
 

2022年 5月 13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 東証プライム市場） 

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 17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 

山田 宏也 顧問 代表取締役 社長執行役員 

 

  (2)退任 

氏名 現役職および委嘱業務 退任後の予定 

宮下 博仁 
代表取締役・取締役社長 

社長執行役員 
当社常勤相談役 

辻  正人 
取締役 副社長執行役員 

全般補佐、ＤＸ推進室・特命事項管掌 
当社経営企画部 非常勤顧問 

草間 雄太 

取締役 常務執行役員 

ワイヤー＆ケーブル事業本部長 

（兼）経営企画部審議役 

当社ワイヤー＆ケーブル事業本部 非常勤顧問 

宮田 康司 

取締役 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 

常務執行役員 

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 

 



2. 取締役を兼務しない執行役員の異動等（6月 17日付） 

(1)新任 

氏名 新役職および委嘱業務 

中村 正幸 
常務執行役員 

営業部門・ＤＸ推進室・特命事項管掌 

上田 芳弘 

執行役員 

ワイヤー＆ケーブル事業本部 

 通信電線事業部 生産統括部担当 

（兼）同事業部 生産統括部長 （兼） 同統括部 生産管理部長、品質保証部長 

西家 博幸 

執行役員 

ワイヤー＆ケーブル事業本部 企画管理部担当 

（兼）同事業本部 企画管理部長 

 

(2)退任 

氏名 現役職および委嘱業務 退任後の予定 

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） 

当社ワイヤー＆ケーブル事業本部 非常勤顧問 

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 

当社ワイヤー＆ケーブル事業本部 顧問 

（中国電線工業㈱ 代表取締役社長 予定） 

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 

当社システム・エレクトロニクス事業本部 顧問 

同事業本部 京都工場長 

 

 

 

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 17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

山  田　宏  也 代表取締役　

森　元　昌　平 取締役　　

前　山　　博 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

山  田　宏  也 社長執行役員

中　村　正　幸 常務執行役員 営業部門・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＆ケーブル事業本部長

同事業本部　機器用電線事業部長

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

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 常務執行役員 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 常務執行役員 監査部・経営企画部・経理財務部・購買部管掌

(兼）経理財務部長

川  邊　久  史 常務執行役員 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

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

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

上　田　芳　弘 執行役員 ワイヤー＆ケーブル事業部　通信電線事業部　生産統括部担当

（兼）同事業部　生産統括部長（兼）同統括部　生産管理部長、品質保証部長

西　家　博　幸 執行役員 ワイヤー＆ケーブル事業本部　企画管理部担当

（兼）同事業本部　企画管理部長

役　　　職 委嘱業務

役　　　員　　　一　　　覧
(2022年6月17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

山  田　宏  也 代表取締役

森　元　昌　平 取締役　　

前　山　　博 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

山  田　宏  也 社長執行役員

中　村　正　幸 常務執行役員 営業部門・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

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 常務執行役員 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 常務執行役員 監査部・経営企画部・経理財務部・購買部管掌

(兼）経理財務部長

川  邊　久  史 常務執行役員 ワイヤー＆ケーブル事業本部副事業本部長

同事業本部　営業統括部長

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

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

上　田　芳　弘 執行役員 ワイヤー＆ケーブル事業本部　生産統括部長

（兼）同統括部　品質保証部長

西　家　博　幸 執行役員 ワイヤー＆ケーブル事業本部　企画管理部担当

（兼）同事業本部　企画管理部長

役　　　職 委嘱業務

役　　　員　　　一　　　覧
(2022年7月1日付)

役　　　職 備　　　考

役　　　職 備　　　考



参考

やまだ　　ひろや

山田　宏也
1959年 4月生
1982年 3月 早稲田大学　理工学部　機械工学科　卒業
1982年 4月 日本鉱業㈱　入社
2009年 7月 同社　日立事業所　技術部長
2011年 4月 日立事業所　設備技術部長
2012年 4月 倉見工場　設備技術部長
2013年 10月 設備技術部長
2016年 4月 執行役員　技術本部　設備技術部長
2019年 4月 執行役員　技術本部副本部長（兼）技術本部　設備技術部長
2020年 4月 常務執行役員　技術本部副本部長（兼）技術本部　設備技術部長
2022年 4月 当社　顧問(現在に至る）

なかむら　　まさゆき

中村　正幸
1964年 7月生
1987年 3月 同志社大学　商学部　卒業
1987年 4月 日本鉱業㈱　入社
2010年 10月 台湾日鉱金属　董事　総経理
2014年 4月 ＪＸ日鉱日石金属㈱

      電材加工事業本部　薄膜材料事業部　ターゲットユニット　半導体担当ユニット長
2016年 4月 同社　電材加工事業本部　薄膜材料事業部　ターゲットユニット　半導体担当ユニット長

　　　（兼）表面処理ユニット長
2017年 4月 電材加工　事業本部薄膜材料事業部 　副事業部長

（兼）ターゲットユニット　半導体担当ユニット長
2019年 4月 執行役員　薄膜材料事業部副事業部長（兼）薄膜材料事業部管理部長
2020年 4月 　　　執行役員　技術本部審議役

ＪＸ金属商事㈱　代表取締役社長
2022年 4月 当社　顧問(現在に至る）

うえだ　　　よしひろ

上田　芳弘
1966年 7月生
1990年 3月 関西大学　工学部　化学工学科　卒業
1990年 4月 当社　入社
2016年 6月 通信電線事業本部　生産総括部　改革プロジェクト室長

（兼）同総括部　製造部　製造第１課長
2016年11月 通信電線事業本部　生産総括部　品質保証部長

（兼）同総括部　改革プロジェクト室長
（兼）ISO事務局　主幹

2017年 4月 通信電線事業本部　生産総括部　品質保証部長
（兼）同総括部　開発部長
（兼）ISO事務局　主幹

2021年 7月 ワイヤー＆ケーブル事業本部　通信電線事業部　生産統括部　品質保証部長
（兼）同統括部　開発部長
（兼）ISO事務局　主幹　(現在に至る）

にしけ　　　ひろゆき

西家　博幸
1969年 9月生
1992年 3月 近畿大学　商経学部　商学科　卒業
1992年 4月 当社　入社
2014年 4月 通信電線事業本部　営業総括部　福岡支店長（兼）広島支店長
2019年 4月 通信電線事業本部　営業総括部　産業電線営業部　東日本担当部長

（兼）同総括部　東京営業部長
2021年 4月 通信電線事業本部　企画管理部長
2021年 7月 ワイヤー＆ケーブル事業本部　企画管理部長(現在に至る）

以　上

新任取締役・執行役員の略歴


