
 
 
 

2019 年4 月26 日 
富士通株式会社 

 

執行役員および理事人事について 

当社取締役会において、下記のとおり、執行役員および理事人事を決定しましたので、お知らせします。 

 

記 

 

1. 執行役員・理事人事 

(１) 執行役員 

   (  )カッコ内は現職 

(6月24日付予定)     

【昇格】 執行役員専務 木脇 秀己 (執行役員常務、テクノロジーソリューション部門副部門長 

（インテグレーション担当）) 

 執行役員専務 窪田 雅己 (執行役員常務、金融・社会基盤営業グループ長) 

    

【新任】 執行役員常務 山守 勇 (理事、広報IR室長) 

 執行役員常務 磯部 武司 (理事、財務経理本部長) 

 執行役員常務 林 恒雄 (理事、社会インフラビジネスグループ副グループ長 

（官公庁・セーフティソリューション担当）) 

 執行役員常務 長堀 泉 (株式会社富士通総研執行役員専務) 

    

(6月23日付予定)    

【退任】 (執行役員専務) 河部本 章 ※6月24日付にて当社シニアフェローに就任予定 

 (執行役員専務) 北岡 俊治  

 (執行役員常務) 広瀬 敏男 ※6月24日付にて株式会社富士通マーケティング代表取締役

社長に就任予定 

 (執行役員常務) 林 博司 ※6月24日付にて当社シニアアドバイザーに就任予定 

    

(２) 理事 

   (  )カッコ内は現職 

(6月24日付予定)     

【新任】 理事 ティム ホワイト (グローバルサービスデリバリー本部長) 

    

    

    

 

 



 
 

2. 新執行体制 

(１) 執行役員 

  (  )カッコ内は主担当業務 

(6月24日付予定)    

代表取締役社長 時田 隆仁  

代表取締役副社長 古田 英範 (テクノロジーソリューション部門、営業部門担当／

CTO、CIO) 

代表取締役副社長 安井 三也 (グローバルコーポレート部門、海外部門担当／CISO) 

執行役員副会長 塚野 英博 (社長特命事項担当) 

執行役員副会長 髙綱 直良 (社長特命事項担当) 

執行役員常務 磯部 武司 (CFO) 

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、 

スポーツ・文化イベントビジネス推進本部担当) 

   

【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 執行役員常務 湯浅 一生  (兼)  

    

【Asiaリージョン】   

 執行役員専務 窪田 雅己  (兼) (Asiaリージョン担当） 

    

【グローバルコーポレート部門】   

部門長 代表取締役副社長 安井 三也  (兼)  

 執行役員常務 山守 勇 (政策渉外室、サステナビリティ推進本部、事業企画室、

グローバルマーケティング本部担当） 

 執行役員常務 湯浅 一生 (経営戦略室、事業開発室、デバイスソリューション室

担当) 

    

【営業部門】   

部門長 執行役員専務 窪田 雅己 ((兼)金融・社会基盤営業グループ長) 

 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 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) 

    

【特機システム事業本部】   

 執行役員専務 窪田 雅己  (兼) (特機システム事業本部担当) 

   

【テクノロジーソリューション部門】 

部門長 代表取締役副社長 古田 英範  (兼)  



 
 

副部門長 執行役員専務 木脇 秀己 (インテグレーション担当、 

（兼）デジタルソフトウェア＆ソリューション 

ビジネスグループ担当) 

副部門長 執行役員常務 吉澤 尚子 (AI担当) 

 執行役員常務 林 恒雄 (社会インフラビジネスグループ長) 

 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 長堀 泉 (デジタルソフトウェア＆ソリューション 

ビジネスグループ長) 

 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) 

 執行役員常務 松本 端午 (サービスプラットフォームビジネスグループ 

副グループ長（ネットワーク事業改革担当）) 

 

(２) 理事  

  (  )カッコ内は主担当業務 

(6月24日付予定)   

 理事 吉田 明宏 (東京オリンピック・パラリンピック推進本部長) 

 理事 花山 亨 (品質保証本部長) 

【Asiaリージョン】 

 理事 國澤 有通 (Asiaリージョン長) 

【Oceaniaリージョン】 

 理事 マイク フォスター (Oceaniaリージョン長) 

【グローバルコーポレート部門】 

 理事 梶原 ゆみ子 (産学官連携推進担当) 

 理事 平松 浩樹 (総務・人事本部長) 

 理事 三宅 仁 (健康推進本部長) 

 理事 水口 恭子 (法務・コンプライアンス・知的財産本部長) 

 理事 中山 五輪男 (グローバルマーケティング本部 

首席エバンジェリスト) 

【営業部門】 

 理事 音田 昌利 (次世代営業本部長) 

 理事 藤原 克己 (産業・流通営業グループ第一産業ビジネス本部長) 

 理事 小宮 伸二 (産業・流通営業グループ第二産業ビジネス本部長) 

 理事 渡辺 裕文 (産業・流通営業グループ流通ビジネス本部長) 

 理事 坂本 眞司 (金融・社会基盤営業グループ金融ビジネス本部長) 

 理事 大森 真人 (金融・社会基盤営業グループ社会基盤ビジネス本部長) 

 理事 山田 厳英 (公共・地域営業グループ東日本営業本部長) 

 理事 保田 益男 (公共・地域営業グループ西日本営業本部長) 



 
 

 理事 野口 勝史 (共創ビジネスグループ 

ビジネスパートナー本部長) 

 理事 小関 雄一 (ビジネスマネジメント本部長) 

【特機システム事業本部】 

 理事 小島 健男 (特機システム事業本部長) 

【テクノロジーソリューション部門】 

 理事 澤田 洋一 (社会インフラビジネスグループ副グループ長 

（金融・社会基盤担当）) 

 理事 小林 俊範 (パブリックサービスビジネスグループ副グループ長 

（ヘルスケア／文教・地域担当）) 

 理事 松本 雅義 (エンタープライズビジネスグループ副グループ長 

（大規模プロジェクト担当）) 

 理事 古賀 一司 (デジタルインフラサービスビジネスグループ 

マネージドインフラサービス事業本部長) 

 理事 太田 雅浩 (デジタルインフラサービスビジネスグループ 

クラウドサービス事業本部長) 

 理事 ティム ホワイト (グローバルデリバリーグループ長) 

 理事 信藤 哲也 (デジタルソフトウェア＆ソリューション 

ビジネスグループ副グループ長（上流連携担当）) 

 理事 徳田 正之 (デジタルソフトウェア＆ソリューション 

ビジネスグループサービステクノロジー本部長) 

 理事 大濱 一郎 (グローバルサイバーセキュリティビジネスグループ 

副グループ長（海外ビジネス担当）) 

 理事 堀江 健志 (サービスプラットフォームビジネスグループ 

副グループ長（プラットフォーム担当）) 

 理事 水野 晋吾 (サービスプラットフォームビジネスグループ 

副グループ長（5G・新ICTビジネス企画担当）) 

 理事 高木 達也 (サービスプラットフォームビジネスグループ 

システムプラットフォームビジネス本部長) 

 理事 坂井 賢一 (サービスプラットフォームビジネスグループ 

データセンタプラットフォーム事業本部長) 

 理事 新庄 直樹 (サービスプラットフォームビジネスグループ 

次世代テクニカルコンピューティング開発本部長) 

 理事 妹尾 雅之 (サービスプラットフォームビジネスグループ 

ネットワークプロダクト事業本部長) 

 理事 窪田 隆一 (ビジネスマネジメント本部長) 

【関係会社】   

 理事 木滑 幹人 (President and CEO, Fujitsu America, Inc.) 

 

以 上 


