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平成 28 年５月 18 日 

各 位 

上場会社名  さくらインターネット株式会社 

代表者  代表取締役社長 田中 邦裕 

（コード番号  3778） 

問合せ先責任者 取締役 川田 正貴 

（TEL 06-6265-4830） 

役員の異動に関するお知らせ 

当社は、平成 28 年５月 18 日開催の取締役会において、下記の通り役員の異動を内定いたしましたのでお

知らせいたします。なお、本件は平成 28 年６月 24 日開催予定の第 17 回定時株主総会の決議を経て、正式

に決定する予定です。 

記 

１． 役員の異動 

(1) 新任取締役候補者 

・取締役候補の氏名および略歴等 

氏名（生年月日） 略   歴 

  いせ  こういち 

伊勢 幸一 

（昭和 37 年 11 月 26 日生）

昭和 61 年４月 日立設備エンジニアリング株式会社（現株式会社日立

パワーソリューションズ）入社 

平成元年５月 デジタルテクノロジー株式会社入社 

平成８年３月 株式会社スクウェア（現株式会社スクウェア・エニッ

クス）入社 

平成９年４月 SQUARE USA INC．ホノルルスタジオ出向 

平成 14 年１月 株式会社スクウェア（現株式会社スクウェア・エニッ

クス）ネットワーク技術部部長 

同社情報技術部副部長 

平成14年11月 同社ネットワークシステム部部長 

平成 17 年４月 株式会社ライブドア（現 NHN テコラス株式会社）入社

平成 17 年９月 同社ネットワーク事業部執行役員 

平成 19 年５月 株式会社フォーサイトウェーブ取締役（現任） 

平成20年10月 同社情報環境研究室室長 

平成 24 年１月 株式会社データホテル（現 NHN テコラス株式会社）情

報環境研究室室長 

平成 26 年９月 テコラス株式会社（現 NHN テコラス株式会社）情報技

術研究室室長 

（注）伊勢幸一氏が所有する当社株式はありません。 
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氏名（生年月日） 略   歴 

  いぎ  としひろ 

猪木 俊宏 

（昭和 43 年７月６日生） 

平成 10 年４月 弁護士登録 

三井安田法律事務所入所 

平成16年12月 三井法律事務所入所 

平成 19 年７月 特定非営利活動法人コモンスフィア理事（現任） 

平成 21 年９月 サイバーボンド株式会社設立 代表取締役（現任） 

株式会社コンテンツアンドシステムズ取締役（現任）

平成 23 年７月 猪木法律事務所開設 代表（現任） 

平成 25 年２月 株式会社メルカリ社外監査役（現任） 

平成26年10月 株式会社ゼロスタート社外監査役（現任） 

（注）１．猪木俊宏氏は、会社法第２条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。 

   ２．猪木俊宏氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同氏の選任 

が第 17 回定時株主総会で承認された場合、独立役員として、同取引所に届け出る予定 

であります。 

   ３．猪木俊宏氏が所有する当社株式はありません。 

 

 

(2) 新任監査役候補者 

・監査役候補の氏名および略歴等 

氏名（生年月日） 略   歴 

かわむら  かずひさ 

川村 和久 

（昭和 37 年５月 24 日生） 

昭和 60 年４月 ニチメン株式会社（現双日株式会社）入社 

平成８年１月 米国ニチメン（現双日米国会社）出向 

平成 13 年６月 ニチメン株式会社（現双日株式会社）広報･IR 部 IR 課

課長 

平成 16 年４月 双日株式会社経営企画部部長補佐 

平成 16 年７月 株式会社双日総合研究所監査役 

平成17年10月 双日株式会社リスク管理部第三課課長 

平成 19 年７月 双日九州株式会社監査役 

平成 21 年５月 双日総合管理株式会社監査役 

平成 22 年４月 双日株式会社リスク管理第一部副部長 

平成 23 年７月 双日建材株式会社監査役 

平成 25 年６月 双日シェアードサービス株式会社監査役（現任） 

平成 26 年１月 双日株式会社リスク管理企画部副部長（現任） 

同社リスク管理企画部企画第二課課長 

（注）１．川村和久氏は、当社の親会社である双日株式会社の業務執行者です。 

２．川村和久氏が所有する当社株式はありません。 
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氏名（生年月日） 略   歴 

  はせがわ  ひろゆき 

長谷川 浩之 

（昭和 43 年 12 月 29 日生）

平成３年９月 井上斎藤英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）

入所 

平成８年４月 公認会計士登録 

平成８年５月 Arthur Andersen シンガポール事務所勤務 

平成10年11月 松下寿電子工業株式会社（現パナソニック ヘルスケ

ア株式会社）入社 

平成12年11月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入

所 

平成 22 年７月 長谷川公認会計士事務所開設  代表（現任） 

平成22年12月 税理士登録 

（注）１．長谷川浩之氏は、会社法第２条第 16 号に定める社外監査役候補者であります。 

２．長谷川浩之氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同氏の選 

  任が第 17 回定時株主総会で承認された場合、独立役員として、同取引所に届け出る予 

 定であります。 

   ３．長谷川浩之氏が所有する当社株式はありません。 

 

(3) 退任役員 

① 退任取締役 

舘野 正明（任期満了により退任し、執行役員に就任予定） 

村上 宗久（任期満了により退任し、執行役員に就任予定） 

 

② 退任監査役 

 吉田 昌義（任期満了による退任） 

 萩野 和実（辞任による退任） 

 

③ 退任予定日 

平成 28 年６月 24 日 

以上 
 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 

さくらインターネット株式会社 

ＩＲ窓口：ＴＥＬ0120-654-835（フリーダイヤル） 

※受付時間：9 時 30 分～18 時 30 分 

※月曜～金曜（祝祭日を除く） 

 


