
 

 

 

2006 年 5 月 9 日 

 

富士重工業 役員の異動について 

 

 

富士重工業は、2006 年 5 月 9 日開催の取締役会において下記の通り新役員人事を内定ならびに決定した。な

お取締役および監査役の選任については、来る 6 月 27 日開催予定の第 75 期定時株主総会の議案にて諮る予定。 

 

 

１． 取締役候補者（2006 年 6 月 27 日付） 

◎代表取締役社長     森    郁夫（もり  いくお）        

（現  常務執行役員スバル海外営業本部長） 

○代表取締役副社長     土屋  孝夫（つちや  たかお）      

（現  代表取締役兼専務執行役員スバル商品企画本部長） 

○代表取締役副社長    小松   煕 （こまつ  ひろし）      

（現  取締役兼専務執行役員スバル製造本部長） 

代表取締役         髙木  俊輔（たかぎ  しゅんすけ）      

（現  代表取締役兼専務執行役員戦略本部長） 

◎取締役            及川  博之（おいかわ  ひろゆき）  

（現  常務執行役員スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク社長） 

◎取締役            松尾  則久（まつお  のりひさ）    

（現  常務執行役員航空宇宙カンパニープレジデント） 

◎取締役            奥原  一成（おくはら  かずしげ）  

（現  常務執行役員人事部長） 

取締役相談役       竹中  恭二（たけなか  きょうじ） 

（現  代表取締役社長） 

注）◎は新任、○は昇任 

 

 

２． 退任予定取締役（2006 年 6 月 27 日付） 

鈴木   浩 （すずき  ひろし）    （現  代表取締役副社長） 

伊能  喜義（いのう  きよし）    （現  取締役兼専務執行役員） 

注）退任予定取締役 2名は、6月 27 日付で富士重工業顧問に就任予定。 

 

 

３． 監査役候補者（2006 年 6 月 27 日付） 

石丸  雍ニ（いしまる  ようじ）  （現  常務執行役員法務部長） 

 

 

４． 退任予定監査役（2006 年 6 月 27 日付） 

永野  正義（ながの  まさよし）  （現  常勤監査役） 

注）現常勤監査役の街風  武雄、谷代  正毅、監査役の田代  守彦は、任期中となるので監査役総数は 4名。 

 



 

 

 

５． 昇任執行役員（2006 年 6 月 1 日付） 

専務執行役員    森    郁夫（もり  いくお） 

（現  常務執行役員スバル海外営業本部長、6月27日付で代表取締役社長に就任予定） 

専務執行役員    及川  博之（おいかわ  ひろゆき）  

（現  常務執行役員スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク社長） 

専務執行役員    松尾  則久（まつお  のりひさ）    

（現  常務執行役員航空宇宙カンパニープレジデント） 

専務執行役員    奥原  一成（おくはら  かずしげ）  

（現  常務執行役員人事部長） 

専務執行役員    鷲頭  正一（わしづ  しょういち） 

（現  常務執行役員スバル技術本部長） 

常務執行役員    星    恒憲（ほし  つねのり） 

（現  執行役員航空宇宙カンパニーヴァイス・プレジデント） 

常務執行役員    工藤  一郎（くどう  いちろう） 

（現  執行役員スバル技術本部副本部長兼スバル技術研究所長） 

 

 

６． 新任執行役員（2006 年 6 月 1 日付） 

専務執行役員    長門  正貢（ながと  まさつぐ） 

（前  ㈱みずほコーポレート銀行常務執行役員） 

執行役員        池田  智彦（いけだ  ともひこ） 

（現  スバル海外営業本部副本部長兼欧州・中近東・アフリカ営業部長） 

執行役員        日月  丈志（たちもり  たけし） 

（現  スバル商品企画本部上級プロジェクトゼネラルマネージャー） 

執行役員        永野   尚 （ながの  ひさし） 

（現  航空宇宙カンパニーヴァイス・プレジデント兼航空機設計部長） 

執行役員        高橋   充 （たかはし  みつる） 

（現  財務管理部長） 

 

 

７． 退任執行役員（2006 年 5 月 31 日付） 

常務執行役員    石丸  雍ニ（いしまる  ようじ）   

（現  法務部長、6 月 1日付で富士重工業顧問に就任予定） 

執行役員        湯浅  誠治（ゆあさ  まさはる） 

（現  産業機器カンパニープレジデント、6月 1 日付で富士重工業顧問に就任予定） 

執行役員        桜井   智 （さくらい  さとし） 

（現  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アカデ 

ミー園長、6月 1 日付でスバルリビングサービス㈱社長に就任予定） 

執行役員        石藤  秀樹（いしどう  ひでき） 

（現  スバル技術本部副本部長兼車両研究実験総括部長、6 月 1日付でスバル用品㈱ 

社長に就任予定） 

執行役員        望月  孝司（もちづき  たかし） 

（現  産業機器カンパニーヴァイス・プレジデント兼富士重工産機販売㈱社長、執行 

役員退任後も富士重工産機販売㈱社長を継続） 

 

 



 

 

 

８． 退任執行役員（2006 年 6 月 27 日付） 

専務執行役員    伊能  喜義（いのう  きよし） 

 

 

6 月 27 日開催予定の株主総会後は、代表取締役が 4 名、取締役兼務の専務執行役員が 3 名、取締役相談

役が 1 名、専務執行役員（取締役兼務なし）が 2 名（内、新任が 1 名）、常務執行役員が 6 名、執行役員

が 12 名（内、新任が 4 名）、総数 28 名となり、監査役 4 名を加えて役員総数は 32 名となる。 

 

 

９． 取締役担当業務の変更（2006 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 

スバル商品企画本部、スバル技術本部、 

スバル技術研究所、スバル品質保証本部 

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 

スバル技術開発部門 スバル商品企画本部 

代表取締役 

兼  専務執行役員 

土屋  孝夫 

 スバル商品企画本部長 

戦略本部、秘書室、財務管理部、人事部、 

ＩＴシステム部、広報部 、法務部、監査部 

戦略本部、秘書室、財務管理部、 

人事部、ＩＴシステム部 

秘書室、広報部 戦略本部、秘書室、財務管理部 

代表取締役  

兼  専務執行役員 

髙木   俊輔 
 戦略本部長 

広報部、法務部、監査部 

広報部 

取締役 

兼  専務執行役員 

伊能   喜義 

 

― 

スバル原価企画管理本部、 

スバル製造本部、スバル購買本部、 

産業機器カンパニー 

スバル原価企画管理本部、 

スバル製造本部、スバル購買本部、 

スバル品質保証本部 

スバル製造部門 スバル製造本部 

取締役 

兼  専務執行役員 

小松   煕 

 スバル製造本部長 

 

 

１０． 執行役員担当業務の変更（2006 年 6 月 1 日付） 

※Ｃ･･･カンパニーの略、ＰＧＭ･･･プロジェクトゼネラルマネージャーの略 

 

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 

奥原  一成    人事部、ＩＴシステム部、総務部、        人事部、ＩＴシステム部／人事部長      

        東京事業所／人事部長 

専務執行役員 

長門 正貢    法務部、監査部／                               ― 

常務執行役員 

近藤   潤       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／     

スバル原価企画管理本部長                スバル原価企画管理本部長 

        兼 スバル購買本部副本部長 

常務執行役員 

石原   卓       スバル購買本部、スバル原価企画管理本部／       スバル購買本部／スバル購買本部長  

              スバル購買本部長 

兼 スバル原価企画管理本部副本部長 

 

 

 



 

 

 

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 

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

         スバル部品用品本部／スバル国内営業本部長     スバル国内営業本部長  

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        航空宇宙Ｃ／ 

航空宇宙Ｃヴァイス・プレジデント 

常務執行役員 

工藤 一郎      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／ 

        知的財産部／スバル技術本部副本部長        スバル技術本部副本部長 

        兼 スバル技術研究所長              兼 スバル技術研究所長  

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長     スバル商品企画本部／  

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      戦略本部／戦略本部長               戦略本部／   

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

  

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 

スバル製造本部長 兼 群馬製作所長 

執行役員 

木村  正一      スバルカスタマーセンター／            スバル購買本部／ 

スバルカスタマーセンター長             スバル購買本部副本部長 

兼  スバル国内営業本部副本部長  

兼  スバルアカデミー園長 

執行役員 

池田 智彦      スバル海外営業本部／              スバル海外営業本部副本部長 

                スバル海外営業本部副本部長           兼 欧州・中近東・アフリカ営業部長 

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上級ＰＧＭ 

                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  航空宇宙Ｃヴァイス・プレジデント 

                                                               兼  航空機設計部長 

執行役員 

高橋 充       財務管理部／財務管理部長            財務管理部長 

 

 

以上 

 


