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2019 年 9 月 20 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．本部組織の変更（2019 年 10 月 1 日付）

Global Business Platform グループ内に新たに横断的に各本部を統括する Global Business 

Platform 統括本部（布川本部長、長久保副本部長）を設置する。 

2．当社取締役に関する人事（2019 年 10 月 1 日付） 

*グループ会社において継続する役職については記載を省略しております。

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 

内部統制担当 

当社 Global Business 

Platform 統括本部長 

(ﾌｧｲﾅﾝｽ、輸出物流管理、

IT 担当)

当社ﾌｧｲﾅﾝｽ本部長 

当社ﾌｧｲﾅﾝｽ本部担当 

当社輸出物流管理本部 

担当 

当社 IT 本部担当 

長久保 達也 当社取締役 

当社常務執行役員 

 法務・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ本部長 

倫理委員長 

当社 Global Business 

Platform 統括本部 

副本部長 

(人事・総務・CSR・ﾌﾞﾗﾝ

ﾄﾞ、法務・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ担当） 

当社人事・総務・CSR・ 

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ本部長

当社人事・総務・CSR 

本部長 
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3. 当社執行役員に関する人事（2019 年 10 月 1 日付） 

 

 

4. 関連会社代表者に関する人事（2020 年 1 月 1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。 

 

 

5. 関連会社役員に関する人事（2020 年 1 月 1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          

川本 弘 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ宮城㈱ 
 取締役 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ宮城㈱ 

執行役員 

当社執行役員 

ﾌｧｲﾅﾝｽ本部長 

当社財務部 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㈱ 

 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 

氏名 継続職 新職          旧職          
西垣 寿彦 当社執行役員 

当社 Corporate 

 Innovation本部 

本部長補佐、 

Digital Transformation

担当 

TEL Manufacturing and 

Engineering of 

America, Inc. 

 Chairman of the Board, 

 Member of the Board 

TEL FSI, Inc. 

Chairman & President, 

Member of the Board 

Nathan 

Baxter 

- TEL Manufacturing and 

Engineering of 

America, Inc. 

 President, 

 Member of the Board 

TEL Epion Inc. 

Chairman of the Board, 

Member of the Board 

Michael 

Graf 

- TEL Manufacturing and 

Engineering of 

America, Inc. 

 VP, Corrective Etch 

TEL Epion Inc. 

President, 

Member of the Board 

氏名 継続職** 新職          旧職          

林 伸一 当社執行役員 

当社第三開発生産本部長 

当社 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 

TEL Manufacturing and 

Engineering of 

America, Inc. 

Member of the Board 

TEL FSI, Inc. 

 Member of the Board 

中原 哲也 当社 FS BUGM 

当社ﾌｨｰﾙﾄﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ一部 

部長 兼務 

TEL Manufacturing and 

Engineering of 

America, Inc. 

Member of the Board 

- 
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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。 

 

 

6. 関連会社執行役員に関する人事（2019 年 10 月 1 日付） 

 

 

7. 関連会社執行役員に関する人事（2020 年 1月 1 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記載を省略しております。 

 

 

8. 当社部長級人事（2019 年 10 月 1 日付） 

* 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。 

**当社定年の定め（就業規則）による人事異動。 

以 上 

Larry Smith Tokyo Electron 

America, Inc. 

President 

Tokyo Electron U.S. 

Holdings, Inc. 

President 

TEL Manufacturing and 

Engineering of 

America, Inc. 

Member of the Board 

- 

氏名 継続職 新職          旧職          
前島 裕紀 

 
- 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 

東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ宮城㈱ 

 執行役員 

氏名 継続職** 新職          旧職          
Richard 

Turner 
- TEL Manufacturing and 

Engineering of 

America, Inc. 

CFO 

TEL Epion Inc. 

Treasurer 

TEL FSI, Inc. 

Treasurer 

氏名 継続職* 新職          旧職          

笹川 謙 当社経理部 部長 当社財務部 部長 兼務 - 

佐藤 陽平 当社 ATS BUGM 当社 3DI 部 部長 兼務 当社ﾃｽﾄｼｽﾃﾑ部 部長 

冨岡 伸介 - 当社ﾃｽﾄｼｽﾃﾑ部 部長 当社ﾃｽﾄｼｽﾃﾑ部 部長代理 

八巻 郁郎** - 当社 3DI 部  当社 3DI 部 部長 

横森 憲敬 当社 Corporate 

Innovation 本部 

副本部長 

TEL Venture  

Capital, Inc. 

Chairman of the Board 

- 当社先端ﾃﾞｰﾀ企画部 

 部長 

守屋 剛 - 当社先端ﾃﾞｰﾀ企画部 

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㈱ 

新製品開発統括部 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ 


