
 

2021 年 5月 12日 

各 位 

会社名  タツタ電線株式会社 

代表者  代表取締役社長 宮下 博仁 

       （コード番号：5809 東証第一部） 

問合せ先 総務人事部 堀  明寛 

（ＴＥＬ 06-6721-3331） 

 

役員等の人事について(内定) 

 

1.取締役および取締役を兼務する執行役員の異動（6月 18日付） 

  (1)新任 

氏名 現役職および委嘱業務 新役職および委嘱業務 

今井 雅文 経理財務部長 

取締役執行役員 

監査部・経営企画部・経理財務部・購買部担当 

(兼）経理財務部長 

百野   修 － 社外取締役（非常勤） 

 

  (2)退任 

氏名 現役職および委嘱業務 退任後の予定 

柴田 徹也 
取締役常務執行役員 

監査部・経営企画部・経理財務部・購買部管掌 

㈱タツタ環境分析センター 

代表取締役社長 

小塚 裕二 

取締役常務執行役員 

知的財産部・情報システム部・設備技術部管掌 

通信電線事業本部長 

当社 DX推進室常勤顧問 

 

2.監査等委員である取締役の異動（6 月 18 日付） 

(1)新任 

氏名 新 備考 

堂岡 芳隆 社外取締役（常勤） － 

谷口 悦子 社外取締役（非常勤） 谷口悦子公認会計士事務所 代表 

 

(2)退任 

氏名 現 備考 

小笠原 亨 社外取締役（常勤） － 

津田 多聞 社外取締役（非常勤） － 

 

3.取締役及び執行役員一覧 

 

   別紙１、２のとおり 

 

(注)上記は、6 月 18 日開催の定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会において決定の予定。 

 

以 上 



別紙1

取締役　(監査等委員を除く)

氏　　名

宮  下　博  仁 代表取締役・取締役社長　

辻　　　正　人 取締役　　

森　元　昌　平 取締役　　

前　山　　博 取締役　　

草　間　雄　太 取締役　　

宮　田　康　司 取締役　　

今　井　雅　文 取締役　

百　野　　修 社外取締役　   (非常勤)

取締役　(監査等委員)

氏　　名

堂  岡  芳  隆 社外取締役

花  井      健 社外取締役   (非常勤)

原  戸  稲  男 社外取締役   (非常勤)

谷  口  悦  子 社外取締役   (非常勤)

執行役員　

氏　　名

宮  下　博  仁 社長執行役員

辻　　　正　人 副社長執行役員 全般補佐、ＤＸ推進室・特命事項管掌

井　手　兼　造 常務執行役員 知的財産部・情報システム部・設備技術部管掌

機器用電線事業本部　審議役　 （タツタ立井電線㈱　代表取締役社長）

森　元　昌　平 常務執行役員 システム・エレクトロニクス事業本部長

同事業本部　機能性材料事業部長

（兼）同事業本部　原価低減プロジェクト室・仙台工場管掌

（兼）同事業本部　原価低減プロジェクト室長

前　山　　博 常務執行役員 総務人事部・環境安全管理部・ＩＳＯ事務局管掌

（兼）総務人事部長

草　間　雄　太 常務執行役員 通信電線事業本部長

機器用電線事業本部長

八　巻　徹　夫 常務執行役員 機器用電線事業本部　審議役　 （中国電線工業㈱　代表取締役社長）

坂　口　充　弘 常務執行役員 システム・エレクトロニクス事業本部副事業本部長

同事業本部　アドバンストペースト事業部長

宮　田　康　司 執行役員 システム・エレクトロニクス事業本部　センサー＆メディカル事業部長

今　井　雅　文 執行役員 監査部・経営企画部・経理財務部・購買部担当

(兼）経理財務部長

川  邊　久  史 執行役員 通信電線事業本部 営業総括部長

林　　　晋　也 執行役員 通信電線事業本部　生産総括部長

（兼）同総括部　生産管理部長、技術部長

川　上　斉　徳 執行役員 機器用電線事業本部 企画管理部・技術開発推進室担当

（兼）同事業本部 技術開発推進室長

岡　本　　　 潔 執行役員 システム・エレクトロニクス事業本部　センサー＆メディカル事業部副事業部長

（兼）同事業部　製造部長

同事業本部　京都工場担当　

（兼）同事業本部　京都工場長

坂　本　 　  勝 執行役員 知的財産部・情報システム部・設備技術部担当

システム・エレクトロニクス事業本部　タツタテクニカルセンター・技術開発センター担当

（兼）同事業本部　タツタテクニカルセンター長

（兼）同事業本部　技術開発センター長

永　田　知　弘 執行役員 システム・エレクトロニクス事業本部　企画管理部・品質保証部担当

同事業本部　ファインワイヤ事業部長

（兼）同事業部　営業部長、製造部長、技術部長

役　　　職 委嘱業務

役　　　員　　　一　　　覧
(2021年6月18日付)

役　　　職 備　　　考

役　　　職 備　　　考



別紙2

取締役　(監査等委員を除く)

氏　　名

宮  下　博  仁 代表取締役・取締役社長　

辻　　　正　人 取締役　　

森　元　昌　平 取締役　　

前　山　　博 取締役　　

草　間　雄　太 取締役　　

宮　田　康　司 取締役　　

今　井　雅　文 取締役　

百　野　　修 社外取締役　   (非常勤)

取締役　(監査等委員)

氏　　名

堂  岡  芳  隆 社外取締役

花  井      健 社外取締役   (非常勤)

原  戸  稲  男 社外取締役   (非常勤)

谷  口  悦  子 社外取締役   (非常勤)

執行役員　

氏　　名

宮  下　博  仁 社長執行役員

辻　　　正　人 副社長執行役員 全般補佐、ＤＸ推進室・特命事項管掌

井　手　兼　造 常務執行役員 知的財産部・情報システム部・設備技術部管掌

ワイヤー＆ケーブル事業本部副事業本部長

同事業本部　機器用電線事業部長

（タツタ立井電線㈱　代表取締役社長）

森　元　昌　平 常務執行役員 システム・エレクトロニクス事業本部長

同事業本部　機能性材料事業部長

（兼）同事業本部　原価低減プロジェクト室・仙台工場管掌

（兼）同事業本部　原価低減プロジェクト室長

前　山　　博 常務執行役員 総務人事部・環境安全管理部・ＩＳＯ事務局管掌

（兼）総務人事部長

草　間　雄　太 常務執行役員 ワイヤー＆ケーブル事業本部長

八　巻　徹　夫 常務執行役員 ワイヤー＆ケーブル事業本部　審議役　　　（中国電線工業㈱　代表取締役社長）

坂　口　充　弘 常務執行役員 システム・エレクトロニクス事業本部副事業本部長

同事業本部　アドバンストペースト事業部長

宮　田　康　司 執行役員 システム・エレクトロニクス事業本部　センサー＆メディカル事業部長

今　井　雅　文 執行役員 監査部・経営企画部・経理財務部・購買部担当

(兼）経理財務部長

川  邊　久  史 執行役員 ワイヤー＆ケーブル事業本部副事業本部長

同事業本部　通信電線事業部長

（兼）同事業部　営業統括部長

林　　　晋　也 執行役員 ワイヤー＆ケーブル事業本部　通信電線事業部副事業部長

（兼）同事業部　生産統括部長　（兼）同統括部　生産管理部長、技術部長

川　上　斉　徳 執行役員 ワイヤー＆ケーブル事業本部　市場開発部担当

岡　本　　　 潔 執行役員 システム・エレクトロニクス事業本部　センサー＆メディカル事業部副事業部長

（兼）同事業部　製造部長

同事業本部　京都工場担当　

（兼）同事業本部　京都工場長

坂　本　 　  勝 執行役員 知的財産部・情報システム部・設備技術部担当

システム・エレクトロニクス事業本部　タツタテクニカルセンター・技術開発センター担当

（兼）同事業本部　タツタテクニカルセンター長

（兼）同事業本部　技術開発センター長

永　田　知　弘 執行役員 システム・エレクトロニクス事業本部　企画管理部・品質保証部担当

同事業本部　ファインワイヤ事業部長

（兼）同事業部　営業部長、製造部長、技術部長

役　　　職 委嘱業務

役　　　員　　　一　　　覧
(2021年7月1日付)

役　　　職 備　　　考

役　　　職 備　　　考



参考

いまい　　まさふみ

今井　雅文
1962年 7月生
1986年 3月 早稲田大学　政治経済学部　経済学科　卒
1986年 4月 日本鉱業㈱　入社
2013年 8月 ＪＸ日鉱日石金属㈱（現　ＪＸ金属㈱）　環境リサイクル事業本部総括室長
2015年 6月 パンパシフィック・カッパー㈱出向
2017年 4月 ＪＸ金属㈱　金属事業本部管理部　主席参事
2018年 5月 同社　環境リサイクル事業本部管理部長
2020年 4月 当社　経理財務部長（現在に至る）

ひゃくの　まなぶ

百野　修
1961年 8月生
1985年 3月 九州大学　法学部　法学科　卒
1985年 4月 日本鉱業㈱　入社
2009年 4月 日鉱金属㈱　電材加工事業本部加工事業部精密圧延ユニット　主席参事
2010年 4月 マテリアルズ・サービス・コンプレックス・マレーシア出向
2013年 1月 ＪＸ日鉱日石金属㈱（現　ＪＸ金属㈱）

　　　電材加工事業本部機能材料事業部圧延・加工材料ユニット長
2017年 4月 同社　電材加工事業本部機能材料事業部長
2018年 4月 同社　執行役員
2021年 4月 同社　取締役（現在に至る）

同社　常務執行役員（現在に至る）
同社　機能材料事業部長（現在に至る）

どうおか　よしたか

堂岡　芳隆
1962年 5月生
1985年 3月 慶応義塾大学　経済学部　卒
1985年 4月 日本鉱業㈱　入社
2010年 4月 日鉱金属㈱　経営企画部　主席参事
2015年 7月 ＪＸ日鉱日石金属㈱（現　ＪＸ金属㈱）　電材加工事業本部企画部　主席参事
2018年 6月 同社　技術本部タンタル・ニオブ事業部事業企画部　副部長
2019年 4月 同社　タンタル・ニオブ事業部事業企画部長（現在に至る）

たにぐち　えつこ

谷口　悦子
1964年 7月生
1987年 3月 創価大学　経営学部　経営学科　卒
1990年 5月 公認会計士登録
1990年10月 監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）　入社
2011年 6月 有限責任あずさ監査法人　パートナー
2019年 7月 谷口悦子公認会計士事務所　代表（現在に至る）

一般財団法人大阪府男女共同参画推進財団　監事（現在に至る）

以　上

新任取締役・執行役員の略歴


