
 

 

 

2023年１月17日 

各 位 

会 社 名  サトーホールディングス株式会社 

代 表 者  代表取締役社長兼CEO 小瀧 龍太郎 

（コード番号  6287 東証プライム市場） 

Ｕ Ｒ Ｌ  https://www.sato.co.jp 

問い合わせ先   執行役員 CFO兼 CCO 松本 房晃 

電 話 番 号  03(6628)2423 

 

代表取締役の異動ならびに役員・執行役員人事等に関するお知らせ 

 

当社は、2023年1月17日開催の取締役会において、本年４月１日付の代表取締役の異動、ならびに本年6月20

日開催予定の株主総会に付議する取締役および補欠監査役の候補者を決議しました。また、4月1日付の執行役員

体制も併せて決議しましたので、お知らせ致します。 

 

１．代表取締役の異動 

（１）異動の理由 

 経営体制の一層の強化を図るため。 

 

（２）異動の内容                               （ 2023年4月1日付 ） 

※小瀧 龍太郎は、本年6月20日開催予定の定時株主総会の終結をもって取締役を退任予定。 

※阿部  陽一は、本年6月20日開催予定の定時株主総会の終結をもって取締役を退任予定。 

 

（３）新任代表取締役の略歴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏 名 新役職名 現役職名 

小沼 宏行 代表取締役社長兼CEO 取締役上席執行役員 

小瀧 龍太郎 取締役 代表取締役社長兼CEO 

阿部 陽一 取締役 代表取締役上席執行役員 

氏名 略歴 

小沼 宏行 

1973年3月14日生 

5,923株 

2000年7月 当社入社 

2010年4月 株式会社サトー 国内営業本部東京事業本部メディカル事業部長 

2013年4月  株式会社サトー ヘルスケアカンパニー カンパニープレジデント 

2014年4月 サトーヘルスケア株式会社代表取締役社長 

2015年7月 当社執行役員 最高健康経営責任者 

2019年4月 当社上席執行役員 株式会社サトー代表取締役社長兼RFID事業統括 

2020年4月 当社上席執行役員 株式会社サトー代表取締役社長兼海外事業担当 

2020年6月 当社取締役 

2021年4月 当社取締役上席執行役員 国内事業担当 

兼 株式会社サトー代表取締役社長 

 

https://www.sato.co.jp/


２．取締役候補者 

 

（１）重任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）新任 

 

  

 

 

 

 

 

 

３．補欠監査役候補者 

 

  ・補欠監査役（重任） 

氏名 現役職名 

尹 志煌 補欠監査役（社外） 

  

氏名 現職位 

小沼 宏行 取締役兼上席執行役員 

鳴海 達夫 取締役 

田中 優子 取締役（社外）・指名諮問委員会委員長 

伊藤 良二 取締役（社外） 

山田 秀雄 取締役（社外）・取締役会議長 

藤重 貞慶 取締役（社外）・報酬諮問委員会委員長 

野々垣 好子 取締役（社外） 

氏名 略歴 

笹原 美徳 

 

 

1987年  4月 北海道サトー株式会社入社 

2001年 4月 株式会社サトー 営業本部東京支社産業ｼｽﾃﾑ営業部四課 課長  

2005年 4月 株式会社サトー 営業本部東京支社営業２部 次長 

2005年 10月 株式会社サトー 営業本部八王子支店   支店長  

2010年 4月 株式会社サトー 国内営業本部東京事業本部FA事業部 事業部長  

2012年 7月 当社執行役員 株式会社サトー 国内営業本部東京事業統括長 

2014年 4月 当社執行役員 株式会社サトー 営業ユニット ユニット長  

2016年 4月 当社執行役員 株式会社サトー 副社長  

2019年 4月 当社上席執行役員 最高健康経営責任者 兼  

株式会社サトー副社長 兼 生産本部長   

2020年 4月 当社上席執行役員 最高健康経営責任者 兼  

株式会社サトー副社長 兼 モノづくり本部長    

2022年 4月 当社上席執行役員 最高健康経営責任者 兼  

株式会社サトー副社長 兼 モノづくり本部長 兼  

RFID事業本部長  （現任） 



・補欠監査役（新任） 

氏名 略歴 

  清原 義文 

 

1986年 4月 株式会社サトー 入社 

1991年 3月 株式会社サトー 秘書室 主任 

1995年 2月 株式会社サトー 名古屋支店 課長 

1998年 2月 株式会社サトー TC推進部 

2004年 7月 株式会社サトー 営業本部TC推進部 部長 

2006年 7月 株式会社サトー 営業本部TC推進部 執行役員 

2011年 10月 当社常務執行役員 サトーロジスティクス株式会社 社長 

2014年 4月 当社監査室 室長  

2022年 4月 当社国内監査部 部長 （現任） 

 

※退任予定監査役 

社内監査役 永倉 淳一は、本年6月20日開催予定の定時株主総会の終結をもって監査役を退任予定。 

 

４．執行役員一覧及び担当（2023年4月1日付） 

 

氏名 役付 新役職名 

小沼 宏行 代表取締役 社長 兼 CEO  

 笹原 美徳※ 上席執行役員 

 

国内事業統括・業務IT担当 兼 

株式会社サトー代表取締役社長 

進藤 隼人 上席執行役員 海外事業統括 兼 欧州・オセアニア地域担当 

宇敷 謙二 執行役員 株式会社サトー取締役 価値創造本部長 

Maria Olcese 執行役員 南米担当 兼 

Achernar S.A. ゼネラルマネージャー 

大西 裕紀 執行役員 アジア担当 

弓場 吾朗 執行役員 海外事業副統括 兼 北中米地域・インド担当 

松本 房晃 執行役員 CFO兼CCO 

和田 啓孝 執行役員 株式会社サトー モノづくり本部長 兼     

RFID事業本部長 

橋本 英幸 執行役員 Argox・プライマリー・PJM事業担当 

武井 美樹 執行役員 グローバルマーケティング統括 

間瀬 直美 執行役員 グローバル人財統括 兼 CWO 

清水 祐寿 執行役員 海外事業副統括（経営管理） 

岡本 剛 執行役員 株式会社サトー 営業本部長 

     ※笹原 美徳は本年６月20日開催予定の定時株主総会における新任取締役候補者です。 

 

５．関係会社社長の異動（2023年4月1日付） 

 

氏名 新役職名 

坂元 伸一郎 サトーヘルスケア株式会社代表取締役社長 

 

 

 

以上 


