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2006 年 4月 28 日

株式会社スカイパーフェクト･コミュニケーションズ
代 表 取 締 役 社 長 重 村 一

（コード番号：4795 東証第１部）
問い合わせ先 広報・IR部 部長 新本 朋斉

TEL 03（5468）9400

役 員 人 事 内 定 の お 知 ら せ

株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：

重村 一）は、本日 2006 年 4 月 28 日開催の取締役会において、下記の通り役員人事を内定しまし

たのでお知らせします。

なお、本件のうち、取締役および補欠の監査役の選任につきましては、2006 年 6 月 27 日開催予

定の第 12回定時株主総会における承認をもって正式に決定され、就退任の予定です。また、代表権

および取締役の役職につきましては、同日に開催される取締役会において正式に決定される予定で

す。

記

＜取締役候補者＞

氏 名 取締役の
再任/新任

役 職

篠木 廣幸 （しのき ひろゆき） 再任 代表取締役会長

仁藤 雅夫 （にとう まさお） 再任 代表取締役社長

田辺 肇 （たなべ はじめ） 新任 取締役副社長

平林 良司 （ひらばやし りょうじ） 再任 常務取締役

細田 泰 （ほそだ やすし） 再任 相談役（非常勤）

齋藤 達郎 （さいとう たつろう） 再任 取締役（非常勤）

鹿野 菊次郎（しかの きくじろう） 再任 取締役（非常勤）

田村 達也 （たむら たつや） 再任 取締役（非常勤）

中野 景夫 （なかの かげお） 再任 取締役（非常勤）

吉田 望 （よしだ のぞむ） 再任 取締役（非常勤）

石原 俊爾 （いしはら としちか） 再任 取締役（非常勤）

神村 謙二 （かみむら けんじ） 再任 取締役（非常勤）

森 正勝 （もり まさかつ） 再任 取締役（非常勤）

※取締役候補者 鹿野菊次郎、田村達也、中野景夫、吉田望、石原俊爾、神村謙二および森正
勝の各氏は、社外取締役の候補者です。
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＜退任予定取締役＞

氏 名 現 職

重村 一 （しげむら はじめ） 代表取締役社長

＜補欠監査役候補者＞

氏 名

狛 文夫 （こま ふみお）

※補欠監査役候補者 狛文夫氏は、社外監査役の候補者です。

＜退任予定監査役＞

氏 名 現 職

伊庭 保 （いば たもつ） 監査役（非常勤）

金子 信幸 （かねこ のぶゆき） 監査役（非常勤）

※金子信幸氏は、社外監査役です。

（ご参考）

＜現監査役（退任予定監査役を除く）＞

氏 名 役 職

広渡 義紀 （ひろわたり よしき） 監査役

霍間 良介 （つるま りょうすけ） 監査役

境 政郎 （さかい まさお） 監査役（非常勤）

※広渡義紀、霍間良介および境政郎の各氏は、社外監査役です。

＊報道関係からのお問い合わせ先：

株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ 広報・IR 部

TEL：03-5468-9400 FAX：03-5468-9399
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2006 年 4月現在

株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ

役員履歴書

氏 名 篠木 廣幸（しのき ひろゆき）

生年月日 昭和２２年３月２５日生

出 身 地 兵庫県

学 歴

昭和４５年３月 神戸大学 工学部 卒業

職 歴

昭和４５年 ４月

昭和４６年 １月

昭和５１年１１月

昭和６０年１０月

平成 ４年 ７月

平成 ５年 ４月

平成 ５年１２月

平成 ９年 ３月

平成 ９年 ４月

平成１０年 ７月

平成１１年 ４月

平成１１年 ６月

平成１２年 ６月

平成１３年 ６月

平成１５年 ４月

平成１５年 ６月

平成１６年 ３月

平成１６年 ６月

平成１７年 ２月

平成１７年 ６月

松下電器産業株式会社 入社

伊藤忠商事株式会社 入社

同社 クウェート駐在

同社 東京本社 衛星通信事業室衛星通信事業課長

同社 東京本社 宇宙・情報部門企画統轄課長

株式会社スペースシャワー（現株式会社スペースシャワーネットワーク）

代表取締役副社長就任

同社 代表取締役社長就任

株式会社スペースシャワーネットワーク 代表取締役社長就任

伊藤忠商事株式会社 コンテンツ事業部長

株式会社スター・チャンネル 取締役就任

伊藤忠商事株式会社 メディア事業部門長

同社 執行役員メディア事業部門長

株式会社スペースシャワーネットワーク 取締役会長就任

当社 監査役就任

伊藤忠商事株式会社 常務執行役員メディア事業部門長

ジェイサット株式会社 取締役就任

伊藤忠商事株式会社 常務執行役員

当社 取締役副社長就任（現任）

株式会社データネットワークセンター 取締役就任

株式会社オプティキャスト 代表取締役社長就任

株式会社インフォメーションネットワーク郡山 取締役就任（現任）

株式会社オプティキャスト 取締役会長就任（現任）
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氏 名 仁藤 雅夫（にとう まさお）

生年月日 昭和３０年５月１１日生

出 身 地 東京都

学 歴

昭和５６年３月 東京大学 大学院 船舶工学 卒業

職 歴

昭和５６年 ４月

平成 元年 ８月

平成 ６年１１月

平成 ９年 ４月

平成１０年 ５月

平成１１年１２月

平成１２年 ６月

平成１５年 ６月

平成１６年 ６月

平成１７年 ６月

平成１７年１１月

平成１８年 １月

三井造船株式会社 入社

日本通信衛星株式会社（現ジェイサット株式会社） 入社

株式会社ディーエムシー企画（現株式会社スカイパーフェクト・コミュニケー

ションズﾞ）マーケティング部兼企画管理部次長

日本デジタル放送サービス株式会社（現株式会社スカイパーフェクト・コミュ

ニケーションズﾞ）取締役経営企画・事業開発担当就任

当社 取締役就任

エスエヌ企画株式会社（現株式会社データネットワークセンター）取締役就任

ジェイサット株式会社 取締役就任

当社 常務取締役就任（現任）

株式会社オプティキャスト 代表取締役社長就任

同社 取締役就任

マルチチャンネルエンターテイメント株式会社 代表取締役社長就任（現任）

株式会社インデックス 取締役就任（現任）

株式会社オプティキャスト･マーケティング 代表取締役社長（現任）

氏 名 田辺 肇（たなべ はじめ）

生年月日 昭和２１年１１月１９日生

出 身 地 福井県

学 歴

昭和４６年３月 国際基督教大学 教養学部 卒業

職 歴

昭和４６年 ４月

平成 ６年 ７月

平成 ７年 ７月

平成 ９年 ７月

平成１１年 ６月

平成１２年 ４月

平成１３年 ６月

平成１４年 １月

平成１５年 ６月

平成１６年 ６月

平成１６年１１月

平成１７年 ６月

株式会社フジテレビジョン 入社

同社 営業局営業推進部長

同社 営業局ローカル営業部長

同社 営業局次長兼ネット営業部長

スカイエンターテイメント株式会社（現株式会社ジェイ・スポーツ・ブロード

キャスティング）取締役副社長就任

ジェイ・スカイ・スポーツ株式会社（現株式会社ジェイ・スポーツ・ブロード

キャスティング）取締役副社長就任

株式会社フジテレビジョン 経営管理局専任局長

当社 執行役員常務マーケティング本部長

株式会社フジテレビジョン ライツ開発局アーカイブセンター室長

同社 デジタルコンテンツ局長（現任）

株式会社インデックス 取締役就任（現任）

株式会社サテライト・サービス 代表取締役社長就任（現任）
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氏 名 狛 文夫 （こま ふみお）

生年月日 昭和２３年１１月９日生

出 身 地 埼玉県

学 歴

昭和４６年３月 早稲田大学 政経学部 卒業

昭和５７年９月 ワシントン大学 法学修士

職 歴

昭和５２年 ４月

昭和５６年 １月

昭和５７年１０月

昭和５９年 ５月

平成１５年１２月

第一東京弁護士会 弁護士登録

小松・狛・西川法律事務所（現あさひ・狛法律事務所 パートナー就任（現任）

ウイットマン・アンド・ランサム法律事務所（現 ウインストン・アンド・ス

トローン法律事務所）

ニューヨーク州弁護士会 弁護士登録

マークテック株式会社 取締役就任（現任）


