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取締役会の改革および経営執行役制度の導入に関するお知らせ 
 
 当社は、平成 18 年 3 月 22 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役会の改

革および経営執行役制度の導入を決議いたしましたので、お知らせいたします。 
 

記 
 
１．取締役会の改革および経営執行役制度導入の目的 

「責任・権限を明確にし、効率的・機動的な経営を行い、内外に対する経営の透

明性を強化」するために現行の経営体制を見直し、「経営の監督と執行の分離」

を実施いたします。 
 
２．取締役会の改革および経営執行役制度の概要 

(1)取締役会の改革 
・取締役会は、従来どおりの決議事項のほか、株主およびグループ全体の立場に

立った経営監督機能に集中します。 
・現在 17 名の取締役を 10 名程度に減員するとともに、代表取締役社長を除く専

務、常務などの役付取締役を廃止します。 
(2)経営執行役制度 

・経営執行役には、担当する事業分野の責任者として職責に応じた権限を委譲し

た上、明確に責任を持たせることで、経営執行のスピードアップを図ります。 
・経営執行役および役付経営執行役は、取締役会の決議により選任します。 
・会社と経営執行役との契約関係は委任契約とし、任期は 1 年とします。 
 

３．実施時期 
  平成 18 年 4 月 1 日（なお、取締役の減員は本年 6 月下旬開催予定の定時株主総

会終結の時をもって実施します。） 



４．取締役および経営執行役の体制（平成 18 年 4 月 1 日付） 
氏 名 新役職名 現役職名 

大石 侊弘 代表取締役社長 経営執行役社長 代表取締役社長 
小山 安正 取締役 専務取締役  

映像担当 
中村 圭一 取締役 経営執行役専務 

リビング、品質保証、環境担当 
専務取締役  
リビング担当 

戸田 行一 取締役 常務取締役  
コストダウン推進本部長 
兼 品質保証、環境、モータ担当

兼 モータ事業部長 
中村 宗弘 取締役 経営執行役常務 

公共ネットワーク、システム、 
電子デバイス担当 

常務取締役  
公共ネットワーク、システム、 
電子デバイス担当 

佐藤 幸夫 取締役 経営執行役常務 
コストダウン推進本部長 
 
兼 物流担当 

常務取締役  
コストダウン推進本部副本部長 
（調達担当） 
兼 物流担当 

大内 薫 取締役 経営執行役常務 
国内民生営業、宣伝、サービス、 
渉外担当 
兼 エリア戦略推進本部長 

常務取締役  
国内民生営業、宣伝、サービス、 
渉外担当 
兼 エリア戦略推進本部長 

小坂井 朝郎 取締役 経営執行役常務 
映像担当 

常務取締役  
映像副担当 

篠原 俊次 取締役 経営執行役常務 
総務、法務、知的財産、広報、 
人材開発担当  
兼 社長室長 
兼 法務部長 

常務取締役  
総務、法務、知的財産、広報、 
人材開発担当  
兼 社長室長 
兼 法務部長 

栁本 潤二 取締役 経営執行役常務 
アジア、中東担当 
兼 Fujitsu General (Asia) Pte. 
Ltd. 社長 

取締役  
アジア、中東担当 
兼 Fujitsu General (Asia) Pte. 
Ltd. 社長 

﨑 久樹 取締役 経営執行役常務 
海外営業担当 

取締役  
海外営業担当  
兼 海外販売推進統括部長 
兼 ＡＣ販売推進部長 
兼 映像販売推進部長 

斑目 哉 取締役 取締役 
松本 清二 取締役 経営執行役 

コストダウン推進本部ＳＣＭ推進

統括部長 

取締役  
コストダウン推進本部ＳＣＭ推進

統括部長 



 
氏 名 新役職名 現役職名 

菅沼 宏充 取締役 経営執行役 
 
ＶＲＦ事業部長 
兼 技術部長 
兼 浜松事業所長 

取締役  
ＰＡＣ・ＶＲＦ担当 
兼 ＶＲＦ事業部長 
兼 技術部長 
兼 浜松事業所長 

庭山 弘 取締役 経営執行役 
財務部長 
兼 経理部長 

取締役 
財務部長 
兼 経理部長 

曽田 耕一 取締役 経営執行役 
映像情報事業部長 

取締役 
映像情報事業部長 

小湏田 恒直 取締役 経営執行役 
国内営業推進部長 
兼 空調機営業推進部長 
兼 Ｗｅｂ営業推進部長 

取締役 
国内営業推進部長 
兼 空調機営業推進部長 
兼 Ｗｅｂ営業推進部長 

五十嵐 久男 経営執行役 
モータ事業部長 

 
モータ事業部長付 

鈴木 滋 経営執行役 
株式会社富士通ゼネラルシステム

エンジニアリング社長 
兼 システム事業部長 

 
株式会社富士通ゼネラルシステム

エンジニアリング社長 
兼 システム事業部長 

曽我部 隆 経営執行役 
人材開発部長 

 
人材開発部長 

田中 雅人 経営執行役 
リビング事業管理部長 

 
リビング事業管理部長 

藤 裕文 経営執行役 
Fujitsu General Visual Systems 
(Europe) SAS 社長 

 
Fujitsu General Visual Systems 
(Europe) SAS 社長 

川島 秀司 経営執行役 
ＲＡＣ事業部長 

 
ＲＡＣ事業部長 

 
以上 


