
- 1 -

２０２２年４月２７日

各位

会 社 名 テ イ カ 株 式 会 社

代表者名 代表取締役 社長執行役員 山 崎 博 史

（コード番号：４０２７ 東証プライム市場）

問合せ先 常務執行役員 総務部長 中 務 康 介

（ＴＥＬ ０６－６９４３－６４０１）

代表取締役（社長交代）、取締役及び執行役員の異動に関するお知らせ

当社は、２０２２年４月２７日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役（社長交代）、

取締役及び執行役員の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員の異動につきましては、２０２２年６月２８日開催予定の第１５６回定時株主総会

及びその後開催される取締役会において正式に決定する予定です。

記

１．代表取締役（社長交代）の異動（異動予定日：２０２２年６月２８日）

（１）異動の理由

経営体制の若返りを図り、経営環境の変化に迅速に対応するため。

（２）異動の内容

氏 名 新 役 職 名 現 役 職 名

名木田正男（なぎた まさお） 取締役 代表取締役会長

山崎博史（やまざき ひろふみ） 特別顧問 代表取締役

社長執行役員

出井俊治（いでい しゅんじ） 代表取締役 取締役

社長執行役員 専務執行役員

（３）新任予定代表取締役社長執行役員の略歴等

氏 名 略 歴 所有株式数

（生 年 月 日）

１９８６年 ４月 当社入社

２０１２年 ４月 当社岡山研究所長

２０１５年 ４月 当社営業部長

出 井 俊 治 ２０１７年 ６月 当社東京支店長

（１９６４年 ２０１８年 ６月 当社取締役東京支店長

３月２４日生） ２０１８年 ８月 ＴＦＴ㈱代表取締役社長、現在 １２，６００株
に至る

２０１９年 ６月 当社取締役上席執行役員東京支

店長

２０２０年 ６月 当社取締役常務執行役員

２０２１年 ６月 当社取締役専務執行役員、現在

に至る
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２．取締役の異動（異動予定日：２０２２年６月２８日）

（１）新任取締役候補者

取締役 常務執行役員 中務康介（現 常務執行役員 総務部長兼人事部長）

取締役 上席執行役員 村田悦宏（現 執行役員 東京支店長）

（２）退任予定取締役

代表取締役 社長執行役員 山崎博史（退任後 特別顧問）

（３）取締役新体制 （下線は変更部分を示します）

氏 名 新役職名 現役職名

出井俊治 代表取締役 取締役

社長執行役員 専務執行役員

西野雅彦 取締役 取締役

常務執行役員 常務執行役員

中務康介 取締役

常務執行役員 常務執行役員

岩崎多摩太郎 取締役 取締役

上席執行役員 上席執行役員

村田悦宏 取締役

上席執行役員 執行役員

名木田正男 取締役 代表取締役会長

宮崎晃 取締役 取締役

常勤監査等委員 常勤監査等委員

山田裕幸 社外取締役 社外取締役

監査等委員 監査等委員

田中等 社外取締役 社外取締役

監査等委員 監査等委員

山本浩二 社外取締役 社外取締役

監査等委員 監査等委員

尾﨑まみこ 社外取締役 社外取締役

監査等委員 監査等委員

３．執行役員の異動（異動予定日：２０２２年６月２８日）

（１）新任執行役員候補者

執行役員 杉原良介（現 大阪研究所長兼岡山研究所長）大阪研究所長兼岡山研究所長

執行役員 岡山工場長 岡本宏治（現 岡山工場副工場長）

（２）退任予定執行役員

社長執行役員 山崎博史（退任後 特別顧問）

上席執行役員 前田芳男

（３）昇任執行役員候補者

社長執行役員 出井俊治（現 専務執行役員）

上席執行役員 東京支店長 村田悦宏（現 執行役員 東京支店長）
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（４）執行役員新体制 （下線は変更部分を示します）
氏 名 新役職名、管掌等 現役職名、管掌等

出井俊治 ※ 社長執行役員 専務執行役員

内部監査室管掌 営業部、東京支店、大阪研究所、

岡山研究所、電子材料部管掌

ＴＦＴ(株)代表取締役社長

TRS Technologies,Inc.取締役会長

西野雅彦 ※ 常務執行役員 常務執行役員

環境品質管理部、 環境品質管理部、資材部、

新規事業・知財戦略室、資材部、 大阪工場管掌

電子材料部管掌

テイカ商事(株)代表取締役社長 テイカ商事(株)代表取締役社長

中務康介 ※ 常務執行役員 常務執行役員

経理部、ＤＸ推進室管掌 経理部、ＤＸ推進室管掌

総務部長、人事部長 総務部長、人事部長

岩崎多摩太郎 ※ 上席執行役員 上席執行役員

経営企画部、大阪研究所、 熊山工場管掌

岡山研究所、大阪工場、岡山工場、 岡山工場長

熊山工場管掌

村田悦宏 ※ 上席執行役員 執行役員
営業部管掌
東京支店長 東京支店長

ＴＦＴ(株)代表取締役社長

ジャパンセリサイト(株)代表取締役社長 ジャパンセリサイト(株)代表取締役社長

TAYCA(VIETNAM) CO.,LTD.取締役会長 TAYCA(VIETNAM) CO.,LTD.取締役会長

村田太 執行役員 執行役員
テイカ倉庫(株)代表取締役社長 テイカ倉庫(株)代表取締役社長
テイカＭ＆Ｍ(株)代表取締役社長執行役員 テイカＭ＆Ｍ(株)代表取締役社長執行役員

河本正比呂 執行役員 執行役員
電子材料部長 電子材料部長

檀浦亮二 執行役員 執行役員
熊山工場長 熊山工場長

田内雅彦 執行役員 執行役員

営業部長 営業部長

TRS Technologies,Inc.取締役会長

杉原良介 執行役員
大阪研究所長、岡山研究所長 大阪研究所長、岡山研究所長

岡本宏治 執行役員

岡山工場長 岡山工場副工場長

※ 取締役兼務（参考）

（参考）人事異動（異動予定日：２０２２年６月２８日） （下線は変更部分を示します）
氏 名 新役職名 現役職名

岡英雄 経営企画部長 経営企画部次長

以上


