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2018 年４月５日 

各  位 

会 社 名 サンデンホールディングス株式会社

代 表 者 名 代表取締役 社長執行役員 神田 金栄

 （コード番号 6444  東証第一部）

問 合 せ 先 総務人事本部 総務統括室長 茂木 敏之 

 TEL (03) 5209-3296

 

代表取締役の異動および執行体制に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、2018年４月５日付の代表取締役の異動および執行

体制を決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 
１．代表取締役の異動 

 （１）異動の理由 

2017年５月11日付の「中期経営計画の策定について」で公表のとおり、当社グループは次の成長に向

けて確実に再起を図ることを目的に、2020年度を最終年度とする中期経営計画をスタートしており、本

中期経営目標を達成するためグループ全社を挙げて取り組んでおります。かかる中期経営計画を推進し、

持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るためには、新たな執行体制が始動する2018年４月から代

表取締役を増員し、より機動的で効率的な業務執行体制を構築することが当社にとって最適であるとの

判断の下に、取締役副社長 榊原努および西勝也の両氏を代表取締役に選定し、本日以降の代表取締役

の体制を以下のとおりとしたものであります。 
     

 （２）異動の内容 

   2018年４月５日付 

 氏名 新役職名 現役職名 

（新任） 榊原 努 代表取締役 副社長執行役員 取締役副社長 

（新任） 西 勝也 代表取締役 副社長執行役員 取締役副社長 

（辞任） 髙橋 貢 取締役会長 代表取締役会長 
 

2018年４月５日以降の代表取締役の体制は以下のとおり。 

代表取締役 社長執行役員 神田 金栄 

代表取締役 副社長執行役員 榊原 努 

代表取締役 副社長執行役員 西 勝也 

＜添付資料＞ 新任代表取締役の経歴 
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２．執行体制（４月５日付） 

役 職 氏 名 管掌・担当 

代表取締役 社長執行役員 神田 金栄  

代表取締役 副社長執行役員 榊原 努 経営システム、ガバナンス、総務人事 管掌 

代表取締役 副社長執行役員 西  勝也 企画、財務、経理、管理、 

開発・モノづくり戦略 管掌 

取締役 副社長執行役員 マークウルフィグ グローバルコンプライアンス 管掌 
兼）ｻﾝﾃﾞﾝ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･U.S.A.代表 

取締役 専務執行役員 小髙 充了 開発、製造、ＭＰＳ、品質 管掌 
兼）開発・モノづくり本部長 

取締役 常務執行役員 牛久保 隆平※1 ＩＣＴマネジメント管掌 

 専務執行役員 伊東 次夫※2 グローバルコンプレッサー事業統括 
兼）ｻﾝﾃﾞﾝ･ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ㈱代表取締役社長 

 専務執行役員 近藤 唯志 グローバルエアコン事業統括 
兼）ｻﾝﾃﾞﾝ･ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞｸﾗｲﾒｲﾄｼｽﾃﾑ㈱代表取締役社長 

 専務執行役員 海発 隆男 群馬担当 

 常務執行役員 大和 章浩 ＳＴＱＭグローバルセンター長 

 常務執行役員 蔭山 隆志 中国エリア代表 

 常務執行役員 森 益哉 グローバル流通事業統括 
兼）ｻﾝﾃﾞﾝ・ﾘﾃｰﾙｼｽﾃﾑ㈱代表取締役社長 

 執行役員 丸山 慎治 総務人事本部長 

 執行役員 高橋 博史 赤城事業所長 
兼）モノづくりプロセス標準化ＰＪ   

 執行役員 下村 卓 財務本部長 

 執行役員 辻 裕里 ＩＴ本部長 

 執行役員 立川 嘉浩 八斗島事業所長 
兼）開発・モノづくり本部 モノづくり担当 

 執行役員 小林 英幸 経営企画室長 

 執行役員 寺尾 博己 法務本部長 

 執行役員 秋間 透 経理本部長 

 執行役員 高橋 純也 管理本部長 
   

 ※１．取締役常務執行役員の牛久保隆平は、2018年２月８日付「取締役新体制に関するお知らせ」で公表

のとおり、2018年６月21日開催予定の第92期定時株主総会の終了の時をもって、任期満了により取

締役を退任する予定であります。 

 ※２．専務執行役員の伊東次夫は、2018年６月21日開催予定の第92期定時株主総会の決議で、取締役に就

任する予定であります。 

 

３．組織変更（４月５日付） 

ガバナンス・コンプライアンス等のグローバルでの動向および重要性を踏まえた機能強化として、法務

本部を新設します。 

 

以上 
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＜添付資料＞  

 

代表取締役 榊原 努（さかきばら つとむ）経歴 

 

生年月日  1951 年 11 月 28 日 

現役職  代表取締役 副社長執行役員 

経歴 

1974 年４月 当社入社 

2003 年６月 取締役 兼 執行役員財務経理本部長 

2009 年５月 執行役員経理本部長 

2013 年６月 執行役員経営企画室長 

2015 年６月 取締役 兼 専務執行役員経営企画室長 

2016 年６月 取締役副社長 経営システム、ガバナンス 管掌 

2018 年４月 代表取締役 副社長執行役員  

経営システム、ガバナンス、総務人事 管掌（現任） 

所有株式数 18,000 株 

就任日 2018 年４月５日 

 

 

代表取締役 西 勝也（にし かつや）経歴 

 

生年月日  1964 年８月３日 

現役職  代表取締役 副社長執行役員 

経歴 

1985 年４月 当社入社 

2009 年６月 取締役 兼 執行役員経営企画室長 

2012 年６月 取締役 兼 常務執行役員 経営企画、経理、財務、総務 管掌 

2013 年６月 常務取締役 

2015 年６月 取締役 兼 常務執行役員経理本部長 

2016 年６月 取締役副社長 企画、管理、財務、経理 管掌 

2018 年４月 代表取締役 副社長執行役員  

企画、財務、経理、管理、開発・モノづくり戦略 管掌（現任）

所有株式数 17,000 株 

就任日 2018 年４月５日 

 

 

 


