
 
 

2008 年 5 月 30 日 

                                     富士重工業株式会社 
 
 

役員担当業務変更について 
 
 
  富士重工業は、下記の通り、役員担当業務変更を行う。 

 
 

記 

 

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

 ＳＯＡ･･･スバル  オブ  アメリカ  インク、ＰＧＭ･･･プロジェクトゼネラルマネージャー 

 

１．取締役担当業務の変更 （2008 年 6 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 
 
氏名 新職 旧職 

戦略本部、秘書室、財務管理部、広報部、

情報企画部、総務部、法務部、監査部 

戦略本部、秘書室、財務管理部、広報部、

情報企画部、総務部、法務部、監査部 

ＣＦＯ（最高財務責任者）、 
秘書室、情報企画部、監査部 

ＣＦＯ（最高財務責任者）、秘書室、 
広報部、情報企画部、監査部 

代表取締役 
兼  専務執行役員 
髙木  俊輔 

― ― 

スバル海外第二営業本部 スバル海外第二営業本部 

スバル海外第二営業本部 スバル海外第二営業本部 
取締役 
兼  専務執行役員 
長門 正貢 ― スバル海外第二営業本部長 

 
 
２．執行役員担当業務の変更 (2008 年 6 月 1 日付) 
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    
近藤  潤   戦略本部／戦略本部長         戦略本部、スバル原価企画管理本部／戦略本部長 
                            兼 スバル原価企画管理本部長 

常務執行役員 
石原  卓   スバル購買本部、スバル部品用品本部／ スバル購買本部／スバル購買本部長 
       スバル購買本部長            
       兼 スバル部品用品本部長 

執行役員 
高橋  充     財務管理部、広報部、総務部、法務部／ 財務管理部、総務部、法務部／財務管理部長 
       財務管理部長 

執行役員 
野村 元清    スバル原価企画管理本部、スバル購買  スバル購買本部、スバル原価企画管理本部、 
       本部／スバル原価企画管理本部長     ＳＩＡ／スバル購買本部副本部長 
       兼 スバル購買本部副本部長       兼 スバル原価企画管理本部副本部長  

兼 ＳＩＡ副社長 

執行役員 
荒井 直人    エコテクノロジーＣ／         エコテクノロジーＣ／ 
       エコテクノロジーＣプレジデント     エコテクノロジーＣプレジデント 兼 企画管理部長 

 
 



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） 

執行役員 
上野 康男   スバルカスタマーセンター／      スバルカスタマーセンター／ 
       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 スバルアカデミー園長       兼 スバルアカデミー園長 
       兼 カスタマーセンター企画部長     

執行役員                                             
小林 英俊  スバル海外第二営業本部／       スバル海外第一営業本部副本部長  
       スバル海外第二営業本部長       兼 北米営業部長 

執行役員 
平川 良夫  スバル品質保証本部／         スバル商品企画本部副本部長  

スバル品質保証本部長         兼 デザイン部長 
 

 

３．取締役（予定）担当業務の変更 (2008 年 6月 25 日付) 

※職務の上段：管掌、中段：業務執行責任範囲、下段：委嘱 
氏名 新職 旧職 

― ― 

ＣＥＯ（最高経営責任者） 左記に同じ 
代表取締役社長 

森  郁夫 
― ― 

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 

スバル製造本部、スバル購買本部、 

スバル原価企画管理本部、産業機器Ｃ 

スバル技術開発部門 スバル製造部門 

代表取締役副社長 

小松   煕 

― ― 

秘書室、財務管理部、広報部、情報企画部、 

総務部、法務部、監査部 

戦略本部、秘書室、財務管理部、広報部、

情報企画部、総務部、法務部、監査部 

ＣＦＯ（最高財務責任者）、秘書室、 

情報企画部、監査部 

ＣＦＯ（最高財務責任者）、秘書室、 

情報企画部、監査部 

代表取締役 

兼  専務執行役員 

髙木   俊輔 

― ― 

スバル製造本部、スバル購買本部、 

スバル原価企画管理本部、ＳＩＡ 

スバル海外第一営業本部、ＳＩＡ、ＳＯＡ

スバル製造部門 ＳＩＡ 

取締役 

兼  専務執行役員 

及川  博之 
― ＳＩＡ会長 

航空宇宙Ｃ、エコテクノロジーＣ 左記に同じ 

航空宇宙Ｃ 左記に同じ 

取締役 

兼  専務執行役員 

松尾  則久 航空宇宙Ｃプレジデント 左記に同じ 

人事部、スバル国内営業本部、 

スバル部品用品本部、 

スバルカスタマーセンター 

人事部、 

スバルグローバルマーケティング本部、 

スバル国内営業本部、 

スバル部品用品本部、 

スバルカスタマーセンター 

人事部 左記に同じ 

取締役 

兼  専務執行役員 

奥原  一成 

人事部長 左記に同じ 

スバルグローバルマーケティング本部、 

スバル海外第一営業本部、 

スバル海外第二営業本部、ＳＯＡ 

スバル海外第二営業本部 

スバル海外営業部門 スバル海外第二営業本部 

取締役 

兼  専務執行役員 

長門 正貢 

― ― 

戦略本部、スバル品質保証本部、 

産業機器Ｃ 

― 

戦略本部 左記に同じ 

取締役 

兼  専務執行役員 

近藤  潤 
戦略本部長 左記に同じ 

※上記の取締役の役位は、6月 25 日開催の定時株主総会での選任を前提とするものである。 
 



※ご参考：執行役員担当業務（2008 年 6 月 25 日時点） 

氏名      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、スバル部品用品本部／スバル購買本部長  兼 スバル部品用品本部長 

常務執行役員 

星    恒憲 産業機器Ｃ／産業機器Ｃプレジデント 

常務執行役員 

蓮沼 愛雄      スバルグローバルマーケティング本部／スバルグローバルマーケティング本部長 

常務執行役員 
武藤  直人      スバル商品企画本部／スバル商品企画本部長 

常務執行役員 
吉永  泰之      スバル国内営業本部／スバル国内営業本部長 

常務執行役員 
馬渕   晃       スバル技術本部／スバル技術本部長 

常務執行役員 
鴨川  珠樹      スバル製造本部／スバル製造本部長 兼 群馬製作所長 

執行役員 
木村  正一      スバル国内営業本部／スバル国内営業本部副本部長 

執行役員 

池田 智彦      スバル海外第一営業本部、ＳＯＡ／スバル海外第一営業本部長 兼 ＳＯＡ会長  

        兼 ＳＯＡ社長 

執行役員 

日月 丈志      スバル商品企画本部／スバル商品企画本部副本部長  兼 上級ＰＧＭ 

執行役員 
永野  尚       航空宇宙Ｃ／航空宇宙Ｃヴァイス・プレジデント 

執行役員 
高橋   充       財務管理部、広報部、総務部、法務部／財務管理部長 

執行役員 
野村 元清      スバル原価企画管理本部、スバル購買本部／スバル原価企画管理本部長  
        兼 スバル購買本部副部長                                  

執行役員 
宮脇 基寿   スバル技術本部、スバル技術研究所、知的財産部／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 

笠井 雅博   ＳＩＡ／ＳＩＡ社長 

執行役員 

荒井 直人     エコテクノロジーＣ／エコテクノロジーＣプレジデント         

執行役員 
上野 康男    スバルカスタマーセンター／スバルカスタマーセンター長 兼 スバルアカデミー園長  
        兼 カスタマーセンター企画部長 

執行役員 
小林 英俊   スバル海外第二営業本部／スバル海外第二営業本部長 

執行役員 
平川 良夫   スバル品質保証本部／スバル品質保証本部長 

 

                     
                                                                                           以上 


