
日本衛星ビジネス協会

20020088年総会年総会

□日時：2009年3月19日（木）16：00～16：30

□ 場所：Office TOKYO（オフィス東京）C5会議室（5階）

東京都中央区京橋一丁目６番８号
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議事次第

１号議案．2008年活動報告

２号議案．2008年会計及び監査報告

３号議案．2009年活動計画

４号議案．2009年収支計画

５号議案．2009年役員選任・退任
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写真①：しんかい2000の見学の模様（JAMSTEC横須賀本部）

写真②：鹿島宇宙技術センターの34ｍ巨大アンテナ

１号議案．2008年活動報告

施設見学会

海洋研究開発機構（JAMSTEC）横須賀本部視察（2008.7.4）

情報通信研究機構（NiCT）鹿島宇宙技術センター視察（2008.11.14）

講演会

第１回（２００８年３月５日）：青木 節子氏（慶應義塾大学教授）

『宇宙産業振興に果たす宇宙活動法の条件』

第２回（２００８年７月４日）：海洋研究開発機構
『海洋研究開発機構 活動紹介』

第３回（２００８年１１月１４日）：NiCT鹿島宇宙技術センター

『鹿島宇宙技術センター 活動紹介』（ビデオ上映）

支援・交流、その他の対外活動

UNISEC会員継続、宇宙開発フォーラム（SDF）協賛

月刊『B-maga』８月号記事掲載（活動報告：施設見学会レポート）

SSPI NEWS（No.35）WEB掲載 （http://www.sspi-tokyo.org/）
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科目 予算 実績 差異
年会費 \519,000 \456,000 \-63,000
利息収入 \0 \1,105 \1,105
懇親会会費 \180,000 \156,000 \-24,000
雑収入 \0 \0 \0

当期収入合計 \699,000 \613,105 \-85,895
会合開催経費（会場費等） \150,000 \137,670 \-12,330
会合開催経費（懇親会補助費等） \400,000 \298,148 \-101,852
協賛金、会費、講演会経費 \170,000 \166,380 \-3,620
SSPI米国本部納入金(前期引当分) \0 \-184,240 \-184,240
SSPI米国本部納入金(2008年支払実費） \184,240 \155,920 \-28,320
記事掲載、ＨＰ運営及び印刷複写費 \250,000 \147,000 \-103,000
通信運搬費（郵送費） \10,000 \0 \-10,000
振込手数料等 \12,000 \6,884 \-5,116
雑費及び消耗品費等 \10,000 \200 \-9,800

当期支出合計 \1,186,240 \727,962 \-458,278
当期収支差額 \-487,240 \-114,857 \372,383

収入

支出

２号議案．2008年会計及び監査報告（1/2）

2008年収支報告（2008年1月1日～2008年12月31日）

当期収入：613,105円 （期初予算：699,000円）【会員数減少による年会費収入減▲63,000円】

当期支出：727,962円 （期初予算：1,186,240円）【B-maga記事掲載数削減など支出抑制▲274,038円】

当期損失：▲114,857円（期初予算：▲487,240円）

注：当期よりSSPI米国本部次年度会費の引当を行わず、当該年度支払分のみ費用計上。

（2008年収支の予算・実績対比）
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２号議案．2008年会計及び監査報告（2/2）

資産残高

資産残高

2007年12月31日｜ 2,946,680円

2008年12月31日｜ 2,632,114円

郵便貯金 1,793,650円

銀行預金 838,416円

現金 48円

（比較貸借対照表：2008年12月31日時点）

注：当年度郵貯から銀行預金へ1百万円運転資金の移動を実施。

（単位：円）

2007年度 2008年度

(2007/12/31) (2008/12/31)

Ⅰ資産の部

（当座資金）

現金 \48 \48 \0

郵便貯金 \2,783,650 \1,793,650 \-990,000

銀行預金 \162,982 \838,416 \675,434

当座資産計 \2,946,680 \2,632,114 \-314,566

（その他資産）

その他資産 \0 \0 \0

その他資産計 \0 \0 \0

\2,946,680 \2,632,114 \-314,566

Ⅱ負債の部

（流動負債）

預り金 \0 \0 \0

未払金 \292,304 \92,595 \-199,709

前受金 \0 \0 \0

流動負債計 \292,304 \92,595 \-199,709

（その他負債）

その他負債 \0 \0 \0

その他負債計 \0 \0 \0

負債の部　計 \292,304 \92,595 \-199,709

Ⅲ正味財産の部

（正味財産） \2,654,376 \2,539,519 \-114,857

資本の部　計 \2,654,376 \2,539,519 \-114,857

\2,946,680 \2,632,114 \-314,566負債・正味財産　計

増減

資産の部　計
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３号議案．2009年活動計画

年次総会 ：年１回（2010年２～３月頃）

役員会 ：年４回開催（予定）

施設見学会 ：年２回開催（予定）

講演会 ：年３回開催（予定）

学生支援活動 ：UNISEC賛助会員継続、SDF協賛、施設見学会等への学生招待

協会PR活動 ：SSPI NEWS発行（Web掲載）、月刊『B-maga』活動報告掲載

役員会

講演会

施設見学会

総会 08年総会

第1回役員会

第1回講演会

第2回役員会 第3回役員会

第2回講演会

第1回見学会

第4回役員会

第3回講演会

第2回見学会

09年総会

10年 第1回役員会

10年 第1回講演会

SSPI NEWS HP掲載

協会HP掲載 活動報告

原稿作成依頼

5月 7月 8月 9月 10～11月 2010年2月～

総会報告 活動報告

B-maga掲載 総会報告/協会紹介 活動報告

12月

指名委員会 委員選任 委員会（メール開催） 次期役員候補リスト承認 次期役員選任

6月

学生支援交流 SDF協賛SDF/UNISEC招待 SDF/UNISEC招待 SDF/UNISEC招待

4月3月
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４号議案．2009年収支計画

（注１）2009年3月時点の加入状況（正会員31名、正会員非登録会員15名、賛助会員6名）を基に試算。

（注２）3千円/人×20名×3回と想定。

（注３）5.5千円/人×20名×3回と想定。（※前年度までは6.5千円/人）

（注４）UNISEC会費（20千円）、SDF協賛金（100千円）、講演会経費・原稿料等（50千円）

（注５）USD1,600/SSPI登録会員50名未満＠¥100.00と想定。

（注６）WEBサーバ管理費（3千円×12mo）、WEB更新等（70千円）、B-maga記事掲載２回（118千円）

科目 2009年予算案 2008年実績 差異
年会費　　（注１） \490,000 \456,000 \34,000
利息収入 \0 \1,105 \-1,105
懇親会会費収入　（注２） \180,000 \156,000 \24,000
雑収入 \0 \0 \0

当期収入合計 \670,000 \613,105 \56,895
会合開催経費（会場費等） \150,000 \137,670 \12,330
会合開催経費（懇親会補助費等）　（注３） \330,000 \298,148 \31,852
協賛金、会費、講演会経費 （注４） \170,000 \166,380 \3,620
SSPI米国本部納入金（見込調整分） \0 \-184,240 \184,240
2009年度SSPI米国本部納入金 （注５） \160,000 \155,920 \4,080
記事掲載、ＨＰ運営及び印刷複写費　（注６） \224,000 \147,000 \77,000
通信運搬費（郵送費） \0 \0 \0
振込手数料等 \10,000 \6,884 \3,116
雑費及び消耗品費等 \5,000 \200 \4,800

当期支出合計 \1,049,000 \727,962 \321,038
当期収支差額 \-379,000 \-114,857 \-264,143

収入

支出



日本衛星ビジネス協会2008年総会 8

会長 稲畑 廣行（三菱電機） 【新任】

副会長 矢橋 隆（NHK） 【再任】

副会長 永井 裕（スカパーJSAT） 【新任】

事務局長 松村 宗臣（スカパーJSAT） 【新任】

事業部長 河合 宣行（KDDI） 【新任】

事業部長 藤田 政樹（NEC） 【新任】

財務部長 松藤 浩一郎（スカパーJSAT）【新任】

国際部長 西 泰樹（NTTドコモ） 【新任】

会計監査人 斉藤 知弘（B-SAT） 【新任】

理事 高山 久信（三菱電機） 【新任】

理事 稲垣 政文（NEC） 【再任】

理事 神谷 直亮（衛星ｼｽﾃﾑ総研） 【再任】

理事 篠原 健（追手門学院大学） 【再任】

理事 篠永 英之（KDDI研究所） 【再任】

理事 角田 健一（ﾂﾉﾀﾞﾋﾞｼﾞﾈｽｼｽﾃﾑｽﾞ）【再任】

相談役 大和久 徹（B-SAT）

相談役 河内 正夫（MCC）

相談役 黒田 隆二（国際宇宙大学）

相談役 大滝 泰郎

＜退任＞

副会長 伊藤 二郎（三菱電機）

財務部長 當時久保 範一（スカパーJSAT）

理事 西宮 務（KEC）

５号議案．2009年役員選任・退任

2009年役員候補者リスト


