
 
平成２３年５月２６日 

 

    各      位 
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   清水 英明 

                                               （ＪＡＳＤＡＱ・コード４８３８） 

問い合わせ先 

取締役 管理グループ担当  

内田  正宏 

Tel  ０３－３５８５－３２４２ 

（ＵＲＬ http://www.spaceshower.net/ ） 

 

決算発表資料の追加（役員の異動）に関するお知らせ 

 

当社は、平成２３年５月２６日開催の取締役会において、平成２３年６月２８日開催予定の当社第１７

期定時株主総会および終了後開催予定の取締役会での承認を条件とし、下記の通り、役員の異動を決定い

たしましたので、お知らせいたします。なお、代表取締役の異動につきましては、平成２３年３月２４日

付け「代表取締役の異動に関するお知らせ」で公表しております。 

記 

１．取締役の異動（６月２８日） 

氏名 新・役職名 旧・役職名 

近藤 正司 

（※新任） 

取締役（音楽映像事業グループ担当）  

音楽映像事業グループ長     

兼 ブランド事業本部長 

執行役員           

音楽映像事業グループ長    

兼 ブランド事業本部長 

長谷川 裕朗 

（※新任） 

取締役（管理グループ担当）             

管理グループ長          

兼 管理グループ本部長     

兼 財務経理部長 

執行役員                   

管理グループ長        

兼 管理グループ本部長    

兼 財務経理部長 

新宮 達史 

（※新任） 
社外取締役 新任 

今川 聖 

（※新任） 
社外取締役 新任 

神山 隆 

（※新任） 
社外取締役 新任 

須﨑 隆寛 退任 社外取締役 

 



２．監査役の異動（６月２８日） 

氏名 新・役職名 旧・役職名 

内田 正宏 

（※新任） 
監査役（常勤） 取締役（管理グループ担当） 

数面 浩尚 

（※新任） 
社外監査役 新任 

伊藤 修平 

（※新任） 
社外監査役（独立役員） 新任 

有光 信之 退任 社外監査役（常勤） 

江名 昌彦 退任 社外監査役 

市村 勉 退任 社外監査役（独立役員） 

 

３．新任の取締役、監査役候補者の略歴 

新役職名 氏名 生年月日 略歴 

取締役 
 

音楽映像 
事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ

担当 

近藤 正司 昭和33年１月２日生 

昭和56年４月 ㈱エキスプレス 入社 

平成元年７月 ㈱スペースシャワー 出向 編成部 次長 

平成２年４月 同社 編成部長 

平成８年３月 当社 転籍 

平成９年２月 ㈱ハイラインレコーズ 取締役 

平成12年６月 当社 取締役 

平成13年10月 ㈱ビートリップ 取締役 

平成15年６月 当社 執行役員  

関連会社事業・コンテンツライツ担当 

平成17年４月 ㈱スペースシャワーＴⅤ 

常務取締役 コンテンツ事業本部長 

平成18年６月 スリーディーシステム㈱ 

(現 バウンディ㈱) 取締役（現任） 

 平成20年４月 当社 執行役員 コンテンツ事業本部長 

 兼 コンテンツライツ室長 

 平成21年４月 当社 執行役員 ＳＳＴＶ事業グループ長 

        兼 コンテンツライツ室長 

        兼 新規事業準備室長 

平成23年４月 当社 執行役員 音楽映像事業グループ長  

兼 ブランド事業本部長（現任） 

取締役 
 

管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
担当 

長谷川 裕朗 昭和34年11月27日生 

昭和56年４月 ㈱ライフ入社 

昭和62年７月 ㈱アニマルハウス入社 

平成３年12月 ㈱スペースシャワー入社 

平成９年４月 当社 財務経理部長 

平成17年３月 ㈱ｅＴＥＮ 取締役 

平成17年４月 ㈱スペースシャワーＴＶ 取締役 

平成17年６月 当社 執行役員 グループ管理本部担当 

平成18年６月 スリーディーシステム㈱ 

(現 バウンディ㈱) 取締役 

平成23年４月 ㈱ブルース・インターアクションズ 

（現 ㈱Ｐヴァイン） 取締役（現任） 

平成23年４月 ㈱ペトロ・ミュージック 

（現 ㈱ブルース・インターアクションズ）  

取締役（現任） 

平成23年４月 当社 執行役員 管理グループ長  

兼 グループ管理本部長 兼 財務経理部長(現任) 



 

   

新役職名 氏名 生年月日 略歴 

社外取締役 新宮 達史 昭和39年７月９日生 

昭和62年４月 伊藤忠商事㈱ 入社 

昭和63年５月 同社 衛星通信事業室 衛星通信事業課 

平成元年11月 同社 海外実務研修生(ニューヨーク) 

平成４年５月 日本通信衛星㈱(現JSAT㈱) 出向 

平成６年４月 同社 マルチメディア事業部 

マルチメディア事業開発チーム 

平成７年９月 伊藤忠ケーブルテレビエンジニアリンクﾞ㈱ 

(現伊藤忠ケーブルシステム㈱) 出向 

平成14年10月 伊藤忠商事㈱ モバイルビジネス部 

モバイル・メディア課長 

平成16年４月 同社 モバイル＆ワイヤレス部 

モバイル・ネットワーク課長 

平成19年４月 アシュリオン・ジャパン㈱ 出向 (東京駐在) 

平成20年５月 伊藤忠商事㈱ モバイル＆ワイヤレス部長 

平成20年６月 アイ・ティー・シーネットワーク㈱  

取締役（現任） 

平成20年６月 ㈱ナノ・メディア 取締役（現任） 

平成21年４月 伊藤忠商事㈱  

モバイルネットワークビジネス部長 

平成23年４月 同社 通信・モバイルビジネス部長（現任） 

社外取締役 今川 聖 昭和39年11月12日生 

昭和63年４月 伊藤忠商事㈱ 入社 人事部 

昭和63年５月 同社 産業機械第七部 欧阿・中南米課 

平成４年11月 同社 情報産業電子システム部 新規事業推進課 

平成６年４月 伊藤忠テクノサイエンス㈱  出向 

平成８年４月 伊藤忠商事㈱ 情報産業・メカトロシステム部 

 情報産業第二課 

平成10年４月 インフォ・アベニュー㈱  出向 

平成14年７月 伊藤忠エレクトロニクス㈱  出向 取締役 

平成15年４月 伊藤忠商事㈱ ビジネスソリューション部 

eビジネス課長代行 

平成16年７月 伊藤忠エレクトロニクス㈱ 出向  

代表取締役社長 

平成18年４月 伊藤忠商事㈱ ビジネスソリューション部 

eビジネス課長 

平成18年６月 Global Network Solutions Europe Ltd. 取締役 

平成18年７月 ウェルネス・コミュニケーションズ㈱ 取締役 

平成18年７月 伊藤忠商事㈱ ビジネスソリューション部 

 eビジネス課長 

平成18年７月 伊藤忠エレクトロニクス㈱ 取締役 

平成19年２月 NS Bio VenturesⅠ, Inc 代表取締役 

平成20年４月 伊藤忠商事㈱ ビジネスソリューション部長 

平成20年４月 ウェルネス・コミュニケーションズ㈱ 

代表取締役 

平成20年６月 エキサイト㈱ 取締役 

平成21年４月 伊藤忠商事㈱ メディア・ネットビジネス部長 

平成22年４月 Itochu Technology Inc.  取締役 

平成22年10月 伊藤忠エレクトロニクス㈱ 取締役 

平成23年４月 エキサイト㈱ 出向 取締役副社長（現任） 

 



 

新役職名 氏名 生年月日 略歴 

社外取締役 神山  隆 昭和39年４月30日生 

昭和62年４月 国際電信電話㈱（現 ＫＤＤＩ㈱）入社 

平成17年12月 ＫＤＤＩ㈱ コンテンツ･メディア事業本部 

メディア本部 メディアビジネス部長  

兼 マーケティング本部 宣伝部 

平成18年１月 同社 コンテンツ・メディア事業本部  

メディア本部 メディアビジネス部長 

平成18年１月 メディアフロージャパン企画㈱ 

平成20年４月 ＫＤＤＩ㈱ コンテンツ・メディア本部  

メディア推進部長  

兼 マーケティング本部 宣伝部 

 平成20年４月 ㈱Ａ-Ｓｋｅｔｃｈ 取締役副社長（現任） 

平成22年４月 ＫＤＤＩ㈱ 経営戦略本部 グループ戦略部長  

平成22年５月 メディアフロー放送サービス企画㈱ 

代表取締役社長（現任） 

平成22年10月 ＫＤＤＩ㈱ ＣＡＴＶ事業推進本部 

ＣＡＴＶメディア戦略部長  

平成23年４月 同社 新規事業統括本部 

メディア・ＣＡＴＶ推進本部 副本部長（現任） 

監査役 
（常勤） 

内田正宏 昭和32年10月20日生 

昭和58年４月 伊藤忠商事㈱ 入社 

平成５年４月 ㈱スペースシャワー 出向 

平成10年３月 ㈱ジャパンスポーツチャンネル 出向 

平成12年１月 ㈱日本サテライトシステムズ 

（現 スカパーＪＳＡＴ㈱）出向 

平成14年４月 伊藤忠商事㈱  

宇宙・情報・マルチメディアカンパニー  

メディア事業部門 企画開発室長 

平成15年４月 当社 出向 管理本部長補佐 

平成15年６月 当社 出向 取締役 兼 執行役員 

経営企画・管理担当 管理本部長 

平成18年６月 ㈱セップ 取締役（現任） 

平成19年４月 ㈱スペースシャワーＴＶ 取締役 

平成19年６月 バウンディ㈱ 取締役 

平成19年11月 ㈱ブルース・インターアクションズ 

（現 ㈱Ｐヴァイン） 取締役 

平成19年11月 ㈱ペトロ・ミュージック 

（現 ㈱ブルース・インターアクションズ）  

取締役 

平成22年４月 当社 取締役 管理グループ担当  

管理グループ長 兼 グループＩＴ管理室長 

平成23年４月 当社 取締役 管理グループ担当（現任） 



 

 
 以  上 

新役職名 氏名 生年月日 略歴 

社外監査役 数面  浩尚 昭和46年３月25日生 

平成６年４月 宇部興産㈱ 入社 

平成17年12月 同社 退社 

平成18年１月  伊藤忠商事㈱ 入社 

事業・リスクマネジメント部事業チーム 

平成18年２月  同社 宇宙・情報・マルチメディア事業総括部 

 事業総括チーム 

平成18年６月 ㈱ナノ・メディア 監査役（現任） 

平成19年５月 伊藤忠商事㈱  

宇宙・情報・マルチメディア事業統括部  

事業統括チーム 

平成20年４月 同社 宇宙・情報・マルチメディア事業統括部 

事業統括チーム  

兼 宇宙・情報・マルチメディアカンパニー 

宇宙・情報・マルチメディア 

内部統制推進チーム 

平成21年４月 同社 情報通信・航空電子事業統括部  

事業統括チーム  

兼 情報通信・航空電子カンパニー 

情報通信・航空電子内部統制推進チーム 

平成22年４月 同社 情報通信･航空電子事業統括部  

事業統括チーム 

平成23年４月 同社 機械・情報事業統括室長代行(現任) 

社外監査役 
（独立役員）

伊藤 修平 昭和45年６月７日生 

平成７年10月 センチュリー監査法人 

（現 有限責任 あずさ監査法人 国際部）入所 

平成11年４月 公認会計士登録 

平成17年９月 あずさ監査法人 退所 

平成17年10月 伊藤公認会計士事務所開設 代表社員(現任) 

平成17年12月 税理士登録 

平成18年６月 みかさ監査法人設立 社員 

平成21年１月 ㈱ＳＯＸアドバイザーズ 代表取締役（現任） 

平成21年８月 みかさ監査法人 代表社員（現任） 


