
 

 

2005 年 3 月 31 日 

富士重工業株式会社 

 

富士重工業 新役員体制について 

 

 

 

富士重工業は、2005 年 3 月 31 日に開催した取締役会において、下記の通り新役員人事を内定および決定した。 

 

 

記 

 

 

一、役員の異動 

 

①新任取締役：2005 年 6 月 24 日予定 

    取締役  兼  専務執行役員    伊能  喜義（いのう  きよし）    （現  専務執行役員） 

    取締役  兼  専務執行役員    小松   煕 （こまつ  ひろし）    （現  専務執行役員） 

注）新任取締役の選任は、2005 年 6 月 24 日に開催予定の定時株主総会にて提案される予定 

 

②退任取締役：2005 年 6 月 24 日予定 

    和田  英生（わだ  ひでお）          （現  代表取締役副社長） 

    荒澤  紘一（あらさわ  こういち）    （現  取締役  兼  専務執行役員） 

    中坪  博之（なかつぼ  ひろゆき）    （現  取締役  兼  専務執行役員） 

 

③昇任執行役員：2005 年 4 月 1 日付 

    常務執行役員    森  郁夫（もり  いくお）        （現  執行役員） 

    常務執行役員    石原  卓（いしはら  たかし）    （現  執行役員） 

 

④新任執行役員：2005 年 4 月 1 日付 

    執行役員    蓮沼  愛雄（はすぬま  よしお） 

（現  スバルマーケティング本部副本部長  兼  営業企画部長） 

    執行役員    武藤  直人（むとう  なおと） 

（現  スバル商品企画本部副本部長  兼  商品企画部長） 

    執行役員    吉永  泰之（よしなが  やすゆき） 

（現  戦略本部副本部長  兼  経営企画部長 兼 自動車リサイクル推進室長） 

    執行役員    鴨川  珠樹（かもがわ  たまき） 

（現  スバル製造本部群馬製作所副所長 兼 製造原価管理部長） 

    執行役員    木村  正一（きむら  まさかず） 

（現  スバル購買本部副本部長  兼  自動車購買部長） 

    執行役員    馬渕   晃 （まぶち  あきら） 

（現  スバル技術本部副本部長  兼  技術管理部長） 

 



 

 

 

 

 

⑤退任執行役員：2005 年 3 月 31 日付 

    荒澤  紘一 （あらさわ  こういち）     

（現  取締役  兼  専務執行役員） 

    中坪  博之 （なかつぼ  ひろゆき）     

（現  取締役  兼  専務執行役員） 

中原  國隆 （なかはら  くにたか） 

    （現  専務執行役員  スバル米州営業本部長  兼  スバル欧州アジア大洋州営業本部長） 

    塚原   穰  （つかはら  ゆたか） 

    （現  常務執行役員  スバル商品企画本部長） 

    和仁  喜三郎（わに  きさぶろう） 

    （現  常務執行役員  エコテクノロジーカンパニープレジデント） 

    田村   稔  （たむら  みのる） 

    （現  常務執行役員  スバル製造本部長  兼   群馬製作所長） 

    寺尾  俊文 （てらお  としふみ） 

    （現  常務執行役員  戦略本部副本部長） 

    杉本   清   （すぎもと  きよし） 

    （現  執行役員  スバル商品企画本部副本部長  兼  デザイン部長） 

注）荒澤、中坪の 2名は 3月 31 日付で専務執行役員の職務を退任するが 4月 1日以降も取締役を継続、 

中原、塚原、和仁、田村、寺尾、杉本の 6名は、4月 1 日付にて当社顧問に就任、 

 

 

 

二、取締役担当業務の変更：2005 年 4 月 1 日付 

※職務の上段：管掌、中段：業務執行責任範囲、下段：委嘱、Ｃ･･･カンパニーの略 

氏名 新職 旧職 

代表取締役社長 

竹中  恭二 

  

スバル営業部門、スバル部品用品本部

― 
代表取締役副社長 

和田  英生 

 

― 

航空宇宙Ｃ、産業機器Ｃ、エコテクノロジーＣ、

総務部、法務部、監査部 

スバル購買本部、 

総務部、法務部、監査部 

エコテクノロジーＣ ― 

代表取締役副社長 

鈴木   浩 

エコテクノロジーＣプレジデント ― 

スバル製造本部、スバル品質保証本部

― 
取締役  

荒澤   紘一 

 

― 

スバル商品企画本部、スバル技術本部、 

スバル技術研究所、知的財産部 
左記に同じ 

スバル商品企画本部 ― 

取締役 

兼 専務執行役員 

土屋  孝夫 
スバル商品企画本部長 ― 

航空宇宙Ｃ、産業機器Ｃ、 

エコテクノロジーＣ 

― 

取締役 

中坪  博之  

― 



 

 

 

 

 

 

氏名 新職 旧職 

秘書室、財務管理部、広報部 、 

人事部、ＩＴシステム部 

経営企画部、秘書室、財務管理部、 

広報部 、人事部、ＩＴシステム部 

戦略本部 ― 

取締役  

兼 専務執行役員 

髙木   俊輔 
戦略本部長 ― 

取締役 

Troy A. Clarke 

（ﾄﾛｲ A. ｸﾗｰｸ） 

  

 

 

 

三、執行役員担当業務の変更：2005 年 4 月 1 日付 

※Ｃ･･･カンパニーの略、ＳＩＡ･･･スバル オブ  インディアナ  オートモーティブ  インクの略、 

ＳＯＡ･･･スバル  オブ  アメリカ  インクの略 

 

氏名           新職（業務執行責任範囲／委嘱）                  旧職（業務執行責任範囲／委嘱） 

専務執行役員 

伊能  喜義      スバル国内営業本部、スバルカスタマーセンター、   戦略本部／戦略本部長 

スバル部品用品本部／スバル国内営業本部長 

専務執行役員 

小松    煕      スバル原価企画管理本部、スバル製造本部、      産業機器Ｃ／ 

スバル購買本部、スバル品質保証本部／         産業機器Ｃプレジデント 

              スバル製造本部長                   兼 事業企画部長 

常務執行役員 

及川  博之      ＳＩＡ／ＳＩＡ社長                      左記に同じ 

常務執行役員 

石丸  雍ニ      総務部、法務部、知的財産部、監査部、             左記に同じ 

              東京事業所／法務部長  

常務執行役員 

奥原  一成      人事部、ＩＴシステム部／人事部長          スバル営業部門／ 

                                                                スバル日本営業本部長  

                                                                兼  スバルマーケティング本部長 

常務執行役員 

松尾  則久      航空宇宙Ｃ／航空宇宙Ｃプレジデント              左記に同じ 

常務執行役員 

鷲頭  正一      スバル技術本部／スバル技術本部長                左記に同じ 

常務執行役員 

石神  邦男      ＳＯＡ／ＳＯＡ会長 兼 社長                 左記に同じ 

常務執行役員 

近藤   潤       スバル原価企画管理本部／                       左記に同じ 

              スバル原価企画管理本部長 

常務執行役員 

森    郁夫      スバル海外営業本部／                 スバル部品用品本部／ 

              スバル海外営業本部長 兼 海外企画部長        スバル部品用品本部長  

 



 

 

 

 

 

 

氏名           新職（業務執行責任範囲/委嘱）                   旧職（業務執行責任範囲/委嘱） 

常務執行役員 

石原   卓       スバル購買本部／スバル購買本部長                 左記に同じ 

執行役員 

工藤  一郎      スバル技術本部、スバル技術研究所／              左記に同じ 

              スバル技術本部副本部長  兼  スバル技術研究所長 

執行役員 

David J. Malik  スバル技術本部、スバル技術研究所／              左記に同じ 

(ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ       スバル技術本部副本部長   

J.  ﾏﾘｯｸ)      兼  スバル技術研究所副所長 

執行役員 

星    恒憲      航空宇宙Ｃ／航空宇宙Ｃヴァイス・プレジデント      左記に同じ 

              兼  宇都宮製作所長 

執行役員 

岡崎  鎮弘      スバルカスタマーセンター、スバル国内営業本部／    スバル営業部門／ 

         スバルカスタマーセンター長                スバルカスタマーセンター長 

                兼 スバル国内営業本部副本部長            兼  スバル日本営業本部副本部長 

                兼 スバルアカデミー園長                          兼 スバルアカデミー園長 

          兼 自動車リサイクル推進室長 

執行役員 

湯浅  誠治      産業機器Ｃ／産業機器Ｃプレジデント          スバル品質保証本部／ 

スバル品質保証本部長 

執行役員 

桜井   智       スバル国内営業本部／                 人事部、広報部／人事部長 

                スバル国内営業本部副本部長 兼 営業企画部長 

執行役員 

石藤  秀樹      スバル技術本部／スバル技術本部副本部長        スバル商品企画本部／ 

兼 車両研究実験総括部長                スバル商品企画本部副本部長 

執行役員 

望月  孝司      産業機器Ｃ営業部門／                        左記に同じ 

              産業機器Ｃヴァイス・プレジデント  

執行役員 

Derek C. Leck   経営企画部、スバル商品企画本部商品企画部／       左記に同じ 

(ﾃﾞﾚｯｸ C. ﾚｯｸ)  スバル商品企画本部商品企画部主管 

執行役員 

芹澤  洋一      スバル部品用品本部／スバル部品用品本部長       スバル日本営業本部／ 

                                                                スバル日本営業本部副本部長 

                                                                  兼  中古車部長 

執行役員 

清水  一良      スバル品質保証本部／スバル品質保証本部長       スバル部品用品本部／ 

スバル部品用品本部副本部長 

                                                                兼  用品開発部長 



 

 

 

 

 

 

氏名           新職（業務執行責任範囲/委嘱）                   旧職 

執行役員 

蓮沼  愛雄      スバル国内営業本部／                           スバルマーケティング本部副本部長 

                スバル国内営業本部副本部長 兼  中古車部長       兼 営業企画部長 

執行役員 

武藤  直人      スバル商品企画本部／                 スバル商品企画本部副本部長  

                スバル商品企画本部副本部長 兼 商品企画部長    兼  商品企画部長 

執行役員 

吉永  泰之      戦略本部／                         戦略本部副本部長 

                戦略本部副本部長 兼 経営企画部長             兼 経営企画部長 

                                   兼 自動車リサイクル推進室長 

執行役員 

鴨川  珠樹      スバル製造本部／スバル製造本部群馬製作所長      スバル製造本部群馬製作所副所長 

                                   兼 製造原価管理部長 

執行役員 

木村  正一      スバル購買本部／                   スバル購買本部副本部長 

                スバル購買本部副本部長 兼 自動車購買部長      兼 自動車購買部長 

執行役員 

馬渕   晃       スバル技術本部／                   スバル技術本部副本部長 

                スバル技術本部副本部長 兼 技術管理部長       兼 技術管理部長 

 

 

 

以上 


