
役員一覧
（2016年11月1日現在）

山本　正已
代表取締役会長
取締役就任年数：6年
所有する当社株式の数：133,622株*

1954年 1月11日生

1976年 4月 当社入社

2004年 6月 パーソナルビジネス本部副本部長

2005年 6月 経営執行役

2007年 6月 経営執行役常務

2010年 1月 執行役員副社長

2010年 4月 執行役員社長

2010年 6月 代表取締役社長

2015年 6月 代表取締役会長*1

塚野　英博
取締役
取締役就任年数：1年
所有する当社株式の数：37,017株*

1958年 3月21日生

1981年 4月 当社入社

2009年 6月 経営戦略室長

2011年 5月 執行役員

2014年 4月 執行役員常務／ CFO*3

2015年 6月 取締役*1

2016年 4月 執行役員専務／ CFO*1

田中　達也
代表取締役社長
取締役就任年数：1年
所有する当社株式の数：31,217株*

1956年 9月11日生

1980年 4月 当社入社

2005年 4月  富士通（中国）信息系統有限公司 
董事兼副総経理

2009年12月 当社産業ビジネス本部長代理

2012年 4月 執行役員

2014年 4月 執行役員常務

2015年 1月 執行役員副社長

2015年 6月 代表取締役社長*1

ダンカン・テイト
取締役
取締役就任年数：1年
所有する当社株式の数：0株*

1966年 3月24日生

1996年 3月 英国DEC*4 マネージドサービス部門
ビジネス開発ヘッド

1999年 6月 コンパック*4 コンパックグローバルサービス
マネージドサービス担当ダイレクター

2004年 6月 ヒューレット・パッカード HPサービス
アウトソーシング部門担当
ダイレクター

2006年 1月 ユニシス 英国･中近東･アフリカ地域担当 
マネージングダイレクター

2009年10月 富士通サービス 英国民需ビジネス部門担当 
マネージングダイレクター

2011年 3月 同社最高経営責任者

2014年 4月 当社執行役員常務

2015年 6月 取締役*1

2016年 8月 執行役員専務*1

谷口　典彦
取締役
取締役就任年数：2年
所有する当社株式の数：59,905株*

1954年 9月7日生

1977年 4月 当社入社

2005年 5月 （株）富士通アドバンストソリューションズ*2

代表取締役社長

2007年 6月 当社常務理事

2008年 6月 経営執行役

2010年 4月 執行役員常務

2014年 4月 執行役員専務

2014年 6月 取締役 執行役員専務*1

古河　建純
取締役
取締役就任年数：3年
　（1994年から2001年までの7年間、当社取締役の
　在任経験があります）
所有する当社株式の数：53,000株*

1942年11月17日生

1965年 4月 当社入社

1994年 6月 取締役

2000年 4月 常務取締役（2001年6月まで）

2013年 6月 取締役*1

2001年 6月 ニフティ（株）  代表取締役副社長

2002年 6月 同社代表取締役社長

2007年 6月 同社代表取締役会長（2008年6月まで）
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須田　美矢子
取締役
一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所特別顧問
取締役就任年数：3年
所有する当社株式の数：5,716株*

1948年 5月15日生

1982年 4月 専修大学経済学部助教授

1988年 4月 同大学 経済学部教授

1990年 4月 学習院大学経済学部教授

2001年 4月 日本銀行政策委員会審議委員
（2011年3月まで）

2011年 5月 一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所
特別顧問*1

2013年 6月 当社取締役*1

向井　千秋
取締役
東京理科大学副学長
取締役就任年数：1年
所有する当社株式の数：5,418株*

1952年 5月6日生

1977年11月 慶應義塾大学医学部外科学教室医局員
（1985年11月まで）

1985年 8月 宇宙開発事業団*5 搭乗科学技術者
（宇宙飛行士）（2015年3月まで）

1987年 6月 アメリカ航空宇宙局ジョンソン宇宙センター 
宇宙生物医学研究室 心臓血管生理学
研究員（1988年12月まで）

1992年 9月 ベイラー大学非常勤講師（2011年8月まで）

2000年 4月 慶應義塾大学医学部外科学客員教授*1

2004年 9月 国際宇宙大学客員教授（2007年9月まで）

2007年10月 宇宙航空研究開発機構 有人宇宙技術部 
宇宙医学生物学研究室室長

2011年 4月 同機構 特任参与（2015年3月まで）

2014年10月 日本学術会議 副会長*1

2015年 4月 東京理科大学 副学長*1

2015年 6月 当社取締役*1

横田　淳
取締役
一般社団法人 日本経済団体連合会
経団連会長特別アドバイザー
取締役就任年数：2年
所有する当社株式の数：1,647株*

1947年 6月26日生

1971年 4月 外務省入省

1998年 1月 大臣官房審議官兼経済局

2002年 6月 在香港日本国総領事館 総領事

2004年 4月 在イスラエル日本国大使館 特命全権大使

2009年 5月 在ベルギー日本国大使館 特命全権大使

2012年10月 特命全権大使 経済外交担当兼イラク復興
支援等調整担当（2014年1月まで）

2014年 6月 一般社団法人 日本経済団体連合会
経団連会長特別アドバイザー *1

2014年 6月 当社取締役*1

常勤監査役

加藤　和彦 近藤　芳樹

監査役

山室　惠
（弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所 弁護士 特別顧問）

三谷　紘
初川　浩司 （公認会計士）

代表取締役会長

山本　正已

代表取締役社長

田中　達也

執行役員専務

谷口　典彦 小野　弘之
河部本　章 塚野　英博
香川　進吾 佐々木　伸彦
ダンカン・テイト 髙綱　直良

執行役員常務

濱場　正明 石川　享
五十嵐　一浩 松本　端午
古田　英範 小泉　慎一 
廣野　充俊 安井　三也
半田　清 北岡　俊治
阪井　洋之 木脇　秀己
宮田　一雄

エグゼクティブフェロー

雄川　一彦

執行役員

野田　敬人 川上　博矛
谷田貝　敦男 今田　和雄
近藤　博昭 広瀬　陽一
中野　克己 中島　猛
窪田　雅己 蒲田　顕久
手塚　文彦 佐藤　勝彦
岡田　昭広 菊田　志向
小田　成 広瀬　敏男
マイク・フォスター 小林　澄人
小林　俊範 盆子原　誠治
妹尾　雅之 斎藤　淳一
時田　隆仁 林　博司
東　純一 山守　勇
松本　雅義 山口　裕久
藤原　克己 島津　めぐみ
小関　雄一

シニアフェロー

岸本　光弘

監査役

執行役員

阿部　敦
取締役
株式会社産業創成アドバイザリー代表取締役
取締役就任年数：1年
所有する当社株式の数：3,283株*

1953年10月19日生

1977年 4月 三井物産（株）入社

1990年 6月 同社 電子工業室課長

1993年 1月 アレックス・ブラウン・アンド・サンズ*6 
マネージング・ディレクター

2001年 8月 ドイツ証券会社*7 
執行役員兼投資銀行本部長

2004年 8月 J.P.モルガン・パートナーズ・アジア*8

パートナー兼日本代表（2009年3月まで）

2007年 5月 エドワーズ・グループ・リミテッド 取締役
（2009年10月まで）

2009年12月 （株）産業創成アドバイザリー 代表取締役*1

2011年 2月 オン・セミコンダクター・コーポレーション 
取締役*1

2015年 6月 当社取締役*1

*  2016年3月末現在の所有株式数
*1 現在に至る
*2 現（株）富士通ミッションクリティカルシステムズ

*3 CFO：Chief Financial Officer
*4 現 ヒューレット・パッカード
*5 現 宇宙航空研究開発機構

*6 現 ドイツ銀行
*7 現 ドイツ証券（株）
*8 現 ユニタス・キャピタル
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