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日本衛星ビジネス協会

2016年度総会
2017年度第1回講演会

■日時 2017年5月8日（月）
15:45～16:15 2016年度総会

16:30～17:30 2017年度第1回講演会

■場所 スカパーJSAT株式会社 本社
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議事次第

【2016年度総会】

第1号議案 2016年度活動報告

第2号議案 2016年度会計及び監査報告

第3号議案 2017年度活動計画

第4号議案 2017年度収支計画

第5号議案 2017年度役員選任

【2017年度第1回講演会】

「IoT、ビッグデータの時代におけるSNETの成長戦略」

㈱衛星ネットワーク 代表取締役社長 松本 崇良 様
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第1号議案 2016年度活動報告（1/3）

 講演会・施設見学会

 第1回講演会

 開催日： 2016年4月19日 ※2015年度総会後

 講演ﾃｰﾏ： 『超小型衛星が切り拓く新しい宇宙ビジネス』

 講師： ㈱アクセルスペース 代表取締役社長 中村 友哉 様

 参加者数： 33名

 第2回講演会

 開催日： 2016年6月28日 ※第1回施設見学会と併せて開催

 講演ﾃｰﾏ①： 『4K・8K放送に向けたB-SATの取り組み』

 講師①： ㈱放送衛星システム 執行役員 総合企画室長 平林 洋志 様

 講演ﾃｰﾏ②： 『8Kスーパーハイビジョン放送開始に向けた取り組み』

 講師②： 日本放送協会 技術局計画部 副部長 浜口 斉周 様

 参加者数： 38名 ※学生招待6名

 第1回施設見学会

 開催日： 2016年6月28日

 開催場所： NHK放送センター（渋谷）

 参加者数： 38名 ※学生招待6名

BSATアップリンクセンター（B-SAT HPより）
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第1号議案 2016年度活動報告（2/3）

 講演会・施設見学会

 第3回講演会

 開催日： 2016年10月12日 ※第1回施設見学会と併せて開催

 講演ﾃｰﾏ： 『我が国の深宇宙探査における臼田宇宙空間観測所の果たした役割と性能改善への取り組み』

 講師： JAXA追跡ネットワーク技術センター 山本 所長

 参加者数： 26名 ※学生招待4名

 第2回施設見学会

 開催日： 2016年10月12日

 開催場所： JAXA追跡ネットワーク技術センター

（臼田宇宙空間観測所）（長野県佐久市）

 参加者数： 26名 ※学生招待4名
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 支援・交流、その他の対外活動

 学生支援活動

• 大学宇宙工学コンソーシャム（UNISEC）会員継続

• 宇宙開発フォーラム（SDF）協賛

• 施設見学会への学生招待

 協会PR活動

• 衛星通信ガイドブック 2016 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

第1号議案 2016年度活動報告（3/3）
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第2号議案 2016年度会計及び監査報告（1/3）

 2016年度収支報告（2016年1月1日～2016年12月31日）
当期収入 687,142円

予算比 ▲130,065円／主な差異要因：年会費収入減、懇親会会費収入減
前年度比 ▲108,065円／主な差異要因：年会費収入減、懇親会会費収入減

当期支出 982,705円
予算比 165,669円／主な差異要因：会合開催経費増（第2回施設見学会費用等）
前年比 330,933円／主な差異要因：会合開催経費増（第2回施設見学会費用等）

当期収支 ▲295,563円

科目
2016年度

実績

2016年度

予算
差異

年会費 ¥479,000 ¥497,000 ¥-18,000
利息収入 ¥142 ¥207 ¥-65
懇親会会費 ¥208,000 ¥320,000 ¥-112,000
雑収入 ¥0 ¥0 ¥0

合計 ¥687,142 ¥817,207 ¥-130,065
会合開催経費（会場費等） ¥0 ¥1,500 ¥1,500
会合開催経費（懇親会補助費等） ¥622,995 ¥448,000 ¥-174,995
協賛金、会費、講演会経費 ¥102,400 ¥102,400 ¥0
記事掲載、ＨＰ運営及び印刷複写費 ¥62,076 ¥67,636 ¥5,560
SSPI米国本部納入金（見込調整分） ¥0 ¥0 ¥0
SSPI米国本部納入金 ¥188,048 ¥192,000 ¥3,952
通信運搬費（郵送費） ¥2,488 ¥2,500 ¥12
振込手数料等 ¥4,698 ¥3,000 ¥-1,698
雑費及び消耗品費等 ¥0 ¥0 ¥0

合計 ¥982,705 ¥817,036 ¥-165,669
収支差額 ¥-295,563 ¥171 ¥-295,734

収入

支出
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第2号議案 2016年度会計及び監査報告（2/3）

 資産残高

1,552,649円（2015年12月31日）

108,515円減

1,445,134円（2016年12月31日）

 負債残高

193,352円（2015年12月31日）

191,376円増

381,400円（2016年12月31日）

2016年度　比較貸借対照表

（2016年12月31日現在）

（単位：円）

2015年度 2016年度

（2015/12/31） （2016/12/31）
Ⅰ資産の部

（当座資産）

現金 ¥26,850 ¥24,032 ¥-2,818
郵便貯金 ¥0 ¥0 ¥0
銀行預金 ¥1,525,799 ¥1,421,102 ¥-104,697
当座資産計 ¥1,552,649 ¥1,445,134 ¥-107,515

（その他資産）

その他資産 ¥0 ¥0 ¥0
その他資産計 ¥0 ¥0 ¥0

¥1,552,649 ¥1,445,134 ¥-107,515
Ⅱ負債の部

（流動負債）

預り金 ¥0 ¥0 ¥0
未払金 ¥193,352 ¥381,400 ¥188,048
前受金 ¥0 ¥0 ¥0
流動負債計 ¥193,352 ¥381,400 ¥188,048

（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 ¥193,352 ¥381,400 ¥188,048
Ⅲ正味財産の部

（正味財産） ¥1,359,297 ¥1,063,734 ¥-295,563
正味財産の部　計 ¥1,359,297 ¥1,063,734 ¥-295,563

¥1,552,649 ¥1,445,134 ¥-107,515負債・正味財産　計

増減

資産の部　計
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第2号議案 2016年度会計及び監査報告（3/3）
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第3号議案 2017年度活動計画

 年次総会 ：年1回（2018年4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 16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

17年度総会

18年度 第1回役員会

18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 2017年3月～

総会報告 活動報告、ビジネス事例紹介等

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

16年度活動 17年度活動 18年度活動
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第4号議案 2017年度収支計画

 2017年度収支計画

注1　2017年　賛助会員　25,000円×5口、正会員　10,000円×31口、非登録会員　2,000円×23口

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

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

　     手土産　4,000円×2

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　US$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

注７　2015年度SSPI米国本部納入金為替差損▲7,680円、2016年度SSPI米国本部納入金為替差損▲4,352円

科目
2017年度

予算案

2016年度

実績
差異

年会費　（注１） ¥481,000 ¥479,000 ¥2,000
利息収入 ¥207 ¥142 ¥65
懇親会会費　（注２） ¥320,000 ¥208,000 ¥112,000
雑収入 ¥0 ¥0 ¥0

合計 ¥801,207 ¥687,142 ¥114,065
会合開催経費（会場費等） ¥1,500 ¥0 ¥1,500
会合開催経費（懇親会補助費等）　（注３） ¥448,000 ¥622,995 ¥-174,995
協賛金、会費、講演会経費　（注４） ¥102,400 ¥102,400 ¥0
記事掲載、ＨＰ運営及び印刷複写費（注６） ¥67,636 ¥62,076 ¥5,560
SSPI米国本部納入金（当年度以前納入金為替差損）

（注７）
¥-12,032 ¥0 ¥-12,032

SSPI米国本部納入金（当年度） ¥192,000 ¥188,048 ¥3,952
通信運搬費（郵送費） ¥2,500 ¥2,488 ¥12
振込手数料等 ¥3,000 ¥4,698 ¥-1,698
雑費及び消耗品費等 ¥0 ¥0 ¥0

合計 ¥805,004 ¥982,705 ¥-177,701
収支差額 ¥-3,797 ¥-295,563 ¥291,766

収入

支出
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第5号議案 2017年度役員選任

会長 中畔 弘晶 （三菱電機㈱） 【新任】
副会長 河合 宣行 （KDDI㈱） 【再任】
副会長 平林 洋志 （㈱放送衛星システム） 【新任】
副会長 早坂 裕一 （スカパーJSAT㈱） 【再任】
事務局長 村田 靖 （KDDI㈱） 【新任】
財務部長 佐野 好幸 （KDDI㈱） 【新任】
事業部長 永當 欽也 （三菱電機㈱） 【新任】
事業部長 中川 仁 （㈱放送衛星システム） 【新任】
国際部長 大藤 英之 （三菱電機㈱ ） 【新任】
会計監査人 通地 徹 （日本電気㈱） 【新任】
理事 神谷 直亮 （衛星システム総研） 【再任】
理事 小笠原 宏 （三菱重工業㈱） 【再任】
理事 岸 洋司 （㈱KDDI研究所） 【再任】
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