
 

 

平成２２年６月２８日 

         

 

 

 

 

 

 

役員人事及び人事異動のお知らせ 

 

本日開催いたしました第４０回定時株主総会におきまして、取締役７名（重任５名、新任２名）が

選任され、株主総会後に開催いたしました取締役会におきまして、役員人事を含む人事異動を、

下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

【取締役の選任と退任】 

平成２２年６月２８日付 

 

《新任取締役》 

新役職 旧役職 氏名 

専務取締役 専務執行役員 生嶋 滋実  

常務取締役 常務執行役員 坂下 智保 

※執行役員を兼務 

 

《退任取締役》 

新役職 旧役職 氏名 

副会長執行役員 取締役副会長 蓮見 敏男  

 

【取締役一覧】 

役職 氏名 担当 

代表取締役社長 白石 晴久  

専務取締役 三角 恒明 

金融事業グループ・ファシリティ部・ 

ロボット事業推進部・ 

再生医療研究部担当 

専務取締役 吉田   實 
プロダクト事業グループ・国際部・ 

業務推進部担当 

会 社 名      富 士 ソ フ ト 株 式 会 社 

代表者名  代表取締役社長   白 石 晴 久 

     （コード番号 ９７４９ 東証第１部） 

問合せ先  企画部経財室長   内 藤 達 也 

（ＴＥＬ ０４５－６５０－８８１１） 



役職 氏名 担当 

専務取締役 生嶋 滋実 

システム開発事業グループ・ 

ソリューション事業グループ担当 

グループ会社統括室副担当 

常務取締役 坂下 智保 企画部・人財部担当 

取締役（社外） 相磯 秀夫  

取締役（社外） 堺屋 太一  

※代表取締役社長 白石 晴久、専務取締役 三角 恒明、専務取締役 吉田 實、専務取締役 

生嶋 滋実、常務取締役 坂下 智保は執行役員を兼務しています。 

 

 

【顧問の退任】 

平成２２年６月３０日付 

役職 氏名 

顧問 堀田 一芙 

 

 

【人事異動】 

平成２２年７月１日付 

新職 旧職 氏名 

金融事業グループ 

保険第 1 システムユニット長 

金融事業グループ 

事業企画ユニット長兼 

保険第 1 システムユニット長 

瀧川 弘之 

事業企画ユニット長 

ソリューション事業グループ 

総合ソリューションユニット 

ＰＭＯディビジョン 課長 

長岡 正則 

エリア事業グループ 

副事業グループ長 エリア事業グループ中国支社長 岡嶋 秀実 

事業企画ユニット長 
エリア事業グループ中部支社 

第２システムユニット長 
藤田 一隆 

中部支社第２システムユニット長 
エリア事業グループ中部支社 

営業ユニット長 
藤原 裕起 

中部支社営業ユニット長 
エリア事業グループ中部支社 

営業ユニット第１営業ディビジョン長 
瀧沢 正直 

関西支社長 エリア事業グループ九州支社長 森重 俊洋 

中国支社長 エリア事業グループ関西支社長 氏永 眞一 



新職 旧職 氏名 

エリア事業グループ 

九州支社長 
エリア事業グループ 

副事業グループ長兼事業企画ユニット長 
坂口 裕之 

ファシリティ部 

ファシリティ部長兼ファシリティ統括室長 ファシリティ部長 山田 礼二 

国際部 

国際部長 国際部長兼国際事業推進室長 草彅 徹 

国際部国際事業推進室長 国際部付部長 安江 令子 

 

以上 

 

※別紙  役員一覧 



別紙 

平成 22 年 6 月 28 日 

 

 

 

役職 氏 名 

 会長 野澤  宏 

 
 
≪取締役≫ 

役職 氏 名 担当・兼務 

 代表取締役社長   ※ 白石 晴久  

 専務取締役   ※ 三角 恒明 
金融事業グループ・ファシリティ部・ 

ロボット事業推進部・再生医療研究部担当 

 専務取締役   ※ 吉田   實 
プロダクト事業グループ・国際部・ 

業務推進部担当 

 専務取締役   ※  生嶋 滋実 

システム開発事業グループ・ 

ソリューション事業グループ担当 

グループ会社統括室副担当 

 常務取締役   ※  坂下 智保  企画部・人財部担当 

 取締役（社外）      相磯 秀夫  

 取締役（社外）      堺屋 太一  

※ 執行役員兼務 

 

≪執行役員≫ 

役職 氏 名 担当・兼務 

 副会長執行役員      蓮見 敏男 
内部統制監査室・内部告発室・ 

グループ会社統括室・秘書室・総合管理部担当 

 常務執行役員 今城 浩一 
エリア事業グループ担当・ 

プロダクト事業グループ副担当 

 常務執行役員 河野 文豊 
クラウド基盤部・ＩＴマネジメント部 

事業開発部担当 

 執行役員 三本 幸司  プロダクト事業グループ長 

 執行役員 山口 昌孝  システム開発事業グループ長 

 執行役員 常川 健二 
 総合管理部長 

 危機管理防災本部長 

 執行役員 竹林 義修 
 システム開発事業グループ 

 副事業グループ長 

 執行役員 栁  英雄 
 ソリューション事業グループ 

 インフラＢＰＯソリューションユニット長 

 執行役員 梶野  洋  企画部長 

執行役員 渋谷 正樹 ロボット事業推進部長、Ｒ＆Ｄ室長 

執行役員 木村 宏之 ソリューション事業グループ長 

執行役員 豊田 浩一 システム開発事業グループ事業企画ユニット長 

平成２２年６月２８日付 富士ソフト株式会社 役員一覧 



役職 氏 名 担当・兼務 

執行役員 千代田 等 金融事業グループ長 

執行役員 佐藤  諭 エリア事業グループ長 

執行役員 野澤 仁太郎 業務推進部長 

執行役員 須藤  勝 秘書室長、人財部副担当 

執行役員 田原  大 
プロダクト事業グループ 

デジタルコンシューマユニット長 

 
 
 ≪監査役≫ 

役職 氏 名 

 常勤監査役 (社外) 石村 英二郎 

 監査役 飛谷 安宣 

 監査役 (社外) 佐々木 秀夫 

 監査役 澁谷 純治 

 

 

 ≪顧問≫ 

役職 氏 名 

 顧問 谷内 正太郎 

 
 


