
 

  2016年 3月 3日 

 
 

富士重工業 組織改正ならびに役員の異動、担当業務の変更について                    

（2016年 3月 31日付および 2016年 4月 1日付） 

 

 

富士重工業は、下記の通り組織改正ならびに役員の異動、担当業務の変更を行います。 

※Ｃ･･･カンパニー、ＳＯＡ･･･Subaru of America, Inc.、ＳＩＡ･･･Subaru of Indiana Automotive, Inc. 

 ＦＵＳＡ･･･Fuji Heavy Industries U.S.A.,Inc 
 

記 

１． 組織改正（2016年 4月 1日付） 

 近年の開発業務量の拡大に伴い、技術および商品開発を効率的に進めるため、スバル技術本部を分割し、

「スバル第一技術本部」と「スバル第二技術本部」の2本部体制とする。 

【スバル第一技術本部】 

主に自動車の車体技術を担当する。 

【スバル第二技術本部】 

主に自動車のパワーユニット技術を担当する。 

 

 

２．昇任執行役員（2016年 4月 1日付） 

専務執行役員   中村 知美（なかむら ともみ） 

（現  常務執行役員 スバル海外第一営業本部長 兼 ＳＯＡ会長） 

専務執行役員   細谷 和男（ほそや かずお） 

（現  常務執行役員  スバル国内営業本部長）  

専務執行役員   大河原 正喜（おおかわら まさき） 

（現  常務執行役員 スバル製造本部長 兼 群馬製作所長） 

常務執行役員   大拔 哲雄（おおぬき  てつお） 

（現  執行役員 スバル技術本部副本部長） 

常務執行役員   加藤 洋一（かとう  よういち） 

（現  執行役員 渉外部長） 

 

３．新任執行役員（2016年 4月 1日付） 

常務執行役員  水間 克之（みずま かつゆき） 

（現  株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員、 

 株式会社みずほ銀行常務執行役員） 

執行役員    大崎 篤（おおさき あつし） 

（現  スバル品質保証本部副本部長 兼 品質保証部長） 

執行役員      小林 達朗（こばやし たつろう） 

（現  スバル購買本部副本部長 兼 購買企画部長  

兼 スバル原価企画管理本部担当部長） 



 
 

４．退任執行役員（2016年 3月 31 日付） 

高橋 正士（たかはし まさし） （現 執行役員 スバル品質保証本部長） 
注）2016年 4月 1日付で当社技監 兼 ＦＵＳＡ会長に就任予定 

 

５．取締役担当業務の変更（2016年 4月1日付） 

※上段：管掌、中段：業務執行責任範囲、下段：委嘱 

氏名 新職 旧職 

経営企画部、渉外部、         

中国プロジェクト準備室、               

スバルカスタマーセンター、       

スバル部品用品本部、         

スバル原価企画管理本部、        

スバル品質保証本部、         

スバルネクストストーリー推進室、   

航空宇宙Ｃ 

経営企画部、渉外部、         

中国プロジェクト準備室、                

スバルカスタマーセンター、       

スバル部品用品本部、         

スバル原価企画管理本部、       

スバルネクストストーリー推進室、             

航空宇宙Ｃ、産業機器Ｃ 

経営企画部、中国プロジェクト準備室  左記に同じ 

代表取締役副社長 

近藤 潤 

― ― 

関連企業部、知的財産部、       

スバル商品企画本部、         

スバル第一技術本部、         

スバル第二技術本部、スバル技術研究所 

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 

スバル商品企画本部 スバル技術本部、スバル技術研究所 

取締役 

専務執行役員 

武藤 直人 

― スバル技術本部長、スバル技術研究所長 

事業企画部、秘書室、財務管理部、広報部、

人事部、総務部、法務部、監査部 

事業企画部、関連企業部、秘書室、    

財務管理部、広報部、人事部、情報企画部、

総務部、法務部、監査部 

ＣＦＯ、秘書室、財務管理部、広報部、  

人事部、総務部、 

ＣＦＯ、関連企業部、秘書室、財務管理部、

広報部、人事部、情報企画部、総務部、  

法務部、監査部 

取締役 

専務執行役員 

髙橋 充 

財務管理部長、            

スバルファイナンス株式会社社長 

左記に同じ 

情報企画部、             

スバルグローバルマーケティング本部、 

スバル国内営業本部、         

スバル海外第一営業本部、       

スバル海外第二営業本部、       

スバルコネクトビジネス部、ＳＯＡ 

スバルグローバルマーケティング本部、 

スバル国内営業本部、          

スバル海外第一営業本部、       

スバル海外第二営業本部、       

スバル品質保証本部、         

スバルコネクトビジネス部、ＳＯＡ 

スバルグローバルマーケティング本部、 

スバルコネクトビジネス部 

スバルグローバルマーケティング本部 

取締役 

専務執行役員 

日月 丈志 

スバルグローバルマーケティング本部長 左記に同じ 

スバル製造本部、スバル購買本部、   

ＳＩＡ、産業機器Ｃ 

スバル製造本部、スバル購買本部、   

ＳＩＡ 

スバル購買本部、産業機器Ｃ スバル製造本部、スバル購買本部 

取締役 

専務執行役員 

笠井 雅博 
産業機器Ｃプレジデント スバル購買本部長 



 
 

６．執行役員担当業務の変更（2016年 4月 1日付） 

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 

灰本 周三 

社長付 産業機器Ｃ              

／産業機器Ｃプレジデント  

専務執行役員 

大河原 正喜 

スバル製造本部、関連企業部               

／スバル製造本部長 兼 群馬製作所長 

スバル製造本部                

／スバル製造本部長 兼 群馬製作所長 

常務執行役員 

小坂井 康雄 

スバル品質保証本部             

／スバル品質保証本部長 

スバル部品用品本部             

／スバル部品用品本部長         

常務執行役員  

前田 聡 

知的財産部、スバル第二技術本部                

／スバル第二技術本部長 

知的財産部、スバル技術本部                

／スバル技術本部副本部長 

常務執行役員  

大拔 哲雄 

スバル第一技術本部、スバル技術研究所     

／スバル第一技術本部長         

兼 スバル技術研究所長 

スバル技術本部            

／スバル技術本部副本部長 

常務執行役員  

加藤 洋一 

渉外部、情報企画部、法務部、監査部                 

／渉外部長 

渉外部                 

／渉外部長 

執行役員  

栗原 宏樹 

スバルカスタマーセンター、       

スバル部品用品本部                

／スバルカスタマーセンター長、     

兼 カスタマーセンター企画部長        

兼 スバル部品用品本部長 

スバルカスタマーセンター、       

スバル国内営業本部                 

／スバルカスタマーセンター長、     

兼 カスタマーセンター企画部長        

兼 スバル国内営業本部副本部長 

執行役員  

内田 雅之 

スバル第一技術本部、スバル第二技術本部                

／スバル第一技術本部副本部長      

兼 スバル第二技術本部副本部長 

スバル技術本部                

／スバル技術本部副本部長 

 

 

７．新任執行役員の担当業務（2016年 4月 1日付） 

氏名 新職（業務執行責任範囲／委嘱） 旧職 

常務執行役員  

水間 克之 

スバル海外第二営業本部         

／スバル海外第二営業本部副本部長 

― 

執行役員  

大崎 篤 

スバル品質保証本部                 

／スバル品質保証本部副本部長      

兼 品質保証部長 

スバル品質保証本部副本部長      

兼 品質保証部長 

執行役員    

小林 達朗 

スバル購買本部             

／スバル購買本部長           

兼 購買企画部長            

兼 スバル原価企画管理本部担当部長 

スバル購買本部副本部長        

兼 購買企画部長           

兼 スバル原価企画管理本部担当部長 

 

以上 

 

 


