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代表取締役の異動および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、下記のとおり代表取締役の異動及び役員の異動について

内定いたしましたのでお知らせします。 

 なお、平成 26 年 3 月 28 日に開催予定の定時株主総会の承認ならびに、同株主総会終了後の取

締役会において、正式に決定される予定です。 

記 

 

１．代表取締役の異動 

（１）異動の理由 

 当社は、グループ創業 140 周年にあたる 2016 年を目標年とした「サッポログループ新

経営構想」を 2007 年 10 月に公表し、企業価値向上に向けての取り組みを推進しており

ます。その目標年まで本年を含めて３年となる中、本日、発表しました『サッポログル

ープ中期経営計画 2014年－2016 年』では、「食のメーカー」として成長戦略を加速させ、

持続的成長を実現することで目標の達成を目指します。 

 本中期経営計画を推進するにあたり、マネジメント体制を強化し、グループの更なる

企業価値向上を図るものです。 

 

（２）異動の内容 

  ①再任 

   氏 名  上條 努（かみじょう つとむ） 

   役職名  代表取締役社長 兼 グループＣＥＯ（現任） 

 

  ②新任 

   氏 名  田中秀典（たなか ひでのり） 

   役職名  代表取締役専務（現・常務取締役） 

        

会 社 名 サッポロホールディングス株式会社 

代 表 者 名 代表取締役社長  上條 努 

ｺ ｰ ﾄ ﾞ番 号 ２５０１ 

上場取引所 東証・札証 

問 合 せ 先 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部長 小松 達也 

 ＴＥＬ ０３（５４２３）７４０７ 
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（３）就任予定日 

   平成 26年 3月 28日 

 

２．その他の役員の異動 

  （１）新任取締役 

     渡 淳二 （現 サッポロビール株式会社 取締役 兼 執行役員） 

     溝上俊男 （現 経理部長） 

     岩田義浩 （現 サッポロインターナショナル株式会社 取締役） 

 

  （２）退任取締役 

   持田佳行 （現 常務取締役 兼 グループ執行役員、 

           サッポロインターナショナル株式会社 代表取締役社長） 

森本達二 （現 取締役） 

   堀 雅寿 （現 取締役、 

           ﾎﾟｯｶｻｯﾎﾟﾛﾌｰﾄﾞ&ﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ株式会社 取締役相談役） 

 

（３）就任予定日 

   平成 26年 3月 28日 

 

３．新任代表取締役の経歴等 

氏 名  田中秀典 

生年月日 昭和 30年 4月 16日生 

持株数  66,806株 

出身地  兵庫県 

略 歴 

昭和 53 年 3月 関西学院大学経済学部卒業 

昭和 53年 4月 （旧）ｻｯﾎﾟﾛﾋﾞｰﾙ株式会社（現ｻｯﾎﾟﾛﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社）入社 

平成 15年 7月 サッポロホールディングス株式会社 ファイナンス部長 

平成 17年 3月 （新）サッポロビール株式会社 経理統括部長 

平成 19年 3月 同社 取締役執行役員 経理部長 

平成 20年 3月 サッポロホールディングス株式会社 取締役 

平成 22年 4月 同社 取締役 経理部長 

平成 22年 9月 同社 取締役 

平成 24年 3月 同社 常務取締役 

        （現在に至る） 
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４．新任役員の経歴 

氏 名  渡 淳二 

生年月日 昭和 30年 12月 2日 

出身地  福岡県 

略 歴 

昭和 55 年 3月  京都大学農学部卒業 

昭和 55年 4月  （旧）ｻｯﾎﾟﾛﾋﾞｰﾙ株式会社（現ｻｯﾎﾟﾛﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社）入社 

平成 17年 3月  （現）サッポロビール株式会社 価値創造フロンティア研究所長 

平成 20年 3月  同社 取締役執行役員 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部副本部長 兼 新価値開発部長 

平成 22年 3月  同社 取締役執行役員 営業本部副本部長 兼 新価値開発部長 

平成 24年 3月  同社 取締役執行役員 新価値開発本部長 

         （現在に至る） 

 

氏 名  溝上俊男 

生年月日 昭和 34年 4月 16日生 

出身地  東京都 

略 歴 

昭和 59 年 3月 中央大学法学部法律学科卒業 

昭和 59年 4月 （旧）ｻｯﾎﾟﾛﾋﾞｰﾙ株式会社（現ｻｯﾎﾟﾛﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社）入社 

平成 9年 7月 サッポロホテルエンタプライズ株式会社 副経理部長 

平成 11年 9月 同社 経理部長 

平成 16年 3月 （現）サッポロビール株式会社 経理統括部 決算ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

平成 16年 9月 同社 北海道本部 総務部長 

平成 18年 9月  同社 経営戦略部 経営管理ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 兼 経理部 予算ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ  

平成 20年 3月 同社 経理部長 

平成 23年 3月 同社 執行役員 経理部長 

平成 24年 3月 サッポロホールディングス株式会社 経理部長  

兼 サッポログループマネジメント株式会社 取締役ｸﾞﾙｰﾌﾟ経理部長 

平成 25年 9月 サッポロホールディングス株式会社 経理部長 

兼 サッポログループマネジメント株式会社 取締役 

（現在に至る） 

 

氏 名  岩田義浩 

生年月日 昭和 36年 8月 21日生 

出身地  東京都 

略 歴 
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昭和 59 年 3月 慶応義塾大学法学部卒業 

昭和 59年 4月 （旧）ｻｯﾎﾟﾛﾋﾞｰﾙ株式会社（現ｻｯﾎﾟﾛﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社）入社 

平成 11年 9月 同社 営業本部 営業部 担当部長 

平成 13年 9月 同社 九州本部 マーケティング部長 

平成 18年 3月 （新）サッポロビール株式会社 経営戦略部長 

平成 23年 3月 サッポロホールディングス株式会社 経営戦略部長 

 兼 サッポロインターナショナル株式会社 取締役 

平成 23年 9月 サッポロインターナショナル株式会社 

 取締役 経営戦略部長 兼 営業部長 

平成 25年 3月 同社 取締役 経営戦略部長 

        （現在に至る） 

 

以 上 
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