
 
 

 

  2017年 2月 28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                    

（2017年 3月 31日付および 2017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. 

 ＳＣＩ･･･Subaru Canada, Inc.、ＦＵＳＡ･･･Fuji Heavy Industries U.S.A., Inc、ＳＯＣ･･･Subaru of China Ltd. 
 

記 

１． 組織改正（2017年 4月 1日付） 

＜経営管理本部の新設＞  

 会社経営規模の拡大に伴い、経営全般に係るグローバルでの経営管理、事業監視の重要性が高まってい
るため本部組織化し、関連する部門間の連携を強めることにより機能強化を図り、対応を加速する。 

 帰属部署：総務部、ＣＳＲ環境部（新設）、関連企業部、法務部、知的財産部、監査部 

＜ＩＴ戦略本部の新設＞  

情報化技術の進化や活用が加速・拡大しており、ＩＴを活用したビジネスプロセスの改革改善、自動車
ビジネスにおけるデジタル分野の企画開発に更に注力していくため、本部組織化し対応を強める。 

 帰属部署：情報企画部、コネクトビジネス部 

＜ＣＳＲ環境部の新設＞  

 ＣＳＲや環境分野について、社会の要請が強まるとともに、経営上での重要性も増しているため、総務
部を分割、ＣＳＲ環境部を新設し、経営管理本部に帰属させる。 

＜調達本部へ名称変更＞  

将来必要とされる技術やリソースに対し、サプライヤーが有する技術力、人材・開発リソースを的確に
見極め、技術部門との連携を強めながら、技術力や開発リソースを含めた戦略的調達を行うため、現在
のスバル購買本部の名称を調達本部へ変更する。 

＜社名変更にともなう名称変更＞  

 社名変更に伴い、以下の本部および部の名称を変更する。 

 本部名称 

新名称 旧名称 

グローバルマーケティング本部 スバルグローバルマーケティング本部 

国内営業本部 スバル国内営業本部 

海外第一営業本部 スバル海外第一営業本部 

海外第二営業本部 スバル海外第二営業本部 

カスタマーサービス本部 スバルカスタマーセンター 

部品用品本部 スバル部品用品本部 

原価企画管理本部 スバル原価企画管理本部 

商品企画本部 スバル商品企画本部 



 
 

 

第一技術本部 スバル第一技術本部 

第二技術本部 スバル第二技術本部 

製造本部 スバル製造本部 

品質保証本部 スバル品質保証本部 

技術研究所 スバル技術研究所 

 部名称 

新名称 旧名称 

コネクトビジネス部 スバルコネクトビジネス部 

 
 

２．昇任執行役員（2017年 4月 1日付） 

専務執行役員   岡田 稔明（おかだ としあき） 

（現  常務執行役員 経営企画部長） 

常務執行役員   堤 ひろみ（つつみ ひろみ） 

（現  執行役員 人事部長）  

常務執行役員   戸塚 正一郎（とづか しょういちろう） 

（現  執行役員 航空宇宙Ｃ ヴァイスプレジデント） 

常務執行役員   為谷 利明（ためがい としあき） 

（現  執行役員 ＳＩＡ社長） 

常務執行役員   臺 卓治（だい たくじ） 

（現  執行役員 スバル商品企画本部長） 

常務執行役員   早田 文昭（はやた ふみあき） 

（現  執行役員 スバル海外第一営業本部副本部長 兼 北米営業部長） 

 

３．新任執行役員（2017年 4月 1日付） 

常務執行役員  松木 秀明（まつき ひであき） 

（現  株式会社デンソー 常務役員 

 デンソー・インターナショナル・アジア 社長）  

執行役員    齋藤 勝雄（さいとう かつお） 

（現  総務部長 兼 事業企画部 担当部長） 

執行役員      濱中 康宏（はまなか やすひろ） 

（現  航空宇宙Ｃ ヴァイスプレジデント 兼 資材部長） 

執行役員      荻野 英司（おぎの えいじ） 

（現  ＳＩＡ エグゼクティブ ヴァイスプレジデント） 

執行役員      永江 靖志（ながえ やすし） 

（現  経営企画部 上級担当部長 兼 中国プロジェクト準備室長） 

執行役員      庄司 仁也（しょうじ じんや） 

（現 スバルグローバルマーケティング本部副本部長）  

 
 



 
 

 

４．退任執行役員（2017年 3月 31日付） 

永野 尚（ながの ひさし） （現 専務執行役員 航空宇宙Ｃ プレジデント） 
注）2017年 4月1日付で当社 特別顧問（航空宇宙Ｃ）に就任予定 

村上 晃彦（むらかみ のぶひこ） （現 専務執行役員 スバル海外第二営業本部長） 

小坂井 康雄（こさかい やすお） （現 常務執行役員 スバル品質保証本部長） 
注）2017年 4月1日付でスバル興産株式会社 代表取締役社長に就任予定 

飯田 政巳（いいだ まさみ） （現 執行役員 スバル海外第二営業本部副本部長 

兼 ＳＯＣ社長） 
注）2017年 4月1日付でスバルリビングサービス株式会社 代表取締役社長に就任予定 
 

５．社長、副社長、専務執行役員の担当業務の変更（2017 年 4月 1日付） 

※上段：主な担当分野、下段：委嘱 

氏名 新職（上段：主な担当分野、下段：委嘱） 
旧職（上段：管掌、 

中段：業務執行責任範囲、下段：委嘱） 

代表取締役社長 

吉永 泰之 

ＣＥＯ（最高経営責任者） ― 

ＣＥＯ（最高経営責任者） 

― ― 

代表取締役副社長 

近藤 潤 

ＣＱＯ（最高品質責任者）、 

中国プロジェクト準備室、 

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、中国プロジェクト準備室 

― ― 

取締役 

専務執行役員 

武藤 直人 

― 

 

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 

スバル商品企画本部 

― ― 

取締役 

専務執行役員 

髙橋 充 

 

― 

 

 

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 

ＣＦＯ（最高財務責任者） 

秘書室、財務管理部、広報部、人事部、 

総務部 

スバルファイナンス株式会社社長 財務管理部長、 

スバルファイナンス株式会社社長 



 
 

 

取締役 

専務執行役員 

日月 丈志 

ＣＴＯ（最高技術責任者）、 

マーケティング 

 

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長 

取締役 

専務執行役員 

笠井 雅博 

製造、調達 

 

 

スバル製造本部、スバル購買本部、 

産業機器本部、ＳＩＡ 

スバル購買本部、産業機器本部 

産業機器本部長 産業機器本部長 

専務執行役員 

中村 知美 

北米事業 

（ＳＯＡ、ＳＩＡ、ＳＣＩ、ＦＵＳＡ） 

― 

スバル海外第一営業本部、ＳＯＡ 

海外第一営業本部長 

兼 ＳＯＡ会長 

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 

国内営業 

 

― 

スバル国内営業本部 

国内営業本部長 スバル国内営業本部長 

専務執行役員 

大河原 正喜 

ＣＩＯ（最高情報責任者） 

ＩＴ戦略本部 

― 

スバル製造本部、関連企業部 

ＩＴ戦略本部長 スバル製造本部長 兼 群馬製作所長 

専務執行役員 

岡田 稔明 

ＣＦＯ（最高財務責任者）、 

経営企画部、秘書室、財務管理部、人事部、

スバルネクストストーリー推進室 

― 

経営企画部、 

スバルネクストストーリー推進室 

― 経営企画部長 

 

６．常務執行役員、執行役員の担当業務の変更（2017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） 

常務執行役員  

加藤 洋一 

渉外部、経営管理本部 

／渉外部長 兼 経営管理本部長 

渉外部、情報企画部、法務部、監査部                 

／渉外部長 

常務執行役員  

水間 克之 

海外第二営業本部 

／海外第二営業本部長 

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 

常務執行役員  

堤 ひろみ 

広報部、人事部 

／人事部長 

人事部 

／人事部長 

常務執行役員  

戸塚 正一郎 

航空宇宙Ｃ 

／航空宇宙Ｃ プレジデント 

航空宇宙Ｃ 

／航空宇宙Ｃ ヴァイスプレジデント 

常務執行役員  

為谷 利明 

製造本部 

／製造本部長 兼 群馬製作所長 

ＳＩＡ 

／ＳＩＡ社長 



 
 

 

常務執行役員 

臺 卓治 

商品企画本部 

／商品企画本部長 

スバル商品企画本部、 

スバルコネクトビジネス部 

／スバル商品企画本部長 

常務執行役員  

早田 文昭 

経営企画部 

／経営企画部長 

スバル海外第一営業本部 

／スバル海外第一営業本部副本部長 

 兼 北米営業部長 

執行役員 

大崎 篤 

品質保証本部 

／品質保証本部長 

スバル品質保証本部 

／スバル品質保証本部副本部長 

 

７．新任執行役員の担当業務（2017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  

松木 秀明 

マーケティング担当専務執行役員付 

／グローバルマーケティング本部付常務 

― 

執行役員 

齋藤 勝雄 

経営管理本部 

／経営管理本部副本部長  

 兼 事業企画部 担当部長 

 兼 総務部長 兼 ＣＳＲ環境部長 

 兼 関連企業部長 

総務部長 兼 事業企画部 担当部長 

執行役員    

濱中 康宏 

航空宇宙Ｃ 

／航空宇宙Ｃ ヴァイスプレジデント 

 兼 資材部長 

航空宇宙Ｃ 

／航空宇宙Ｃ ヴァイスプレジデント 

 兼 資材部長 

執行役員    

荻野 英司 

ＳＩＡ 

／ＳＩＡ社長 

ＳＩＡ 

エグゼクティブ ヴァイスプレジデント 

執行役員    

永江 靖志 

海外第二営業本部、 

中国プロジェクト準備室 

／海外第二営業本部副本部長 

 兼 ＳＯＣ社長 

 兼 中国プロジェクト準備室長 

経営企画部 上級担当部長 

兼 中国プロジェクト準備室長 

執行役員    

庄司 仁也 

グローバルマーケティング本部 

／グローバルマーケティング本部長 

スバルグローバルマーケティング本部 

副本部長 

 

以上 

 


