2014 年 3 月 3 日

富士重工業 役員の
役員の異動および
異動および担当業務
および担当業務の
担当業務の変更について
変更について
富士重工業は下記の通り、役員の異動および担当業務の変更を行います。
※Ｃ･･･カンパニー、ＳＯＡ･･･Subaru of America, Inc.、ＳＩＡ･･･Subaru of Indiana Automotive, Inc.

１．昇任執行役員（2014 年 4 月 1 日付）
専務執行役員

笠井 雅博（かさい まさひろ）
（現 常務執行役員 スバル製造本部長 兼 群馬製作所長）

常務執行役員

中村 知美（なかむら ともみ）
（現 執行役員 スバルグローバルマーケティング本部副本部長
兼 スバル海外第一営業本部副本部長 兼 スバル海外第二営業本部副本部長
（企画担当）
）

常務執行役員

細谷 和男（ほそや かずお）
（現 執行役員 人事部長）

常務執行役員

大河原 正喜（おおかわら まさき）
（現 執行役員 ＳＩＡ社長）

２．新任執行役員（2014 年 4 月 1 日付）
常務執行役員

村上 晃彦（むらかみ のぶひこ）
（現 トヨタ自動車株式会社 カスタマーファースト推進本部副本部長）

執行役員

為谷 利明（ためがい としあき）
（現 スバル製造本部 群馬製作所 副所長 兼 経営企画部 担当部長）

執行役員

栗原 宏樹（くりはら ひろき）
（現 名古屋スバル自動車株式会社代表取締役社長）

執行役員

大拔 哲雄（おおぬき てつお）
（現 スバル技術本部 車体設計部長）

３．退任執行役員（2014 年 3 月 31 日付）
高田 充（たかだ みつる） （現 専務執行役員 スバル海外第二営業本部長）
鴨川 珠樹（かもがわ たまき） （現 常務執行役員 スバル購買本部長）
注）4 月 1 日付でスバル興産株式会社代表取締役社長に就任予定

平川 良夫（ひらかわ よしお） （現 常務執行役員 スバル技術本部副本部長）
注）4 月 1 日付でスバルテクニカインターナショナル株式会社代表取締役社長 兼 当社技監に就任予定

務川 達彦（むかわ たつひこ） （現 常務執行役員 スバル技術本部副本部長）
注）4 月 1 日付で富士テクノサービス株式会社代表取締役社長に就任予定

中井 毅（なかい つよし)

(現 執行役員 渉外担当）

注）4 月 1 日付で当社顧問に就任予定

４．取締役担当業務の変更（2014 年 4 月 1 日付）
※上段：管掌、中段：業務執行責任範囲、下段：委嘱
氏名
新職

取締役
兼 専務執行役員
馬渕 晃

取締役
兼 専務執行役員
武藤 直人

取締役
兼 専務執行役員
池田 智彦

取締役
兼 専務執行役員
髙橋 充

取締役
兼 専務執行役員
日月 丈志

旧職

経営企画部、事業企画部、関連企業部、
中国プロジェクト準備室、
スバル原価企画管理本部、
スバル購買本部、スバル品質保証本部

経営企画部、事業企画部、関連企業部、
中国プロジェクト準備室、
スバル原価企画管理本部、
スバル商品企画本部、スバル購買本部、
スバル品質保証本部

経営企画部、事業企画部、関連企業部、
中国プロジェクト準備室

左記に同じ

中国プロジェクト準備室長

左記に同じ

知的財産部、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、スバル技術本部、
スバル技術研究所

スバル技術本部、スバル技術研究所

左記に同じ

スバル技術本部長、スバル技術研究所長

左記に同じ

秘書室、人事部

秘書室、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、
スバル海外第二営業本部

秘書室

秘書室、人事部、
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

財務管理部、広報部、情報企画部、
総務部、法務部、監査部

左記に同じ

ＣＦＯ、財務管理部、広報部、総務部、
法務部、監査部

ＣＦＯ、財務管理部、広報部、総務部

財務管理部長

財務管理部長

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

スバル海外第一営業本部、ＳＯＡ

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、
ＳＯＡ

スバルグローバルマーケティング本部長

スバル海外第一営業本部長
兼 ＳＯＡ会長

５．執行役員担当業務の変更（2014 年 4 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）

専務執行役員
灰本 周三

情報企画部、産業機器Ｃ
／産業機器Ｃプレジデント

事業企画部、情報企画部、産業機器Ｃ
／事業企画部長
兼 産業機器Ｃプレジデント

専務執行役員
笠井 雅博

スバル購買本部
／スバル購買本部長

スバル製造本部
／スバル製造本部長 兼 群馬製作所長

スバル海外第二営業本部、
スバル部品用品本部
／スバル海外第二営業本部長、
兼 スバル部品用品本部長

スバル部品用品本部、
スバルグローバルマーケティング本部
／スバル部品用品本部長
兼 スバルグローバルマーケティング本部
副本部長

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

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
／スバルグローバルマーケティング本部
副本部長
兼 スバル海外第一営業本部副本部長
兼 スバル海外第二営業本部副本部長
（企画担当）

常務執行役員
大河原 正喜

スバル製造本部
／スバル製造本部長
兼 群馬製作所長

ＳＩＡ
／ＳＩＡ社長

執行役員
野飼 康伸

スバル原価企画管理本部
／スバル原価企画管理本部長
兼 事業企画部長

スバル原価企画管理本部
／スバル原価企画管理本部長

執行役員
前田 聡

知的財産部、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
／スバル技術本部副本部長

常務執行役員
小林 英俊

常務執行役員
中村 知美

６. 新任執行役員の担当業務（2014 年 4 月 1 日付）
氏名

新職（業務執行責任範囲／委嘱）

旧職

常務執行役員
村上 晃彦

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
副本部長

―

執行役員
為谷 利明

ＳＩＡ
／ＳＩＡ社長

スバル製造本部 群馬製作所 副所長
兼 経営企画部 担当部長

執行役員
栗原 宏樹

スバル国内営業本部
／スバル国内営業本部副本部長

名古屋スバル自動車株式会社
代表取締役社長

執行役員
大拔 哲雄

スバル技術本部
／スバル技術本部副本部長
兼 車体設計部長

スバル技術本部 車体設計部長

以上

