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日本衛星ビジネス協会

2014年度総会・講演会

□ 日時：2015年4月9日（木）
（総会）15:45～16:15 （講演会）16:30～17:45

□ 場所：ＮＥＣ本社ビル／2階

〒108-0014  東京都港区芝５丁目７-１
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議事次第

1号議案． 2014年度活動報告

2号議案． 2014年度会計及び監査報告

3号議案． 2015年度活動計画

4号議案． 2015年度収支計画

5号議案. 2015年度役員選任

講演会. 講師： 日本電気㈱ 準天頂衛星推進室 主幹

兼 パブリックビジネスユニット 主幹

村井 善幸 様

テーマ 「準天頂衛星プロジェクトの 新状況」
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1号議案．2014年度活動報告

 施設見学会

 JAL工場 SKY MUSEUM (2014.6.3） スカパー東京メディアセンター (2014.11.10）
見学会出席 39名、懇親会 36名 （学生招待12） 見学会出席 35名、懇親会 27名 （学生招待6）

 講演会

 第1回（2014年3月27日）： 内閣府宇宙戦略室 野田浩幸 企画官

『準天頂衛星システムサービスと整備状況』
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 第2回（2014年6月3日）：

JALエンジニアリング技術部技術

企画室客室使用開発グループ

松尾 氏

『 JAL SKY Wi-Fiの概要』

 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 2014 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

ビジネス事例紹介の更新

 米国SSPI HPへのアクセス改善

正会員に対するID付与、HPにメンバーLog In

1号議案．2014年度活動報告（その２）

 第3回（2014年11月10日）：

技術運用部門 放送技術本部

プラットフォームシステム部長

仙澤 隆 氏

『４K 放送実用化の取り組み』
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2号議案．2014年度会計及び監査報告（1/3）

 2014年度収支報告（2014年1月1日～2014年12月31日）

当期収入 814,207円（前年比＋170, 978円 年会費、懇親会会費収入の増加）

当期支出 772,246円（前年比＋ 27,048円 懇親会補助費増、会場費の減、SSPI送金為替円安等）

当期収支 41,961円

科目 実績 予算 差異
年会費 ¥527,000 ¥504,000 ¥23,000
利息収入 ¥207 ¥0 ¥207
懇親会会費 ¥287,000 ¥240,000 ¥47,000
雑収入 ¥0 ¥0 ¥0

当期収入合計 ¥814,207 ¥744,000 ¥70,207

会合開催経費（会場費等） ¥3,000 ¥110,000 ¥107,000
会合開催経費（懇親会補助費等） ¥400,220 ¥240,000 ¥-160,220
協賛金、会費、講演会経費 ¥102,400 ¥152,400 ¥50,000
SSPI米国本部納入金（見込調整分） ¥0 ¥0 ¥0
SSPI米国本部納入金(2014年分） ¥191,360 ¥168,000 ¥-23,360
記事掲載、ＨＰ運営及び印刷複写費 ¥61,623 ¥72,720 ¥11,097
通信運搬費（郵送費） ¥2,050 ¥2,500 ¥450
振込手数料等 ¥11,593 ¥12,000 ¥407
雑費及び消耗品費等 ¥0 ¥5,000 ¥5,000

当期支出合計 ¥772,246 ¥762,620 ¥-9,626
当期収支差額 ¥41,961 ¥-18,620 ¥60,581

収入

支出
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2号議案．2014年度会計及び監査報告（2/3）

 資産残高

1,175,823円｜2013年12月31日

1,217,838円｜2014年12月31日

銀行預金 1,217,838円

42,015円

2014年度　比較貸借対照表

（2014年12月31日現在）

（単位：円）

2013年度 2014年度

（2013/12/31） （2014/12/31）

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 ¥1,175,823 ¥1,217,838 ¥42,015
当座資産計 ¥1,175,823 ¥1,217,838 ¥42,015

（その他資産）

その他資産 ¥0 ¥0 ¥0
その他資産計 ¥0 ¥0 ¥0

¥1,175,823 ¥1,217,838 ¥42,015
Ⅱ負債の部

（流動負債）

預り金 ¥0 ¥0 ¥0
未払金 ¥1,922 ¥1,976 ¥54
前受金 ¥0 ¥0 ¥0
流動負債計 ¥1,922 ¥1,976 ¥54

（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 ¥1,922 ¥1,976 ¥54
Ⅲ正味財産の部

（正味財産） ¥1,173,901 ¥1,215,862 ¥41,961
資本の部　計 ¥1,173,901 ¥1,215,862 ¥41,961

¥1,175,823 ¥1,217,838 ¥42,015

2014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．2014年度会計及び監査報告（3/3）
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3号議案．2015年度活動計画

 年次総会 ：年1回（2016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）、ビジネス事例紹介

役員会

講演会

施設見学会

総会 14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

15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 2016年3月～

総会報告 活動報告

12月

指名委員会

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

ビジネス事例紹介
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4号議案．2015年度収支計画

 2015年度収支計画
科目 2015年予算案 2014年実績 差異

年会費　（注１） ¥534,000 ¥527,000 ¥7,000
利息収入 ¥200 ¥207 ¥-7
懇親会会費　（注２） ¥320,000 ¥287,000 ¥33,000
雑収入 ¥0 ¥0 ¥0

当期収入合計 ¥854,200 ¥814,207 ¥39,993
会合開催経費（会場費等） ¥5,000 ¥3,000 ¥2,000
会合開催経費（懇親会補助費等）　（注３） ¥450,000 ¥400,220 ¥49,780
協賛金、会費、講演会経費　（注４） ¥102,400 ¥102,400 ¥0
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） ¥192,000 ¥191,360 ¥640
記事掲載、ＨＰ運営及び印刷複写費（注６） ¥67,636 ¥61,623 ¥6,013
通信運搬費（郵送費） ¥2,500 ¥2,050 ¥450
振込手数料等 ¥12,000 ¥11,593 ¥407
雑費及び消耗品費等 ¥0 ¥0 ¥0

当期支出合計 ¥831,536 ¥772,246 ¥59,290
当期収支差額 ¥22,664 ¥41,961 ¥-19,297

収入

支出

注1 2014年 正会員1名途中入会 （賛助会員 4口、正会員 40口、非登録会員 17口）

注2 総会懇親会 4,000円×30人×1回（総会懇親会）、5,000円×20人×2回（見学会懇親会）

注3 総会懇親会 4,000円×30人×1回（総会懇親会）、5,000円×32人×2回（見学会懇親会 講師 2×2、学生招待10×2を含む）

注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

注5 U.S.$1,600×120円と想定

注6 Webサーバ管理費 10,236円、Webサイト更新費 25,000円、SSPINews原稿料等 32,400円
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 2015年度役員候補者リスト

5号議案．2015年度役員選任

相談役 水池 健

相談役 小山 公貴

相談役 木下 伸也

会長 安達 昌紀（日本電気㈱ ） 【新任】

副会長 芝本 義孝（スカパーJSAT㈱） 【新任】

副会長 河合 宣行（KDDI㈱） 【新任】

副会長 蒲地 安則（三菱電機㈱） 【新任】

事務局長 内藤 達彦（スカパーJSAT㈱ ） 【新任】

財務部長 吉野 友子（スカパーJSAT㈱ ） 【新任】

事業部長 高杉 剛史（㈱エム・シー・シー） 【新任】

事業部長 大石 強（日本電気㈱ ） 【新任】

国際部長 坂上 謙太郎（日本電気㈱） 【新任】

会計監査人 中川 仁（㈱放送衛星システム） 【新任】

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 小笠原 宏（三菱重工業㈱) 【再任】


