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日本衛星ビジネス協会

20102010年度総会年度総会

□　日時：2011年3月9日（火）16:30～17:00

□　場所：TKP東京駅丸の内会議室　カンファレンスルーム2

 　 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-1-1 帝劇ビルB1



日本衛星ビジネス協会2010年総会 2

議事議事次第次第

11号議案．号議案． 20102010年度活動報告年度活動報告

22号議案．号議案． 20102010年度会計及び監査報告年度会計及び監査報告

33号議案．号議案． 20112011年度活動計画年度活動計画

44号議案．号議案． 20112011年度収支計画年度収支計画

55号議案．号議案． 20112011年度役員選任年度役員選任
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11号議案．号議案．20102010年度活動報告年度活動報告

 施設見学会

 スカパーJSAT株式会社 スカパー東京メディアセンター　（2010.8.10）

 国土交通省 東京航空局 常陸太田航空衛星センター（2010.11.24） 　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　 

 講演会

 第1回（2010年3月30日）：大貫 美鈴氏(スペースフロンティアファンデーション）

　　     『商業宇宙飛行の動向～宇宙旅行は宇宙商業化のリーディングエッジになるか～』

 第2回（2010年7月27日）：菅井 正実氏　松村 宗臣氏　(スカパーJSAT株式会社)
         『スカパーJSATグループについて』

 第3回（2010年11月24日）：航空衛星運用官 小林 先任 　関 主任

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（国土交通省 東京航空局 常陸太田航空衛星センター）

        『衛星運用業務説明』

　　　  『MSAS業務説明』

 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

 APSCC2010のサポート（学生誘致等）

 月刊『B-maga』12月号　2月号 記事掲載（活動報告：施設見学会レポート）

 衛星通信ガイドブック 2010　   記事・広告掲載（協会概要紹介）

 SSPI NEWS（No.37）WEB掲載　（http://www.sspi-tokyo.org/）

http://www.sspi-tokyo.org/
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22号議案．号議案．20102010年度会計及び監査報告（年度会計及び監査報告（1/21/2））

 2010年度収支報告（2010年1月1日～2010年12月31日）

当期収入 553,177円（懇親会収入の減少）

当期支出 876,625円
　　　　　　　　　　（懇親会補助費支出の抑制、米国本部納入金に係る円安の享受、Web更新費の減額等）

当期損失 323,448円

科目 2010年実績 2010年予算 差異

年会費 ¥443,000 ¥440,000 ¥3,000
利息収入 ¥177 ¥0 ¥177
懇親会会費 ¥110,000 ¥174,000 ¥-64,000
雑収入 ¥0 ¥0 ¥0

当期収入合計 ¥553,177 ¥614,000 ¥-60,823
会合開催経費（会場費等） ¥103,700 ¥120,000 ¥-16,300
会合開催経費（懇親会補助費等） ¥250,778 ¥328,000 ¥-77,222
協賛金、会費、講演会経費 ¥197,900 ¥170,000 ¥27,900
SSPI米国本部納入金（見込調整分） ¥0 ¥0 ¥0
SSPI米国本部納入金 ¥131,504 ¥147,200 ¥-15,696
記事掲載、ＨＰ運営及び印刷複写費 ¥180,690 ¥239,500 ¥-58,810
通信運搬費（郵送費） ¥0 ¥0 ¥0
振込手数料等 ¥11,643 ¥12,000 ¥-357
雑費及び消耗品費等 ¥410 ¥5,000 ¥-4,590

当期支出合計 ¥876,625 ¥1,021,700 ¥-145,075

当期収支差額 ¥-323,448 ¥-407,700 ¥84,252

収入

支出
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22号議案．号議案．20102010年度会計及び監査報告（年度会計及び監査報告（2/22/2））

 資産残高

    2,275,429円｜2009年12月31日

2,028,843円｜2010年12月31日

郵便貯金　1,801,150円

銀行預金　　227,693円

△246,586円

2010年度　比較貸借対照表

（2010年12月31日現在）

（単位：円）

2009年度 2010年度

（2009/12/31） （2010/12/31）

Ⅰ資産の部

（当座資金）

現金 ¥48 ¥0 ¥-48
郵便貯金 ¥1,801,650 ¥1,801,150 ¥-500
銀行預金 ¥473,731 ¥227,693 ¥-246,038
当座資産計 ¥2,275,429 ¥2,028,843 ¥-246,586

（その他資産）

その他資産 ¥0 ¥0 ¥0
その他資産計 ¥0 ¥0 ¥0

¥2,275,429 ¥2,028,843 ¥-246,586
Ⅱ負債の部

（流動負債）

預り金 ¥0 ¥0 ¥0
未払金 ¥74,552 ¥151,414 ¥76,862
前受金 ¥0 ¥0 ¥0
流動負債計 ¥74,552 ¥151,414 ¥76,862

（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 ¥74,552 ¥151,414 ¥76,862
Ⅲ正味財産の部

（正味財産） ¥2,200,877 ¥1,877,429 ¥-323,448
資本の部　計 ¥2,200,877 ¥1,877,429 ¥-323,448

¥2,275,429 ¥2,028,843 ¥-246,586

2010年12月31日

負債・正味財産　計

増減

資産の部　計
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33号議案．号議案．20112011年度活動計画年度活動計画

 年次総会 ：年1回（2012年2～3月頃）

 役員会 ：年3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 ：衛星通信ガイドブックへの広告掲載、月刊『B-maga』・協会Webへの活動
　　　　　　　　　　 報告掲載、SSPI NEWS発行（Web掲載）

役員会

講演会

施設見学会

総会 10年総会

第1回役員会

第1回講演会

第2回役員会

第2回講演会

第1回見学会

第3回役員会

第3回講演会

第2回見学会

11年総会

12年 第1回役員会

12年 第1回講演会

SSPI NEWS Web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 2012年2月～

総会報告 活動報告、SSPI News掲載

B-maga掲載 活動報告

12月

指名委員会 委員選任 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

活動報告

衛星通信ガイドブック広告掲載広告掲載
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44号議案．号議案．20112011年度収支計画年度収支計画

※1 2010年並みを想定

※2 3,000円×34人×1回、3,000円×15人×2回

※3 5,000円×34人×1回、5,000円×15人×2回

※4 UNISEC年会費20,000円、SDF協賛金100,000円、講演会経費・SSPI News原稿料等50,000円、衛星通信ガイドブック広告掲載料31,500円

※5 U.S.$1,600×85円と想定

※6 Webサーバ管理費13,740円、Webサイト更新費45,000円、B-maga記事掲載費118,000円

科目 2011年予算案 2010年実績 差異

年会費
※1 ¥443,000 ¥443,000 ¥0

利息収入 ¥0 ¥177 ¥-177
懇親会会費

※2 ¥192,000 ¥110,000 ¥82,000
雑収入 ¥0 ¥0 ¥0

当期収入合計 ¥635,000 ¥553,177 ¥81,823

会合開催経費（会場費等） ¥110,000 ¥103,700 ¥6,300
会合開催経費（懇親会補助費等）※3 ¥320,000 ¥250,778 ¥69,222

協賛金、会費、講演会経費
※4 ¥201,500 ¥197,900 ¥3,600

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 ¥136,000 ¥131,504 ¥4,496
記事掲載、ＨＰ運営及び印刷複写費※6 ¥176,740 ¥180,690 ¥-3,950
通信運搬費（郵送費） ¥0 ¥0 ¥0
振込手数料等 ¥12,000 ¥11,643 ¥357
雑費及び消耗品費等 ¥5,000 ¥410 ¥4,590

当期支出合計 ¥961,240 ¥876,625 ¥84,615
当期収支差額 ¥-326,240 ¥-323,448 ¥-2,792

収入

支出

 2011年度収支計画
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会長　　　　　 永井　裕（ｽｶﾊﾟｰJSAT㈱） 【新任】

副会長　　　　稲垣　政文（NEC東芝ｽﾍﾟｰｽｼｽﾃﾑ㈱）  【新任】

副会長　　　　水池　健（KDDI㈱）             【新任】

事務局長　　 市川　卓（三菱電機㈱）             【新任】

財務部長　　 渡辺　尚久（三菱電機㈱ ）             【新任】

事業部長　　 高杉　剛史（㈱ｴﾑ･ｼｰ･ｼｰ）           【新任】

事業部長　　 松村　宗臣（ｽｶﾊﾟｰJSAT㈱）          【新任】

国際部長　　 多田　義嗣（ｽｶﾊﾟｰJSAT㈱ ）            【新任】

会計監査人　浜崎　浩丈（日本放送協会）        【新任】

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（㈱放送衛星システム）

相談役　河内　正夫（㈱ｴﾑ･ｼｰ･ｼｰ）

相談役　黒田　隆二（国際宇宙大学）

相談役　大滝　泰郎

 2011年度役員候補者リスト

55号議案．号議案．20112011年度役員選任年度役員選任
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