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日本衛星ビジネス協会

20092009年度総会年度総会

□ 日時：2010年3月30日（火）16:30～17:00

□ 場所：スカパーJSAT株式会社 301会議室（3階）

東京都港区赤坂一丁目14-14
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議事議事次第次第

1号議案． 2009年活動報告

2号議案． 2009年会計及び監査報告

3号議案． 2010年活動計画

4号議案． 2010年収支計画

5号議案． 2010年役員選任
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写真①：地球シミュレータ （JAMSTEC 横浜研究所）

写真②：ロケット艤装組立（三菱重工業株式会社）

 施設見学会

 (独)海洋研究開発機構(JAMSTEC)横浜研究所 (2009.7.27）

 三菱重工業株式会社 (2009.10.21)
名古屋航空宇宙システム製作所飛島工場（名航）

名古屋誘導推進システム製作所本工場（名誘）

 講演会

 第１回（2009年3月19日）：横田 真氏(内閣官房 宇宙開発戦略本部事務局 参事官）
『宇宙開発戦略本部における検討状況』

 第２回（2009年７月27日）：近藤 洋輝氏 上原 均氏 (JAMSTEC 横浜研究所)

『観測とシミュレーションによる温暖化研究やIPCCへの貢献など』

『地球シミュレーターの産業利用の展開について』

 第３回（2009年10月21日）：三菱重工業株式会社（名航・名誘）

『宇宙事業への取り組み』（ビデオ上映・プレゼンテ-ション）

 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』9月号記事掲載（活動報告：施設見学会レポート）

 SSPI NEWS（No.36）WEB掲載 （http://www.sspi-tokyo.org/）

11号議案．号議案．20200909年活動報告年活動報告
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22号議案．号議案．20200909年会計及び監査報告（年会計及び監査報告（1/21/2））

科目 2009年実績 2009年予算 差異

年会費 ¥440,000 ¥490,000 ¥-50,000

利息収入 ¥699 ¥0 ¥699

懇親会会費 ¥119,000 ¥180,000 ¥-61,000

雑収入 ¥0 ¥0 ¥0

当期収入合計 ¥559,699 ¥670,000 ¥-110,301

会合開催経費（会場費等） ¥126,555 ¥150,000 ¥-23,445

会合開催経費（懇親会補助費等） ¥315,160 ¥330,000 ¥-14,840

協賛金、会費、講演会経費 ¥179,906 ¥170,000 ¥9,906

SSPI米国本部納入金（見込調整分） ¥0 ¥0 ¥0

SSPI米国本部納入金 ¥142,592 ¥160,000 ¥-17,408

記事掲載、ＨＰ運営及び印刷複写費 ¥118,875 ¥224,000 ¥-105,125

通信運搬費（郵送費） ¥0 ¥0 ¥0

振込手数料等 ¥11,721 ¥10,000 ¥1,721

雑費及び消耗品費等 ¥3,532 ¥5,000 ¥-1,468

当期支出合計 ¥898,341 ¥1,049,000 ¥-150,659

当期収支差額 ¥-338,642 ¥-379,000 ¥40,358

収入

支出

 2009年収支報告（2009年1月1日～2009年12月31日）

当期収入 559,699円（会費収入及び懇親会収入の減少）

当期支出 898,341円（B-maga記事掲載費用前期引当、Web更新の集約等による支出抑制）

当期損失 338,642円
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22号議案．号議案．20200909年会計及び監査報告（年会計及び監査報告（2/22/2））

2009年度　比較貸借対照表

（2009年12月31日現在）

（単位：円）

2008年度 2009年度

（2008/12/31） （2009/12/31）

Ⅰ資産の部

（当座資金）

現金 ¥48 ¥48 ¥0
郵便貯金 ¥1,793,650 ¥1,801,650 ¥8,000
銀行預金 ¥838,416 ¥473,731 ¥-364,685
当座資産計 ¥2,632,114 ¥2,275,429 ¥-356,685

（その他資産）

その他資産 ¥0 ¥0 ¥0
その他資産計 ¥0 ¥0 ¥0

¥2,632,114 ¥2,275,429 ¥-356,685
Ⅱ負債の部

（流動負債）

預り金 ¥0 ¥0 ¥0
未払金 ¥92,595 ¥74,552 ¥-18,043
前受金 ¥0 ¥0 ¥0
流動負債計 ¥92,595 ¥74,552 ¥-18,043

（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 ¥92,595 ¥74,552 ¥-18,043
Ⅲ正味財産の部

（正味財産） ¥2,539,519 ¥2,200,877 ¥-338,642
資本の部　計 ¥2,539,519 ¥2,200,877 ¥-338,642

¥2,632,114 ¥2,275,429 ¥-356,685負債・正味財産　計

増減

資産の部　計

 資産残高

2,632,114円｜2008年12月31日

2,275,429円｜2009年12月31日

郵便貯金 1,801,650円

銀行預金 473,731円

現金 48円

△356,685円
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33号議案．号議案．20201010年活動計画年活動計画

 年次総会 ：年1回（2011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 ：APSCC 2010のサポート（学生誘致等）、SSPI NEWS発行（Web掲載）、
月刊『B-maga』への活動報告掲載

役員会

講演会

施設見学会

総会 09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

10年総会

11年 第1回役員会

11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 2011年2月～

総会報告 活動報告、SSPI News掲載

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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44号議案．号議案．20201010年収支計画年収支計画

科目 2010年予算案 2009年実績 差異

年会費
※1 ¥440,000 ¥440,000 ¥0

利息収入 ¥0 ¥699 ¥-699

懇親会会費
※2 ¥174,000 ¥119,000 ¥55,000

雑収入 ¥0 ¥0 ¥0

当期収入合計 ¥614,000 ¥559,699 ¥54,301

会合開催経費（会場費等） ¥120,000 ¥126,555 ¥-6,555

会合開催経費（懇親会補助費等）※3 ¥328,000 ¥315,160 ¥12,840

協賛金、会費、講演会経費※4 ¥170,000 ¥179,906 ¥-9,906

SSPI米国本部納入金（見込調整分） ¥0 ¥0 ¥0

SSPI米国本部納入金※5 ¥147,200 ¥142,592 ¥4,608

記事掲載、ＨＰ運営及び印刷複写費※6 ¥239,500 ¥118,875 ¥120,625

通信運搬費（郵送費） ¥0 ¥0 ¥0

振込手数料等 ¥12,000 ¥11,721 ¥279

雑費及び消耗品費等 ¥5,000 ¥3,532 ¥1,468

当期支出合計 ¥1,021,700 ¥898,341 ¥123,359

当期収支差額 ¥-407,700 ¥-338,642 ¥-69,058

収入

支出

※1 2009年並みを想定

※2 2,000円×27人×1回、3,000円×20人×2回

※3 4,000円×27人×1回、5,500円×20人×2回

※4 UNISEC年会費20,000円、SDF協賛金10,000円、講演会経費、原稿料等50,000円

※5 U.S.$1,600×92円と想定

※6 Webサーバ管理費27,000円、Webサイト更新費94,500円、B-maga記事掲載費118,000円
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会長 稲畑 廣行（三菱電機㈱） 【再任】

副会長 矢橋 隆（日本放送協会） 【再任】

副会長 永井 裕（ｽｶﾊﾟｰJSAT㈱） 【再任】

事務局長 松村 宗臣（ｽｶﾊﾟｰJSAT㈱） 【再任】

事業部長 河合 宣行（KDDI㈱） 【再任】

事業部長 藤田 政樹（日本電気㈱） 【再任】

財務部長 松藤 浩一郎（ｽｶﾊﾟｰJSAT㈱） 【再任】

国際部長 西 泰樹（㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾄﾞｺﾓ） 【再任】

会計監査人 副島 政博（㈱放送衛星ｼｽﾃﾑ） 【再任】

理事 引間 栄一（三菱電機㈱） 【新任】

理事 稲垣 政文（NEC東芝ｽﾍﾟｰｽｼｽﾃﾑ㈱） 【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 武内 良男（㈱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＞

理事 高山 久信（三菱電機㈱）

 2010年役員候補者リスト

55号議案．号議案．20201010年役員選任年役員選任


