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2018 年10 月26 日 

各 位 

会社名 富士通株式会社 

代表者名 代表取締役社長 田中 達也 

（コード番号 6702 東証第1 部） 

問合せ先 執行役員 広報IR 室長 山守 勇 

電話番号 03‐6252‐2175 

 

新経営体制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、下記の通り経営体制を見直すことと致しました。また、これに伴い下記の

人事異動を決定致しましたので、お知らせします。 

 

記 

 

1. 経営体制見直しの骨子 

サービスオリエンテッドカンパニーを目指した「質をかえる」取り組みを早期に実現するため、経営体制を抜本的に

見直し、「意思決定と実行のスピードアップ」、および「責任と権限の明確化」を図る。 

 代表取締役2 名体制 （社長、副社長（社長補佐））、執行取締役2 名退任。 

 執行役員を現在の執行役員常務以上とすることで役員数を半減し、事業責任を明確化。 

 複数の事業部門を、「テクノロジーソリューション部門」として一つに集約し、指揮系統のシンプル化と、従来の部

門を越えたシナジーの創出を図る。 

 全体最適の視点でグループフォーメーション改革を加速するため、一部の主要子会社の社長は富士通株式会社

の担当役員が兼務し、グループガバナンスを強化。 

 

 

 

 

 

2. 取締役人事 

 

   (  )カッコ内は現職 

(2018 年12 月31 日付予定)   

【退任】 (代表取締役副社長) 谷口 典彦  

 (取締役執行役員専務) ダンカン テイト ※執行役員専務を継続予定 
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3. 執行役員人事 

(１) 執行役員昇格・退任予定 

  (  )カッコ内は現職 

(2019 年1 月1 日付予定)   

【昇格】 執行役員副会長 髙綱 直良 (東京オリンピック・パラリンピック推進本部、 

スポーツ・文化イベントビジネス推進本部担当) 

 執行役員常務 時田 隆仁 (グローバルデリバリーグループ副グループ長) 

 執行役員常務 島津 めぐみ (第一マネージドインフラサービス事業本部長) 

 執行役員常務 砂田 敬之 (第三システム事業本部、第四システム事業本部、第二開

発センター担当) 

 執行役員常務 東 純一 (エンタープライズビジネスグループ長) 

 執行役員常務 櫛田 龍治 (ビジネスオペレーショングループ長) 

 

(2018 年12 月31 日付予定) 

  

【退任】 (執行役員常務) 川上 博矛 ※2019 年1 月1 日付にて富士通フロンテック株式会社 

経営執行役副社長（ビジネス革新担当）に就任予定 

 (執行役員常務） 石川  享  

 (エグゼクティブフェロー） 雄川 一彦 ※2019 年1 月1 日付にて当社シニアフェローに就任予定 

 (執行役員) 手塚 文彦  

 (執行役員) 小林 澄人  

 (執行役員) 今田 和雄  

 (執行役員) 佐藤 勝彦  

 (執行役員) 菊田 志向  

 (シニアフェロー) 岸本 光弘  

 

上記の他の現執行役員、常務理事は新設する「理事」という資格に見直しをいたします。 
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(２) 新組織体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新）*2019年1月1日時点 （旧） *2018年10月26日時点

　サービスプラットフォーム部門

　ネットワークビジネスグループ

　ビジネスオペレーショングループ

　エンタープライズビジネスグループ

　グローバルサイバーセキュリティ部門

　デジタルサービス部門

　グローバルサービスインテグレーション部門

　デジタルフロントビジネスグループ

　グローバルデリバリーグループ

　公共・地域営業グループ

　社会インフラビジネスグループ

　パブリックサービスビジネスグループ

　共創ビジネスグループ

　ＥＭＥＩＡリージョン

　Ａｍｅｒｉｃａｓリージョン

　Ａｓｉａリージョン

　Ｏｃｅａｎｉａリージョン

　代表取締役社長

　グローバルコーポレート部門

　代表取締役社長

　グローバルコーポレート部門

　Ｏｃｅａｎｉａリージョン

　Ａｓｉａリージョン

　Ａｍｅｒｉｃａｓリージョン

　ＥＭＥＩＡリージョン

　グローバルマーケティンググループ

　営業部門

　産業・流通営業グループ

　金融・社会基盤営業グループ

　金融・社会基盤営業グループ

　社会インフラビジネスグループ

　パブリックサービスビジネスグループ

  テクノロジーソリューション部門

　営業部門

　産業・流通営業グループ

　公共・地域営業グループ

　共創ビジネスグループ

　グローバルデリバリーグループ

　エンタープライズビジネスグループ

　グローバルサイバーセキュリティビジネスグループ

　デジタルインフラサービスビジネスグループ

　サービスプラットフォームビジネスグループ

　デジタルソリューションサービスビジネスグループ
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  (  )カッコ内は新主担当業務 

(2019 年1 月1 日付予定)    

代表取締役社長 田中 達也  

代表取締役副社長 塚野 英博 (社長補佐、ＣＦＯ) 

執行役員副会長 佐々木 伸彦 (政策渉外、環境・ＣＳＲ本部担当) 

執行役員副会長 髙綱 直良 (東京オリンピック・パラリンピック推進本部、 

スポーツ・文化イベントビジネス推進本部担当) 

執行役員専務 古田 英範  （兼） (ＣＴＯ、ＣＩＯ) 

執行役員専務 安井 三也 (秘書室担当、ゼネラル・カウンセル、ＣＩＳＯ) 

執行役員常務 阪井 洋之 (東京オリンピック・パラリンピック推進本部長) 

   

【ＥＭＥＩＡリージョン】   

リージョン長 執行役員専務 ダンカン テイト  

    

【Ａｍｅｒｉｃａｓリージョン】   

リージョン長 代表取締役副社長 塚野 英博  （兼）  

    

【Ａｓｉａリージョン】   

リージョン長 理事 國澤 有通  

    

【Ｏｃｅａｎｉａリージョン】   

リージョン長 理事 マイク フォスター  

   

【グローバルコーポレート部門】   

部門長 代表取締役副社長 塚野 英博  （兼）  

 執行役員専務 安井 三也  （兼） (法務・コンプライアンス・知的財産本部担当) 

 執行役員常務 林 博司 (人事本部長) 

 執行役員常務 湯浅 一生 (事業開発室、デバイスソリューション室、 

財務経理本部担当) 

 執行役員常務 広瀬 敏男 (グローバルマーケティング本部長) 

    

【営業部門】   

部門長 執行役員専務 北岡 俊治  

 執行役員常務 山口 裕久 (産業・流通営業グループ長) 

 執行役員常務 窪田 雅己 (金融・社会基盤営業グループ長) 

 執行役員常務 中野 克己 (公共・地域営業グループ長) 

 執行役員常務 小田 成 (共創ビジネスグループ長) 
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【テクノロジーソリューション部門】   

部門長 執行役員専務 古田 英範  

副部門長 執行役員専務 河部本 章 (サーバ・ストレージ事業改革担当) 

副部門長 執行役員常務 松本 端午 (ネットワーク事業改革担当) 

副部門長 執行役員常務 木脇 秀己 (インテグレーション担当、（兼）社会インフラビジネスグ

ループ長、（兼）デジタルソリューションサービスビジネ

スグループ長) 

副部門長 執行役員常務 吉澤 尚子 (ＡＩ担当) 

 執行役員常務 砂田 敬之 (パブリックサービスビジネスグループ長) 

 執行役員常務 東 純一 (エンタープライズビジネスグループ長) 

 執行役員常務 島津 めぐみ (デジタルインフラサービスビジネスグループ長) 

 執行役員常務 時田 隆仁 (グローバルデリバリーグループ長) 

 執行役員常務 斎藤 淳一 (グローバルサイバーセキュリティビジネスグループ長) 

 執行役員常務 櫛田 龍治 (サービスプラットフォームビジネスグループ長) 

    

 

4. 主要関係会社役員人事 

   (  )カッコ内は新主担当業務 

【就任】(2019 年1 月1 日付予定)    

株式会社富士通研究所 代表取締役社長 (兼) 古田 英範 (富士通株式会社ＣＴＯ、ＣＩＯ 

テクノロジーソリューション部門長) 

株式会社富士通マーケティング 代表取締役社長 (兼) 北岡 俊治 (富士通株式会社営業部門長) 

富士通エフ・アイ・ピー株式会社 代表取締役社長 (兼) 島津 めぐみ (富士通株式会社 

デジタルインフラサービス 

ビジネスグループ長) 

富士通ネットワークソリューションズ

株式会社 

代表取締役社長 (兼) 松本 端午 (富士通株式会社 

テクノロジーソリューション部門 

ネットワーク事業改革担当) 

    

 

【退任】(2018 年12 月31 日付予定) 

  (  )カッコ内は現職 

株式会社富士通研究所 (代表取締役社長) 佐々木 繁  

 (常務取締役) 大槻 次郎  

株式会社富士通マーケティング (代表取締役社長) 藤田 正美  

富士通エフ・アイ・ピー株式会社 (代表取締役社長) 米倉 誠人  

富士通ネットワークソリューションズ

株式会社 

 

(代表取締役社長) 

 

岡平 司 

 

 

以 上 


