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役員人事および代表取締役の異動について 

 

本日開催された取締役会において下記の役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。 

来る６月下旬の定時株主総会および終了後の取締役会ならびに監査役会を経て正式決定される 

予定です。 

記 

(  )内は現職   

１．取締役  

   

【重任】 伊東 千秋 取締役副会長 (代表取締役副社長) 

 大浦 溥 取締役 (株式会社アドバンテスト 相談役) 

 野中 郁次郎 取締役 (*1) (一橋大学 名誉教授) 

 伊藤 晴夫 取締役 (*1)  (富士電機ホールディングス株式会社 

 代表取締役 取締役社長) 

 岡田 晴基 取締役 (取締役上席常務) 

【新任】 広西 光一 取締役副社長(*2) (経営執行役常務) 

 富田 達夫 取締役副社長(*2) (経営執行役常務) 

【退任】 小倉 正道 (代表取締役副社長) ※退任後は当社常勤監査役に就任予定 

 (*1)会社法第２条第１５号に定める社外取締役   (*2)経営執行役を兼務とする。 

 

伊東 千秋氏と小倉 正道氏につきましては、職務の変更に伴い、代表取締役を退任す 

るものであります。 
 

３月２７日公表済みのもの   

【昇格】 間塚 道義 代表取締役会長 (代表取締役副社長) 

【新任】 野副 州旦 代表取締役社長 (経営執行役副社長) 

【重任】 秋草 直之 取締役相談役 (代表取締役会長） 

【退任】 黒川 博昭 (代表取締役社長) ※退任後は当社相談役に就任予定 

 

２．監査役 

    

【重任】 稲葉 善治 監査役(*3) (ファナック株式会社 代表取締役社長) 

 山室 惠 監査役(*3)(*4) (東京大学大学院法学政治学研究科 教授) 

 加藤 晃 常勤監査役 (常勤監査役) 

【新任】 小倉 正道 常勤監査役 (代表取締役副社長) 

【退任】 藪内 裕久 (常勤監査役) ※退任後は当社常任顧問に就任予定 

(*3)会社法第２条第１６号に定める社外監査役 

(*4)東京大学「営利企業役員等兼業審査委員会」の審査において了承を得ることを条件とする。 



 

 

３．経営執行役  

  (  )内は現職    

【昇格】 加藤 和彦 経営執行役上席常務 (経営執行役常務) 

 村嶋 純一 経営執行役上席常務 (経営執行役常務) 

 石田 一雄 経営執行役上席常務 (経営執行役常務) 

 リチャード・ 

クリストウ 

経営執行役上席常務 (経営執行役常務) 

 小原 恒明 経営執行役常務 (経営執行役) 

 石田 清信 経営執行役常務 (経営執行役) 

 上嶋 裕和 経営執行役常務 (経営執行役) 

 川妻 庸男 経営執行役常務 (経営執行役) 

 浜場 正明 経営執行役常務 (経営執行役) 

    

【新任】 小林 一雄 経営執行役 (常務理事) 

 中山 恵子 経営執行役 (常務理事) 

 梅村 良 経営執行役 (常務理事) 

 谷口 典彦 経営執行役 (常務理事) 

 浦川 親章 経営執行役 (地域ビジネスグループ 中国・四国・ 

九州営業担当 兼 九州営業本部長) 

    

【退任】 伊藤 公久 (経営執行役上席常務) ※退任後は株式会社富士通パーソナルズ 

代表取締役社長に就任予定 

 中村 巧 (経営執行役常務) ※退任後は株式会社富士通ビジネスシステム

専務取締役に就任予定 

 箕田 好文 (経営執行役) ※退任後は当社常任顧問に就任予定 

 

 

   

 上記以外の、現経営執行役３２名は重任といたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４．新任取締役候補者略歴 

  

 広西 光一 （ひろにし こういち） 

 生年月日： １９４５年 ７月 ７日 

 出身地 ： 東京都  

 学 歴 ： １９６８年 ３月 慶應義塾大学 経済学部卒業 

 職 歴 ： １９６８年 ４月 富士通株式会社入社 

  ２００１年 ６月 同社 常務理事（兼）コンシューマトランザクション事業本部長

  ２００３年 ６月 株式会社富士通アドバンストソリューションズ 

代表取締役社長 

  ２００５年 ５月 富士通株式会社 経営執行役常務 

   （兼）金融ソリューションビジネスグループ長 

  ２００８年 ４月 同社 経営執行役常務 

（兼）金融ソリューションビジネスグループ長 

（兼）ソリューションビジネスサポートグループ長 

  （現在に至る） 

 

 富田 達夫 （とみた たつお） 

 生年月日： １９４９年 ７月 ５日 

 出身地 ： 東京都 

 学 歴 ： １９７２年１２月 東京大学 理学部物理学科卒業 

 職 歴 ： １９７３年１２月 富士通株式会社入社 

  ２００２年 ４月 同社 コンピュータ事業本部長代理 

  ２００５年１０月 同社 経営執行役 (兼) モバイルフォン事業本部長 

  ２００７年 ６月 同社 経営執行役常務 

（兼）システムプロダクトビジネスグループ長 

（兼）プロダクトマーケティング本部長 

（兼）サーバシステム事業本部長（現在に至る） 

 

５．新任監査役候補者略歴 

  

 小倉 正道 （おぐら まさみち） 

 生年月日： １９４６年 ６月３０日 

 出身地 ： 神奈川県  

 学 歴 ： １９６９年 ３月 早稲田大学 第一商学部卒業 

 職 歴 ： １９６９年 ４月 富士通株式会社入社 

  １９９９年 ６月 同社 常務理事（兼）電子デバイス事業推進本部長 

  ２０００年 ６月 同社 取締役（兼）電子デバイス事業本部副本部長 

  ２００２年 ６月 同社 常務執行役（兼）電子デバイスビジネスグループ長 

  ２００３年 ６月 同社 取締役専務 経営執行役専務・ＣＦＯ 

   （兼）コーポレートセンター部門長 

  ２００６年 ６月 

 

同社 代表取締役副社長 

主として事務部門担当／ＣＦＯ (現在に至る) 

 

以  上  


