
 

 

平成 29年５月 12日 

各 位 

会 社 名 株 式 会 社 テ ラ プ ロ ー ブ 

代 表 者 代表取締役社長 渡辺 雄一郎 

（コード番号：6627 東証マザーズ） 

問合せ先 執行役員 CFO 神戸 一仁  

 （TEL 045-476-5711） 

 

役員の異動に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、役員の異動について、下記のとおり内定いたしましたので、お知

らせいたします。なお、本件につきましては、平成 29年６月 29日開催予定の第 12期定時株主総会および

同株主総会終了後に開催予定の取締役会において正式に決定される予定です。 

 

記 

 

１．役員の異動（平成 29年６月 29日付） 

（１）取締役の異動 

氏 名 異 動 後 異 動 前 

蔡 篤恭 取締役（非常勤） 新任（略歴参照※１） 

岩間 耕二 取締役（非常勤） 新任（略歴参照※２） 

李 躬富 取締役（非常勤） 新任（略歴参照※３） 

曾 炫章 取締役（非常勤） 新任（略歴参照※４） 

森 直樹 取締役（非常勤） 取締役（非常勤） 

萩原 俊明 退任 取締役（非常勤） 

福田 岳弘 退任 取締役（非常勤） 

森本 賢治 退任 取締役（非常勤） 

なお、森直樹氏は、会社法第２条第 15号に定める社外取締役候補者であります。 

 

新任取締役略歴 

氏名及び生年月日 略 歴 
所有 

株式数 

（※１)蔡 篤恭 

昭和 25年 11月 30日生 

平成 11年１月 Powertech Technology Inc. CEO & Chairman（現任） 

平成 17年９月 当社 取締役 

平成 21年９月 Powertech Technology (Suzhou) Ltd. Director（現任） 

平成 24年４月 Greatek Electronics Inc. Chairman（現任） 

平成 26年７月 Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. Director

（現任） 

平成 29年１月 力成科技日本合同会社 職務執行者（現任） 

‐株 



 

 

（※２)岩間 耕二 

昭和 26年７月 28日生 

平成 18年６月 株式会社東芝 執行役常務 

東芝セミコンダクター社 副社長兼営業統括責任者 

平成 22年４月 株式会社東芝 執行役常務兼欧州総代表 

平成 24年６月 同社 顧問 

平成 25年８月 Powertech Technology Inc. 顧問（現任） 

‐株 

（※３）李 躬富 

昭和 28年４月 18日生 

昭和 55年４月 Toshiba Microelectronics America Corp. Assembly Package 

Engineering Manager 

平成 11年６月 Kingston Technology Corp. Sales Director 

平成 17年８月 Powertech Technology Inc. Sales Strategy Vice 

President（現任） 

‐株 

（※４）曾 炫章 

昭和 35年１月２日生 

平成 20年７月 Tsai Lin Pu Social Welfare Foundation Director 

平成 26年３月 Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. Director 

（現任） 

平成 27年５月 Powertech Technology Inc. CFO & Vice President（現任） 

平成 27年８月 Powertech Semiconductor (Xi'an) Co. Ltd. Director 

（現任） 

平成 27年 11月 Powertech Technology (Suzhou) Ltd. Supervisor（現任） 

平成 28年３月 Powertech Technology Inc. Director（現任） 

‐株 

 

（２）補欠監査役の異動 

氏 名 異 動 後 異 動 前 

清水 宏樹 補欠監査役 補欠監査役 

なお、清水宏樹氏は、会社法第２条第 16号に定める社外監査役の補欠候補者であります。 

 

 

 

２．平成 29年６月 29日以降の役員体制 

（１）取締役 

氏 名 役 職 

渡辺 雄一郎 代表取締役社長兼 CEO 

横山 毅 取締役副社長兼 COO 

蔡 篤恭 取締役（非常勤） 

岩間 耕二 取締役（非常勤） 

李 躬富 取締役（非常勤） 

曾 炫章 取締役（非常勤） 

森 直樹 取締役（非常勤） 

なお、渡辺雄一郎氏は、本日開催の取締役会において、連結子会社である TeraPower Technology Inc.（以

下、TPW）の Chairman（董事長）の就任が内定しております。平成 29年５月 26日開催予定の TPW定時株主

総会および同株主総会終了後に開催予定の取締役会において正式に決定される予定です。 

 

 



 

 

（２）監査役 

氏 名 役 職 

増子 尚之 監査役（常勤） 

檜垣 修 監査役（非常勤） 

打越 佑介 監査役（非常勤） 

 

 

以上 


