
平成２４年３月２１日

各 位

会 社 名 富 士 通 株 式 会 社

代表者名 代表取締役社長 山本 正已

（コード番号 ６７０２ 東証第１部）

問合せ先 広報ＩＲ室長 山田 悦朗
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指名委員会において取締役・監査役人事について検討を行ってきましたが、このたび、同委員会による提案

を受け、本日取締役会において下記の役員人事を内定しましたので、お知らせします。

来る 6 月 25 日開催予定の定時株主総会および終了後の臨時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

1.取締役(6月25日付予定) ( )カッコ内は現職

【重任】 間塚 道義

取締役会長 取締役会議長
(代表取締役会長)

【重任】 山本 正已

代表取締役社長
(代表取締役社長)

【重任】 藤田 正美

代表取締役副社長
(取締役執行役員副社長)

【新任】 佐相 秀幸

代表取締役副社長
(執行役員副社長)

【新任】 生貝 健二

代表取締役副社長
(執行役員副社長)

【重任】 加藤 和彦

取締役執行役員専務
(取締役執行役員専務)

【重任】 肥塚 雅博

取締役執行役員専務
(取締役執行役員専務)

【重任】 大浦 溥

取締役
(株式会社アドバンテスト名誉顧問)

【重任】 伊藤 晴夫

取締役(*1)
(富士電機株式会社相談役）

代表取締役の異動および取締役・監査役人事について



【重任】 石倉 洋子

取締役(*1)
(慶應義塾大学大学院教授)

【重任】 沖本 隆史

取締役(*1)
(清和綜合建物株式会社会長）

【新任】 谷内 正太郎

取締役(*1)

【退任】 石田 一雄

※4/1付で当社取締役、6月当社技術顧問に就任予定。
(取締役執行役員副社長)

国分 良成

※3/29付で退任予定。
(慶應義塾大学教授)

(*1)会社法第2条第15号に定める社外取締役

2.監査役 (6月25日付予定) ( )カッコ内は現職

【重任】 小倉 正道

常勤監査役

(常勤監査役)

【新任】 村上 彰彦

常勤監査役
（執行役員（兼）ソリューションビジネスサポートグループ

副グループ長（兼）マーケティング本部長）

【重任】 山室 惠

監査役(*2)

(監査役)

【重任】 三谷 紘

監査役(*2)

(監査役)

【退任】 梅村 良 (常勤監査役)

※退任後は当社常任顧問に就任予定。

(*2)会社法第2条第16号に定める社外監査役



3.新任代表取締役候補者略歴

氏名・生年月日 略歴

所有

株式数

（千株）

藤田 正美

（ふじた まさみ）

生年月日：

1956年9月22日

１９８０年 ４月 富士通株式会社入社

２００１年１２月 同社 秘書室長

２００６年 ６月 同社 経営執行役 (兼)総務人事部長

２００９年 ６月 同社 執行役員常務 (兼)総務人事本部長

２０１０年 ４月 同社 執行役員副社長

主としてコーポレート担当

２０１０年 ６月 同社 取締役執行役員副社長

主としてコーポレート担当

(現在に至る)

２１

佐相 秀幸

（さそう ひでゆき）

生年月日：

1952年12月18日

１９７６年 ４月 富士通株式会社入社

２００３年１２月 同社 モバイルフォン事業本部先行開発統括部長

２００６年 ４月 同社 モバイルフォン事業本部長代理

２００７年 ６月 同社 経営執行役

(兼)モバイルフォン事業本部長

２００９年 ６月 同社 執行役員常務

（兼)ユビキタスプロダクトビジネス

グループ長

２０１０年 ４月 同社 執行役員副社長

主としてプロダクトビジネス担当

(現在に至る)

２５

生貝 健二

（いけがい けんじ）

生年月日：

1952年1月1日

１９７６年 ４月 富士通株式会社入社

２００２年 ４月 同社 東日本営業本部千葉支社長

２００４年 ６月 同社 自治体ソリューション事業本部長

２００６年 ６月 同社 経営執行役

(兼)公共ソリューションビジネス

グループ官公庁、科学、公営競技担当

２００９年 ６月 同社 執行役員

(兼)公共ソリューションビジネス

グループ副グループ長

(兼)官公庁ソリューション事業本部長

２０１０年 ４月 同社 執行役員副社長

主としてソリューションビジネス担当

（現在に至る）

２４



4.新任取締役候補者略歴

谷内 正太郎（やち しょうたろう）

生年月日 ：１９４４年 １月 ６日

職歴 ：１９６９年 ４月 外務省入省

１９９６年 ７月 在ロス・アンジェルス総領事館総領事

１９９９年 ８月 外務省条約局長

２００１年 １月 外務省総合外交政策局長

２００２年１０月 内閣官房副長官補

２００５年 １月 外務事務次官

２００８年 １月 外務省顧問（～２０１０年７月）

5.新任監査役候補者略歴

村上 彰彦（むらかみ あきひこ）

生年月日 ：１９５４年１０月１８日

職歴 ：１９７７年 ４月 富士通株式会社入社

１９９６年 ４月 同社 産業営業本部産業統括営業部調査部長

２００４年 ６月 同社 マーケティング本部ビジネス推進統括部長

２００８年 ６月 同社 マーケティング本部長代理

２０１０年 ４月 同社 執行役員（兼）マーケティング本部長

２０１１年 ５月 同社 執行役員（兼）ソリューションビジネスサポートグループ

副グループ長（兼）マーケティング本部長

（現在に至る）

以 上


