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 各位                             ２０２１年２月２２日 

 

会社名     ＴＰＲ株式会社 

代表者名    代表取締役社長兼ＣＯＯ  岸 雅伸 

                              （コード：6463 東証第一部） 

問い合わせ先  ＩＲ・ＳＲ室長  八巻 恵太 

電話番号    ０３－５２９３－２８１４ 

 

代表取締役の異動、役員等の人事異動に関するお知らせ 

 

 当社は、２０２１年２月２２日開催の取締役会において、下記の通り代表取締役の異動及び執行役員の異

動について決議しましたので、お知らせいたします。 

 

１．代表取締役の異動 

 （１）異動の理由 

   当社グループの更なる成長と経営基盤の一層の強化を図るため、経営体制の変更を行うものです。 

（２）新旧代表取締役の氏名・役職及び異動の時期 

  【２０２１年４月１日付】 

氏 名 新 職 旧 職 

矢野 和美 代表取締役 社長兼ＣＯＯ 取締役 専務執行役員 

岸 雅伸 代表取締役 代表取締役 社長兼ＣＯＯ 

  【２０２１年６月下旬予定】 

氏 名 新 職 旧 職 

岸 雅伸 代表取締役 取締役会議長 代表取締役 

富田 健一 退任 代表取締役 取締役会議長 

 （３）新任代表取締役の略歴 

氏名 

（生年月日） 
略歴 所有株式数 

矢野 和美 

（1957年 2月 8日） 

1982年 8月  ＴＰＲ㈱入社 

2006年 6月  同社 長野工場生産技術部長 

2009年 6月  同社 技術開発部長 

2011年 6月  同社 長野工場生産技術部長 

2012年 6月  同社 執行役員長野工場長兼生産企画室長 

2013年 12月  同社 執行役員長野工場長 

2017年 6月  同社 取締役常務執行役員 

（ライナ生産部門担当） 

兼ＴＰＲ工業㈱代表取締役社長 

2019年 6月  同社 取締役専務執行役員 

（リング・焼結生産部門担当） 

現在に至る 

7,600株 
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２．執行役員の人事 

 （１）執行役員の昇格及び担当の異動【２０２１年４月１日付】  

氏 名 新 職 旧 職 

唐澤 武彦 取締役 専務執行役員 

（海外事業部門担当） 

取締役 常務執行役員 

（海外事業部門担当） 

伊井 明彦 取締役 専務執行役員 

（営業部門担当） 

取締役 常務執行役員 

（営業部門担当） 

羽多野裕一 常務執行役員 

（生産部門担当【ﾗｲﾅ】） 

 

常務執行役員 

（品質部門担当） 

（管理部門担当【安全・環境】） 

茅野 務 執行役員 

（技術部門担当【多角化商品】） 

執行役員 

樹脂技術部長 

守屋 弘明 執行役員 

（品質部門担当） 

（管理部門担当【安全・環境】） 

執行役員 

TPR Europe GmbH. 社長 

花岡 恒久 執行役員 

（生産部門担当【ﾘﾝｸﾞ】） 

執行役員 

長野工場長 

鮎澤 紀昭 執行役員 

（技術部門担当【ﾘﾝｸﾞ・ﾗｲﾅ・焼結】） 

技術企画室長 

執行役員 

（技術部門担当【ﾘﾝｸﾞ・ﾗｲﾅ・焼結】） 

 製品開発部長 

 

 （２）新任執行役員【２０２１年４月１日付】 

氏 名 新 職 旧 職 

伊藤 敏弘 執行役員 

（生産部門担当【焼結】） 

－ 

安慶帝伯粉末冶金有限公司 総経理 

柴 健一 執行役員 

 海外営業第二部長 

－ 

 海外営業第二部長 

八巻 恵太 執行役員 

 ＩＲ・ＳＲ室長 

－ 

 ＩＲ・ＳＲ室長 

 

 （３）退任執行役員【２０２１年４月１日付】 

氏 名 新 職 旧 職 

花岡 繁 理事 

 ㈱ファルテック取締役専務執行役員 

常務執行役員 

 ㈱ファルテック取締役専務執行役員 

小口昌弘 理事 

  

常務執行役員 

 （技術部門担当【多角化商品】） 

 技術企画室長 

古畑 敦 理事 

 ＴＰＲ工業㈱代表取締役社長 

常務執行役員 

 （生産部門担当【ﾗｲﾅ】） 

 ＴＰＲ工業㈱代表取締役社長 
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３．役員異動に伴う部長級人事【２０２１年４月１日付】 

氏 名 新 職 旧 職 

堀切 秀彦 樹脂技術部長 樹脂技術部 

 第２グループマネージャー 

古新 浩司 海外事業第二部付主幹 

安慶帝伯粉末冶金有限公司総経理 

岐阜工場長 

大和 康二 長野工場長 海外事業第一部付主幹 

United Piston Ring, Inc.社長 

勝丸 昌計 海外事業第一部付主幹 

 TPR Europe GmbH. 社長 

海外営業第二部付主幹 

大黒 隆 製品開発部長 技術開発部 

 機能開発グループマネージャー 

 

以上 
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ご参考 

 

 

１．新任役員略歴 

伊
い

 藤
とう

 敏
とし

 弘
ひろ

 （１９６４年１０月２９日生） 

１９９３年 １月  ＴＰＲ㈱入社 
２０１２年 ６月  同社 岐阜工場長 
２０１７年 ６月  同社 海外事業第一部付主幹安慶帝伯粉末冶金有限公司総経理 
２０１９年 ６月  同社 海外事業第二部付主幹安慶帝伯粉末冶金有限公司総経理 

現在に至る 
 

柴
しば

   健
けん

 一
いち

 （１９６４年４月２日生） 

１９９１年 ４月  ＴＰＲ㈱入社 

２０１４年 ６月  同社 海外事業第二部付主査TPR AUTOPARTSMFG.INDIAPVTLTD.出向(社長) 

２０１７年 ６月  同社 海外事業第二部長 
２０１９年 ６月  同社 海外事業第三部長 
２０２０年 ４月  同社 海外営業第二部長 

現在に至る 
 

八
や

 巻
まき

 恵
けい

 太
た

 （１９６６年２月１５日生） 

１９８８年 ４月  ㈱富士銀行入行 
１９９８年 ４月  同行 国際資金為替部ニューヨークディーリング室調査役 
２００５年 ７月  ㈱みずほコーポレート銀行 事務統括部参事役 
２００９年 ７月  ㈱みずほ銀行 コンサルティング営業開発部室長 
２０１２年 ７月  ㈱みずほコーポレート銀行 外為営業部次長 

兼務 ㈱みずほ銀行 外為営業部参事役 
２０１３年 ７月  みずほ信託銀行㈱ 信託プロダクツ企画部付参事役 

米国みずほ信託銀行出向（社長） 
２０１８年 ７月  みずほ信託銀行㈱ カストディ・プロダクツ営業部部付部長 
２０１９年 ４月  同行 カストディ・プロダクツ営業部部長 
２０２０年 ８月  ＴＰＲ㈱ ＩＲ・ＳＲ室長 

現在に至る 
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２．２０２１年４月１日付執行役員体制一覧 

氏名 役位 担当 

末廣 博 会長兼ＣＥＯ 経営全般統括 

矢野 和美 社長兼ＣＯＯ 経営業務執行統括 

唐澤 武彦 専務執行役員 海外事業部門担当 

伊井 明彦 専務執行役員 営業部門担当 

羽多野裕一 常務執行役員 生産部門担当【ライナ】 

伊藤 俊宏 常務執行役員 ＴＰＲトータルサービス㈱ 社長 

小林 純夫 常務執行役員 管理部門担当【安全・環境除く】 

宮坂 佳介 常務執行役員 生産部門担当【多角化商品】 

北原 正裕 執行役員 ＴＰＲノブカワ㈱・ＴＰＲノブカワ商事㈱ 常務取締役 

茅野 務 執行役員 技術部門担当【多角化商品】 

吉江 博彦 執行役員 安慶帝伯格茨活塞環有限公司 総経理 

小野 幸一 執行役員 営業企画部長 

守屋 弘明 執行役員 品質部門担当,管理部門担当【安全・環境】 

花岡 恒久 執行役員 生産部門担当【リング】 

塚本 英貴 執行役員 新事業開発担当,営業部門副担当 

鮎澤 紀昭 執行役員 技術部門担当【リング・ライナ・焼結】,技術企画室長 

塚原 稔 執行役員 人事総務部長兼秘書室長 

池畑 慎二 執行役員 海外事業第一部長 

羽石 和弘 執行役員 経営企画室長 

伊藤 敏弘 執行役員 生産部門担当【焼結】 

柴 健一 執行役員 海外営業第二部長 

八巻 恵太 執行役員 ＩＲ・ＳＲ室長 

 

 

 

以上 


