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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成19年６月22日に提出いたしました第88期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)有価

証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報

告書を提出するものであります。 

 

２ 【訂正事項】 

第一部 企業情報 

 第４ 提出会社の状況 

  ５ 役員の状況 

   (2) 執行役の状況 

 

３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は  を付して表示しております。 
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第一部 【企業情報】 

第４ 【提出会社の状況】 

５ 【役員の状況】 

(2) 執行役の状況 
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(訂正前) 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
(千株)

代表執行役 
執行役社長 

 大 林 秀 仁 ①取締役の状況参照 同左 (注) 
①取締役の
状況参照

代表執行役 
執行役専務 

半導体製造
装置営業 
統括本部長 
兼グループ 
戦略本部長 
兼CSR推進
本部長 
兼CRO 

中 野 和 助 ①取締役の状況参照 同左 同上 
①取締役の
状況参照

昭和45年４月 株式会社日立製作所入社 

平成５年２月 同社笠戸工場半導体装置部長 

平成11年４月 同社電力・電機グループ笠戸半導

体装置本部長 

平成13年２月 同社笠戸事業所長を兼任 

平成13年10月 当社設計・製造統括本部笠戸事業

所長 

平成15年４月 デバイス製造装置事業統括本部プ

ロセス製造装置営業本部長 

平成15年６月 執行役 

平成17年４月 ナノテクノロジー製品事業本部那

珂事業所長(現任) 

平成18年４月 執行役常務 

平成18年４月 日立儀器(蘇州)有限公司董事長を

兼任(現任) 

代表執行役 
執行役専務 

ナノテクノ
ロジー製品
事業本部長 

川 崎 義 直 昭和22年６月15日生

平成19年４月 代表執行役執行役専務(現任) 

同上 3

昭和46年４月 当社入社 

平成３年２月 名古屋支店豊田営業所長 

平成８年６月 産業システム営業本部長 

平成11年６月 取締役 

平成15年６月 執行役常務 

平成17年４月 CDB推進本部長 

執行役専務  宮 内 真 澄 昭和22年６月６日生

平成19年４月 執行役専務(現任) 

同上 10

昭和45年４月 株式会社日立製作所入社 

平成３年８月 同社小田原工場総務部長 

平成12年６月 同社情報・通信グループ統括本部

次長 

平成13年４月 同社川村副社長付 

平成13年10月 当社取締役 

平成15年６月 執行役常務(現任) 

執行役常務  金 内   寛 昭和22年11月４日生

平成17年４月 Hitachi High-Technologies  

(Singapore) Pte.Ltd.代表取締役

取締役社長(現任) 

同上 5

昭和46年４月 株式会社日立製作所入社 

平成４年５月 同社計測器事業部経理部長 

平成11年４月 同社企画室次長 

平成12年10月 同社半導体製造装置グループ事業

企画本部長 

平成13年10月 当社設計・製造統括本部企画本部

長 

平成15年４月 経営戦略室長(現任) 

平成15年６月 執行役常務(現任) 

執行役常務 
経営戦略 

室長兼CIO 
桜 木 雅 夫 昭和23年６月30日生

平成18年４月 CIOを兼任(現任) 

同上 8

昭和46年４月 当社入社 

平成３年８月 電子材料営業本部電子材料三部長 

平成９年６月 電子材料営業本部長 

平成15年４月 工業材料営業本部長を兼任 

平成15年６月 執行役 

執行役常務  添 田 信 弘 昭和22年４月３日生

平成17年４月 CDB推進本部副本部長 

執行役常務(現任) 

同上 4
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
(千株)

昭和45年７月 日立電子エンジニアリング株式会

社入社 

昭和63年10月 同社テストシステム部長 

平成７年８月 同社FAシステム事業部次長 

平成９年２月 同社FAシステム事業部長 

平成11年６月 同社取締役 

平成16年４月 日立ハイテク電子エンジニアリン

グ株式会社代表取締役取締役社長 

平成18年４月 当社執行役常務(現任) 

執行役常務 

ファイン 

テック製品 

事業本部長 

水 澤   浩 昭和21年９月19日生

平成18年４月 ファインテック製品事業本部長 

(現任) 

(注) ─

昭和45年２月 日立電子エンジニアリング株式会

社入社 

平成４年２月 同社FA事業部省力システム部長 

平成８年６月 同社FA事業部次長 

平成10年２月 同社FA事業部副事業部長 

平成12年１月 同社ディスプレイシステム事業部

長 

平成13年６月 同社取締役 

平成16年４月 当社FPD・HD装置営業本部長 

平成16年４月 執行役 

平成18年４月 執行役常務(現任) 

執行役常務  和 田 憲 也 昭和21年11月22日生

平成19年４月 日立高科技貿易(上海)有限公司董

事長兼総経理(現任) 

同上 ─

昭和47年４月 当社入社 

平成６年２月 管理本部経理部長 

平成13年10月 経理本部長 

平成15年４月 業務本部長 

平成15年６月 執行役 

平成19年４月 執行役常務(現任) 

執行役常務 

財務本部長 

兼CSR 

推進本部 

副本部長 

飯 塚   茂 昭和23年７月７日生

平成19年４月 財務本部長兼CSR推進本部副本部

長(現任) 

同上 7

昭和49年４月 当社入社 

平成７年８月 科学システム営業本部科学システ

ム輸入部長 

平成９年12月 ロンドン支店長 

平成13年６月 科学システム営業本部長 

平成13年10月 ライフサイエンス事業統括本部バ

イオシステム営業本部長 

平成15年６月 執行役 

平成17年４月 ライフサイエンス営業統括本部バ

イオシステム営業本部長 

平成19年４月 執行役常務(現任) 

執行役常務 

ライフ 

サイエンス 

営業統括 

本部長 

増 山 正 穂 昭和26年１月７日生

平成19年４月 ライフサイエンス営業統括本部長

(現任) 

同上 6

昭和46年４月 当社入社 

平成３年２月 化成品営業本部化成品部長 

平成11年２月 工業材料営業本部副本部長 

平成11年６月 工業材料営業本部長 

平成15年４月 上海日立ハイテクノロジーズ有限

公司董事長兼総経理 

平成15年６月 執行役 

平成17年10月 日立高科技貿易(上海)有限公司董

事長兼総経理 

平成19年４月 執行役常務(現任) 

執行役常務 
CDB推進 

本部長 
林   充 宏 昭和21年７月25日生

平成19年４月 CDB推進本部長(現任) 

同上 1
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
(千株)

昭和45年５月 当社入社 

平成４年８月 FAシステム営業本部FAシステムニ

部長 

平成９年６月 ソウル支店長 

平成13年６月 産業システム営業本部長 

平成15年４月 関西支店長 

平成16年４月 執行役 

平成17年４月 西日本支社長 

平成19年４月 執行役常務(現任) 

執行役常務 
FPD・HD装置 
営業本部長 

仙 石 俊 男 昭和22年７月５日生

平成19年４月 FPD・HD装置営業本部長(現任) 

(注) 7

昭和52年４月 株式会社日立製作所入社 

平成６年８月 同社機械研究所第七部長 

平成９年８月 同社笠戸工揚半導体装置設計部長 

平成12年６月 同社機械研究所長 

平成15年４月

 

 

当社グループ戦略本部長兼新事業

開発本部長兼デバイス製造装置事

業統括本部事業戦略本部長 

平成16年４月 ナノテクノロジー製品事業本部研

究開発本部長(現任) 

平成18年４月 執行役 

平成18年４月 ファインテック製品事業本部事業

本部長付兼CTOを兼任(現任) 

執行役常務 

ナノテクノ
ロジー製品
事業本部 
研究開発 
本部長 

兼ファイン
テック製品
事業本部事
業本部長付

兼CTO 

大 木   博 昭和24年２月３日生

平成19年４月 執行役常務(現任) 

同上 4

昭和46年４月 株式会社日立製作所入社 

平成７年２月 同社国際電力営業本部火力・原子

力部長 

平成12年２月 同社電力・電機グループ電機シス

テム統括営業本部電子応用システ

ム営業本部長 

平成13年10月 当社デバイス製造装置事業統括本

部海外営業本部長 

平成14年10月 デバイス製造装置事業統括本部先

端製品営業本部長 

平成16年４月 執行役(現任) 

平成17年４月 米州地域総支配人及びHitachi 

High Technologies America, Inc. 

代表取締役取締役社長 

執行役  森   民 生 昭和22年５月19日生

平成18年４月 Hitachi High Technologies  

America, Inc. 代表取締役取締役

社長(現任) 

同上 ―

昭和47年４月 株式会社日立製作所入社 

平成９年８月 同社産業機器事業部部長 

平成11年４月 同社産業機器グループ総務部長 

平成13年４月 同社電力・電機グループ勤労企画

部長 

平成16年７月 当社人事総務本部長(現任) 

執行役 
人事総務 
本部長 

水 野 克 美 昭和24年２月17日生

平成17年４月 執行役(現任) 

同上 ―

昭和49年４月 当社入社 

平成８年２月 電子営業本部半導体営業部長 

平成９年６月 電子営業本部電子営業推進部長兼

半導体営業部長 

平成13年６月 電子営業本部副本部長 

平成14年11月 Hitachi High-Technologies  

Europe GmbH 取締役副社長 

平成17年４月 執行役(現任) 

平成17年４月 欧 州 地 域 総 支 配 人 兼 Hitachi 

High-Technologies Europe GmbH 

代表取締役取締役社長兼Hitachi 

High-Technologies France  

S.A.R.L.代表取締役取締役社長 

執行役  安 藤   力 昭和26年４月19日生

平成18年４月 Hitachi High-Technologies  

France S.A.R.L. 代表取締役取締

役社長 

Hitachi High-Technologies  

Europe GmbH 代表取締役取締役社

長(現任) 

同上 2
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
(千株)

昭和54年４月 株式会社日立製作所入社 

平成９年８月 同社中央研究所先端技術研究部長 

平成11年８月 同社中央研究所ソリューション

LSI研究センタ長 

平成12年８月 同社中央研究所副所長 

平成14年４月 当社那珂事業所副事業所長 

平成16年４月 ナノテクノロジー製品事業部笠戸

事業所長(現任) 

執行役 

ナノテクノ 
ロジー製品 
事業本部 
笠戸事業 
所長 

田 地 新 一 昭和25年９月19日生

平成17年４月 執行役(現任) 

(注) 5

昭和50年４月 当社入社 

平成８年２月 デバイス製造システム海外部長 

平成16年10月 デバイス製造装置事業統括本部評

価装置営業本部長 

平成17年４月 半導体製造装置営業統括本部評価

装置営業本部長(現任) 

執行役 

半導体 
製造装置 
営業統括 
本部 

評価装置 
営業本部長 

中 村   修 昭和26年11月６日生

平成18年４月 執行役(現任) 

同上 ─

昭和53年４月 当社入社 

平成７年８月 科学システム営業本部科学システ

ム海外二部部長 

平成14年10月 ライフサイエンス事業統括本部医

用システム営業本部海外医用部長 

平成15年４月 ライフサイエンス事業統括本部事

業企画本部長 

平成17年４月 ライフサイエンス営業統括本部事

業戦略本部長 

平成19年４月 執行役(現任) 

執行役 

ライフ 
サイエンス
営業統括 
本部バイオ 
・分析 
システム 
営業本部長 

小 林 紀 雄 昭和25年８月25日生

平成19年４月 ライフサイエンス営業統括本部バ

イオ・分析システム営業本部長

(現任) 

同上 ─

昭和52年４月 株式会社日立製作所入社 

平成12年８月 同社計測器グループエレクトロニ

クスシステム本部第二設計部副技

師長 

平成13年10月 当社那珂事業所エレクトロニクス

システム第二設計部主管技師 

平成16年10月 ナノテクノロジー製品事業部那珂

事業所ＥＢリソグラフィシステム

設計部部長 

平成18年10月 ナノテクノロジー製品事業本部那

珂事業所副事業所長 

平成19年４月 執行役(現任) 

執行役 

ナノテクノ
ロジー製品
事業本部 
那珂事業 
所長 

松 坂   尚 昭和27年７月20日生

平成19年４月 ナノテクノロジー製品事業本部那

珂事業所事業所長(現任) 

同上 ─

昭和52年４月 当社入社 

平成12年４月 アメリカ日製産業会社ヴァイスプ

レジデント 

平成14年６月 電子営業本部副本部長 

平成16年７月 電子営業本部長 

平成19年４月 執行役(現任) 

執行役 

西日本 
支社長 
兼関西 
支店長 

宮 崎 正 啓 昭和29年４月13日生

平成19年４月 西日本支社長兼西日本支社関西支

店支店長(現任) 

同上 1

計 98

(注) 執行役の任期は、平成19年４月１日から平成20年３月31日までであります。 
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(訂正後) 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
(千株)

代表執行役 
執行役社長 

 大 林 秀 仁 ①取締役の状況参照 同左 (注) 
①取締役の
状況参照

代表執行役 
執行役専務 

半導体製造
装置営業 
統括本部長 
兼グループ 
戦略本部長 
兼CSR推進
本部長 
兼CRO 

中 野 和 助 ①取締役の状況参照 同左 同上 
①取締役の
状況参照

昭和45年４月 株式会社日立製作所入社 

平成５年２月 同社笠戸工場半導体装置部長 

平成11年４月 同社電力・電機グループ笠戸半導

体装置本部長 

平成13年２月 同社笠戸事業所長を兼任 

平成13年10月 当社設計・製造統括本部笠戸事業

所長 

平成15年４月 デバイス製造装置事業統括本部プ

ロセス製造装置営業本部長 

平成15年６月 執行役 

平成17年４月 ナノテクノロジー製品事業本部那

珂事業所長 

平成18年４月 執行役常務 

平成18年４月 ナノテクノロジー製品事業本部長

兼那珂事業所長 

平成19年４月 代表執行役執行役専務(現任) 

代表執行役 
執行役専務 

ナノテクノ
ロジー製品
事業本部長 

川 崎 義 直 昭和22年６月15日生

 ナノテクノロジー製品事業本部長

(現任) 

同上 3

昭和46年４月 当社入社 

平成３年２月 名古屋支店豊田営業所長 

平成８年６月 産業システム営業本部長 

平成11年６月 取締役 

平成15年６月 執行役常務 

平成17年４月 CDB推進本部長 

執行役専務  宮 内 真 澄 昭和22年６月６日生

平成19年４月 執行役専務(現任) 

同上 10

昭和45年４月 株式会社日立製作所入社 

平成３年８月 同社小田原工場総務部長 

平成12年６月 同社情報・通信グループ統括本部

次長 

平成13年４月 同社川村副社長付 

平成13年10月 当社取締役 

平成15年６月 執行役常務(現任) 

執行役常務  金 内   寛 昭和22年11月４日生

平成17年４月 Hitachi High-Technologies  

(Singapore) Pte.Ltd.代表取締役

取締役社長(現任) 

同上 5

昭和46年４月 株式会社日立製作所入社 

平成４年５月 同社計測器事業部経理部長 

平成11年４月 同社企画室次長 

平成12年10月 同社半導体製造装置グループ事業

企画本部長 

平成13年10月 当社設計・製造統括本部企画本部

長 

平成15年４月 経営戦略室長(現任) 

平成15年６月 執行役常務(現任) 

執行役常務 
経営戦略 

室長兼CIO 
桜 木 雅 夫 昭和23年６月30日生

平成18年４月 CIOを兼任(現任) 

同上 8

昭和46年４月 当社入社 

平成３年８月 電子材料営業本部電子材料三部長 

平成９年６月 電子材料営業本部長 

平成15年４月 工業材料営業本部長を兼任 

平成15年６月 執行役 

執行役常務  添 田 信 弘 昭和22年４月３日生

平成17年４月 CDB推進本部副本部長 

執行役常務(現任) 

同上 4
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
(千株)

昭和45年７月 日立電子エンジニアリング株式会

社入社 

昭和63年10月 同社テストシステム部長 

平成７年８月 同社FAシステム事業部次長 

平成９年２月 同社FAシステム事業部長 

平成11年６月 同社取締役 

平成16年４月 日立ハイテク電子エンジニアリン

グ株式会社代表取締役取締役社長 

平成18年４月 当社執行役常務(現任) 

執行役常務 

ファイン 

テック製品 

事業本部長 

水 澤   浩 昭和21年９月19日生

平成18年４月 ファインテック製品事業本部長 

(現任) 

(注) ─

昭和45年２月 日立電子エンジニアリング株式会

社入社 

平成４年２月 同社FA事業部省力システム部長 

平成８年６月 同社FA事業部次長 

平成10年２月 同社FA事業部副事業部長 

平成12年１月 同社ディスプレイシステム事業部

長 

平成13年６月 同社取締役 

平成16年４月 当社FPD・HD装置営業本部長 

平成16年４月 執行役 

平成18年４月 執行役常務(現任) 

執行役常務  和 田 憲 也 昭和21年11月22日生

平成19年４月 日立高科技貿易(上海)有限公司董

事長兼総経理(現任) 

同上 ─

昭和47年４月 当社入社 

平成６年２月 管理本部経理部長 

平成13年10月 経理本部長 

平成15年４月 業務本部長 

平成15年６月 執行役 

平成19年４月 執行役常務(現任) 

執行役常務 

財務本部長 

兼CSR 

推進本部 

副本部長 

飯 塚   茂 昭和23年７月７日生

平成19年４月 財務本部長兼CSR推進本部副本部

長(現任) 

同上 7

昭和49年４月 当社入社 

平成７年８月 科学システム営業本部科学システ

ム輸入部長 

平成９年12月 ロンドン支店長 

平成13年６月 科学システム営業本部長 

平成13年10月 ライフサイエンス事業統括本部バ

イオシステム営業本部長 

平成15年６月 執行役 

平成17年４月 ライフサイエンス営業統括本部バ

イオシステム営業本部長 

平成19年４月 執行役常務(現任) 

執行役常務 

ライフ 

サイエンス 

営業統括 

本部長 

増 山 正 穂 昭和26年１月７日生

平成19年４月 ライフサイエンス営業統括本部長

(現任) 

同上 6

昭和46年４月 当社入社 

平成３年２月 化成品営業本部化成品部長 

平成11年２月 工業材料営業本部副本部長 

平成11年６月 工業材料営業本部長 

平成15年４月 上海日立ハイテクノロジーズ有限

公司董事長兼総経理 

平成15年６月 執行役 

平成17年10月 日立高科技貿易(上海)有限公司董

事長兼総経理 

平成19年４月 執行役常務(現任) 

執行役常務 
CDB推進 

本部長 
林   充 宏 昭和21年７月25日生

平成19年４月 CDB推進本部長(現任) 

同上 1
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
(千株)

昭和45年５月 当社入社 

平成４年８月 FAシステム営業本部FAシステムニ

部長 

平成９年６月 ソウル支店長 

平成13年６月 産業システム営業本部長 

平成15年４月 関西支店長 

平成16年４月 執行役 

平成17年４月 西日本支社長 

平成19年４月 執行役常務(現任) 

執行役常務 
FPD・HD装置 
営業本部長 

仙 石 俊 男 昭和22年７月５日生

平成19年４月 FPD・HD装置営業本部長(現任) 

(注) 7

昭和52年４月 株式会社日立製作所入社 

平成６年８月 同社機械研究所第七部長 

平成９年８月 同社笠戸工揚半導体装置設計部長 

平成12年６月 同社機械研究所長 

平成15年４月

 

 

当社グループ戦略本部長兼新事業

開発本部長兼デバイス製造装置事

業統括本部事業戦略本部長 

平成16年４月 ナノテクノロジー製品事業本部研

究開発本部長(現任) 

平成18年４月 執行役 

平成18年４月 ファインテック製品事業本部事業

本部長付兼CTOを兼任(現任) 

執行役常務 

ナノテクノ
ロジー製品
事業本部 
研究開発 
本部長 

兼ファイン
テック製品
事業本部事
業本部長付

兼CTO 

大 木   博 昭和24年２月３日生

平成19年４月 執行役常務(現任) 

同上 4

昭和46年４月 株式会社日立製作所入社 

平成７年２月 同社国際電力営業本部火力・原子

力部長 

平成12年２月 同社電力・電機グループ電機シス

テム統括営業本部電子応用システ

ム営業本部長 

平成13年10月 当社デバイス製造装置事業統括本

部海外営業本部長 

平成14年10月 デバイス製造装置事業統括本部先

端製品営業本部長 

平成16年４月 執行役(現任) 

平成17年４月 米州地域総支配人及びHitachi 

High Technologies America, Inc. 

代表取締役取締役社長 

執行役  森   民 生 昭和22年５月19日生

平成18年４月 Hitachi High Technologies  

America, Inc. 代表取締役取締役

社長(現任) 

同上 ―

昭和47年４月 株式会社日立製作所入社 

平成９年８月 同社産業機器事業部部長 

平成11年４月 同社産業機器グループ総務部長 

平成13年４月 同社電力・電機グループ勤労企画

部長 

平成16年７月 当社人事総務本部長(現任) 

執行役 
人事総務 
本部長 

水 野 克 美 昭和24年２月17日生

平成17年４月 執行役(現任) 

同上 ―

昭和49年４月 当社入社 

平成８年２月 電子営業本部半導体営業部長 

平成９年６月 電子営業本部電子営業推進部長兼

半導体営業部長 

平成13年６月 電子営業本部副本部長 

平成14年11月 Hitachi High-Technologies  

Europe GmbH 取締役副社長 

平成17年４月 執行役(現任) 

平成17年４月 欧 州 地 域 総 支 配 人 兼 Hitachi 

High-Technologies Europe GmbH 

代表取締役取締役社長兼Hitachi 

High-Technologies France  

S.A.R.L.代表取締役取締役社長 

執行役  安 藤   力 昭和26年４月19日生

平成18年４月 Hitachi High-Technologies  

France S.A.R.L. 代表取締役取締

役社長 

Hitachi High-Technologies  

Europe GmbH 代表取締役取締役社

長(現任) 

同上 2
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
所有株式数
(千株)

昭和54年４月 株式会社日立製作所入社 

平成９年８月 同社中央研究所先端技術研究部長 

平成11年８月 同社中央研究所ソリューション

LSI研究センタ長 

平成12年８月 同社中央研究所副所長 

平成14年４月 当社那珂事業所副事業所長 

平成16年４月 ナノテクノロジー製品事業部笠戸

事業所長(現任) 

執行役 

ナノテクノ 
ロジー製品 
事業本部 
笠戸事業 
所長 

田 地 新 一 昭和25年９月19日生

平成17年４月 執行役(現任) 

(注) 5

昭和50年４月 当社入社 

平成８年２月 デバイス製造システム海外部長 

平成16年10月 デバイス製造装置事業統括本部評

価装置営業本部長 

平成17年４月 半導体製造装置営業統括本部評価

装置営業本部長(現任) 

執行役 

半導体 
製造装置 
営業統括 
本部 

評価装置 
営業本部長 

中 村   修 昭和26年11月６日生

平成18年４月 執行役(現任) 

同上 ─

昭和48年４月 当社入社 

平成７年８月 科学システム営業本部科学システ

ム海外二部部長 

平成14年10月 ライフサイエンス事業統括本部医

用システム営業本部海外医用部長 

平成15年４月 ライフサイエンス事業統括本部事

業企画本部長 

平成17年４月 ライフサイエンス営業統括本部事

業戦略本部長 

平成19年４月 執行役(現任) 

執行役 

ライフ 
サイエンス
営業統括 
本部バイオ 
・分析 
システム 
営業本部長 

小 林 紀 雄 昭和25年８月25日生

平成19年４月 ライフサイエンス営業統括本部バ

イオ・分析システム営業本部長

(現任) 

同上 ─

昭和52年４月 株式会社日立製作所入社 

平成12年８月 同社計測器グループエレクトロニ

クスシステム本部第二設計部副技

師長 

平成13年10月 当社那珂事業所エレクトロニクス

システム第二設計部主管技師 

平成16年10月 ナノテクノロジー製品事業部那珂

事業所ＥＢリソグラフィシステム

設計部部長 

平成18年10月 ナノテクノロジー製品事業本部那

珂事業所副事業所長 

平成19年４月 執行役(現任) 

執行役 

ナノテクノ
ロジー製品
事業本部 
那珂事業 
所長 

松 坂   尚 昭和27年７月20日生

平成19年４月 ナノテクノロジー製品事業本部那

珂事業所事業所長(現任) 

同上 ─

昭和52年４月 当社入社 

平成12年４月 アメリカ日製産業会社ヴァイスプ

レジデント 

平成14年６月 電子営業本部副本部長 

平成16年７月 電子営業本部長 

平成19年４月 執行役(現任) 

執行役 

西日本 
支社長 
兼関西 
支店長 

宮 崎 正 啓 昭和29年４月13日生

平成19年４月 西日本支社長兼西日本支社関西支

店支店長(現任) 

同上 1

計 98

(注) 執行役の任期は、平成19年４月１日から平成20年３月31日までであります。 

 




