 - 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ FE㈱  

 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ BP㈱  

 監査役 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ㈱ 

監査役 

井出 進 Tokyo Electron 

 (Kunshan) Ltd. 

 総経理代行 

Tokyo Electron 

(Kunshan) Ltd.  

董事 

- 
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4．部組織の変更（2019年 6月 18日付） 

(1) EHS・品質・調達・生産技術部門(佐々木（貞）専務執行役員)下の Q-EHS推進室を分割し、EHS推

進室と品質推進室を置く。 

(2)法務・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ本部（長久保本部長）下の法務部の機能の一部を分割し、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部を新設 

する。 

(3)Corporate Innovation本部（横森副本部長）下の知的財産部を、河合 Corporate Innovation本部

長直轄とする。 

 

 

5. 関連会社執行役員に関する人事（2019年 6月 18 日付） 

 

 

 

6. 当社部長級人事（2019 年 6月 18日付） 

氏名 継続職   新職          旧職          

福島 弘樹 - 委嘱 当社 EHS・品質・ 

調達・生産技術部門 

環境担当 

 

（2019年 6月 19日付） 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ 

ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 

専務執行役員 

（2019 年 6月 19日付） 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ 

ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 

常務執行役員 

井上 久司 

 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ  

ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 

執行役員 

委嘱 当社 EHS・品質・ 

調達・生産技術部門 

安全担当 

- 

伊藤 昌秀 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ宮城㈱ 

 常務執行役員 

委嘱 当社 EHS・品質・ 

調達・生産技術部門 

品質担当、 

生産技術担当 

- 

立山 清久 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ九州㈱  

常務執行役員  

 

委嘱 当社 EHS・品質・ 

調達・生産技術部門 

調達担当 

- 

伊藤 和彦 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ九州㈱ 

 生産本部 副本部長 

（2019年 6月 19日付） 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ九州㈱ 

 執行役員 

- 

中野 茂樹 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ BP㈱ 

 管理部長、 

経営企画室長 

（2019年 6月 19日付） 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ BP㈱ 

 執行役員 

- 

山本 保人 - （2019年 6月 19日付） 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ 

ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 

 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ TS技術担当 

（2019 年 6月 19日付） 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ 

ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 

執行役員 

氏名 継続職 新職          旧職          

赤池 昌二 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ FE㈱  

 代表取締役社長 

当社府中ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｾﾝﾀｰ長 - 

川井 正宏 - 当社 EHS推進室 

室長 

当社 Q-EHS 推進室  

 室長 
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以 上 

杉尾 浩幸 - 当社品質推進室 

室長 
当社 Q-EHS 推進室  

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

飯室 俊一 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ  

ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 

常務執行役員 

当社第四開発生産本部 

副本部長 
- 

君嶋 祥子 当社法務・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ本部 

副本部長 

当社ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ部 

部長 兼務 
- 

大庭 誠 - 当社ｱｶｳﾝﾄｾｰﾙｽ本部 

 ｱｶｳﾝﾄ GM 
当社ｱｶｳﾝﾄｾｰﾙｽ本部 

部長 


