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平成 25年 2月 8日 

各 位 

 

 

 

 

 

 

 

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、その他の役員の異動については、平成 25 年 3 月 28 日に開催予定の定時株主総会におい

て正式に決定される予定です。 

 

記 

 

１．代表取締役の異動の内容 

（１）異動の理由 

   任期満了による退任 

 

（２）退任する代表取締役の氏名及び役職名 

   氏 名  村上隆男 

   旧・役職名 代表取締役会長 

        ※退任後、当社相談役就任予定 

 

（３）退任予定日 

   平成 25年 3月 28日開催予定の第 89回定時株主総会の終結の時 

 

２．その他の役員の異動 

  （１）新任取締役 

     尾賀真城  （現 サッポロビール株式会社 取締役兼常務執行役員） 

     堀 雅寿  （現 グループ執行役員  

兼 ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社 代表取締役社長） 

 

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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  （２）退任取締役 

   寺坂史明  （現 常務取締役 兼 グループ執行役員、 

サッポロビール株式会社 代表取締役社長） 

 

  （３）新任監査役 

     杉江和男  （現 DIC株式会社 取締役会長） 

      

  （４）退任監査役 

     竹原 功  （現 社外監査役） 

      

 

３．新任役員の経歴 

  氏 名  尾賀真城 

  生年月日 昭和 33年 12月 2日生 （54歳） 

  出身地  東京 

  略 歴   

昭和 57年 3月 慶應義塾大学法学部卒業 

昭和 57年 4月  （旧）サッポロビール株式会社（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 11 月 同社 東京支社 流通営業部長 

平成 11年 9月 同社 市場開発本部 流通営業部 担当部長 

平成 14年 10月 同社 ビール事業本部 マーケテイング部 グループリーダー 

平成 16年 9月 （現）サッポロビール株式会社 近畿圏本部 大阪第１支社長 

平成 17年 9月 同社 北海道本部 流通営業部長 

平成 18年 10月 同社 首都圏本部 東京統括支社長 

平成 21年 3月 同社 執行役員就任 北海道本部長委嘱 

平成 22年 3月 同社 取締役 兼 常務執行役員就任 営業本部長委嘱 

            （現在に至る） 

 

  氏 名  堀 雅寿 

  生年月日 昭和 28年 10月 14日生 （59歳） 

  出身地  愛知県 

  略 歴   

昭和 51 年  3月     慶應義塾大学経済学部卒業 

昭和 51 年 4月  富士ゼロックス株式会社入社 

昭和 62 年 3月     慶應義塾大学大学院経営管理研究科修了 

平成 2年 1月  株式会社日本総合研究所入社 経営コンサルタント 
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平成 13 年 6月  株式会社ポッカコーポレーション入社 取締役企画室長（非常勤） 

平成 15 年  4月  同社 専務取締役就任 

平成 17 年 12月  同社 代表取締役社長就任 

平成 23 年  3月  サッポロホールディングス株式会社 グループ執行役員就任（現任） 

平成 23 年  6月  株式会社ポッカコーポレーション 代表取締役会長就任 

平成 24 年  3月  サッポロ飲料株式会社 代表取締役社長就任 

平成 24 年  3月   ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社 代表取締役社長就任 

         （現在に至る） 

※本年 1月 1日付でサッポロ飲料株式会社と株式会社ポッカコーポレーショ

ンはポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社と合併しました。 

 

氏 名  杉江和男 

  生年月日 昭和 20年 10月 5日生 （67歳） 

  出身地  北海道 

  略 歴   

昭和 45 年  3月  北海道大学大学院工学研究科卒業 

昭和 45 年  4月  大日本インキ化学工業株式会社（現 DIC 株式会社）入社 

平成 元年 8月  同社 石油化学企画開発部長 

平成 10 年 9月  同社 経営企画室長 

平成 13 年 6月  同社 取締役就任 

平成 14 年 6月  同社 常務取締役就任 

平成 16 年 6月  同社 専務取締役就任 

平成 18 年 6月  同社 代表取締役副社長就任 

平成 20 年 4月  同社 代表取締役副社長執行役員就任 

平成 21 年 4月  同社 代表取締役社長執行役員就任 

平成 24 年 4月  同社 取締役会長就任 

          （現在に至る） 

 

以上 

 


