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日本衛星ビジネス協会

2013年度総会・講演会

□ 日時：2014年3月27日（木）
（総会）16:15～16:45 （講演会）17:00～18:15

□ 場所：三菱電機(株)本社 ダイヤモンドプラザE

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビル4F
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議事次第

1号議案． 2013年度活動報告

2号議案． 2013年度会計及び監査報告

3号議案． 2014年度活動計画

4号議案． 2014年度収支計画

5号議案. 2014年度役員選任

講演会. 講師：内閣府 宇宙戦略室 野田浩幸 企画官

テーマ「準天頂衛星システムサービスと整備状況」
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1号議案．2013年度活動報告

 施設見学会

 JAXA筑波宇宙センター (2013.11.8）

 講演会

 第1回（2013年4月27日）： 内閣府宇宙戦略室 國友宏俊 参事官

『新たな宇宙基本計画について 』

 第2回（2013年11月8日）：高畑 博樹氏 第一衛星利用ミッション本部

先進衛星技術開発室 (JAXA上席開発員）

『JAXAにおける通信・測位衛星の現状と将来計画』

 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

 衛星通信ガイドブック 2013 記事・広告掲載（協会概要紹介）

 協会Web 活動報告・施設見学会レポート掲載
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2号議案．2013年度会計及び監査報告（1/3）

 2013年度収支報告（2013年1月1日～2013年12月31日）

当期収入 643,229円（年会費、懇親会会費収入の減少）

当期支出 745,198円（懇親会補助費増、会場費の減等）

当期損失 ▲101,969円

科目 実績 予算 差異
年会費 ¥475,000 ¥488,000 ¥-13,000
利息収入 ¥229 ¥0 ¥229
懇親会会費 ¥168,000 ¥240,000 ¥-72,000
雑収入 ¥0 ¥0 ¥0

当期収入合計 ¥643,229 ¥728,000 ¥-84,771

会合開催経費（会場費等） ¥4,500 ¥110,000 ¥105,500
会合開催経費（懇親会補助費等） ¥341,300 ¥240,000 ¥-101,300
協賛金、会費、講演会経費 ¥151,500 ¥233,000 ¥81,500
SSPI米国本部納入金（見込調整分） ¥0 ¥0 ¥0
SSPI米国本部納入金(2013年分） ¥166,144 ¥152,000 ¥-14,144
記事掲載、ＨＰ運営及び印刷複写費 ¥68,025 ¥103,740 ¥35,715
通信運搬費（郵送費） ¥2,400 ¥0 ¥-2,400
振込手数料等 ¥11,329 ¥12,000 ¥671
雑費及び消耗品費等 ¥0 ¥5,000 ¥5,000

当期支出合計 ¥745,198 ¥855,740 ¥110,542
当期収支差額 ¥-101,969 ¥-127,740 ¥25,771

収入

支出



5

2号議案．2013年度会計及び監査報告（2/3）

 資産残高

1,337,642円｜2012年12月31日

1,175,823円｜2013年12月31日

銀行預金 1,175,823円

△161,819円

2013年度　比較貸借対照表

（2013年12月31日現在）

（単位：円）

2012年度 2013年度

（2012/12/31） （2013/12/31）

Ⅰ資産の部

（当座資金）

現金 ¥0 ¥0 ¥0
郵便貯金 ¥0 ¥0 ¥0
銀行預金 ¥1,337,642 ¥1,175,823 ¥-161,819
当座資産計 ¥1,337,642 ¥1,175,823 ¥-161,819

（その他資産）

その他資産 ¥0 ¥0 ¥0
その他資産計 ¥0 ¥0 ¥0

¥1,337,642 ¥1,175,823 ¥-161,819
Ⅱ負債の部

（流動負債）

預り金 ¥0 ¥0 ¥0
未払金 ¥61,772 ¥1,922 ¥-59,850
前受金 ¥0 ¥0 ¥0
流動負債計 ¥61,772 ¥1,922 ¥-59,850

（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 ¥61,772 ¥1,922 ¥-59,850
Ⅲ正味財産の部

（正味財産） ¥1,275,870 ¥1,173,901 ¥-101,969
資本の部　計 ¥1,275,870 ¥1,173,901 ¥-101,969

¥1,337,642 ¥1,175,823 ¥-161,819

2013年12月31日

負債・正味財産　計

増減

資産の部　計
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2号議案．2013年度会計及び監査報告（3/3）
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3号議案．2014年度活動計画

 年次総会 ：年1回（2015年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広告掲載、協会Webへ活動報告掲載、

SSPI NEWS発行（Web掲載）

役員会

講演会

施設見学会

総会 13年度総会

第1回役員会

第1回講演会

第2回役員会

第1回見学会

第3回役員会

第2回見学会

14年度総会

15年度 第1回役員会

15年度第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 2015年3月～

総会報告 活動報告、SSPI News掲載

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

4月3月

衛星通信ガイドブック広告掲載 広告掲載

第3回講演会第2回講演会
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4号議案．2014年度収支計画

※1 2013年 正会員3名途中入会 （賛助会員 4口、正会員 37口、SSPI非登録会員 17口 ）

※2 4,000円×30人×1回（総会懇親会）、4,000円×15人×2回（見学会懇親会）

※3 4,000円×30人×1回（総会懇親会）、4,000円×15人×2回（見学会懇親会）

※4 UNISEC年会費20,000円、SDF協賛金50,000円、衛星通信ガイドブック広告掲載料32,400円 他

※5 U.S.$1,600×105円と想定

※6 Webサーバ管理費10,320円、Webサイト更新費30,000円、SSPI News原稿料等32,400円

 2014年度収支計画

科目 2014年予算案 2013年実績 差異
年会費　（注１） ¥504,000 ¥475,000 ¥29,000
利息収入 ¥0 ¥229 ¥-229
懇親会会費　（注２） ¥240,000 ¥168,000 ¥72,000
雑収入 ¥0 ¥0 ¥0

当期収入合計 ¥744,000 ¥643,229 ¥100,771
会合開催経費（会場費等） ¥110,000 ¥4,500 ¥105,500
会合開催経費（懇親会補助費等）　（注３） ¥240,000 ¥341,300 ¥-101,300
協賛金、会費、講演会経費　（注４） ¥152,400 ¥151,500 ¥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　（注５） ¥168,000 ¥166,144 ¥1,856
記事掲載、ＨＰ運営及び印刷複写費　（注６） ¥72,720 ¥68,025 ¥4,695
通信運搬費（郵送費） ¥2,500 ¥2,400 ¥100
振込手数料等 ¥12,000 ¥11,329 ¥671
雑費及び消耗品費等 ¥5,000 ¥0 ¥5,000

当期支出合計 ¥762,620 ¥745,198 ¥17,422
当期収支差額 ¥-18,620 ¥-101,969 ¥83,349

収入

支出
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会長 水池 健（KDDI㈱） 【再任】

副会長 小山 公貴（スカパーJSAT㈱） 【再任】

副会長 木下 伸也（日本電気㈱） 【再任】

事務局長 正源 和義（㈱放送衛星システム） 【再任】

財務部長 山崎 收（㈱放送衛星システム） 【再任】

事業部長 村田 靖（KDDI㈱） 【再任】

事業部長 渡邊 尚久（三菱電機㈱） 【再任】

国際部長 林 伸一郎（三菱電機㈱） 【再任】

会計監査人 高杉 剛史（㈱エム・シー・シー） 【再任】

理事 神谷 直亮（衛星ｼｽﾃﾑ総研） 【再任】

理事 竹内 和則（㈱KDDI研究所） 【再任】

理事 後藤 智彦 （三菱重工業㈱) 【再任】

 2014年度役員候補者リスト

5号議案．2014年度役員選任

相談役 大和久 徹

相談役 矢橋 隆

相談役 永井 裕


