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日本衛星ビジネス協会 

 2017年度総会 
 2018年度第1回講演会・施設見学会 

■日時    2018年5月17日（木） 
     12:05～12:55   2017年度総会 

      13:30～16:30   2018年度第1回講演会・施設見学会 

■場所    嬉楽屋／国立研究開発法人 海洋研究開発機構   
               〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町2番地15 
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議事次第 

【2017年度総会】 

 第1号議案 2017年度活動報告 

 第2号議案 2017年度会計及び監査報告 

 第3号議案 2018年度活動計画 

 第4号議案 2018年度収支計画 

 第5号議案 2018年度役員選任 

 第6号議案 協会規約第1条の改正 

【2018年度第1回講演会・施設見学会】 

 国立研究開発法人 海洋研究開発機構（JAMSTEC） 

 講演ﾃｰﾏ① 「衛星ﾃﾞｰﾀを利活用する気候予測とその社会応用の可能性」 
    ～ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾗﾎﾞ気候変動予測応用ｸﾞﾙｰﾌﾟ 研究員 土井 威志 様 

 講演ﾃｰﾏ② 「Shell Ocean Discovery XPRIZEへの挑戦」 
    ～地震津波海域観測研究開発ｾﾝﾀｰ海底観測技術開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ 技術研究員 大木 健 様 
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第1号議案 2017年度活動報告（1/2） 

 講演会・施設見学会 
 

 第1回講演会 

 開催日： 2017年5月8日 ※2016年度総会後 

 講演ﾃｰﾏ： 『IoT、ビッグデータの時代におけるSNETの成長戦略』 

 講師： ㈱衛星ネットワーク 代表取締役社長 松本 崇良 様 

 参加者数： 20名 

 

 第2回講演会 

 開催日： 2017年9月22日 ※第1回施設見学会と併せて開催 

 講演ﾃｰﾏ： 『最新の衛星通信技術の研究開発』 

 講師： 国立研究開発法人情報通信研究機構ﾜｲｱﾚｽﾈｯﾄﾜｰｸ総合研究ｾﾝﾀｰ 

    宇宙通信研究室 主任研究員  三浦 周 様 

    宇宙通信研究室 研究ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 久保岡 俊宏 様 

 参加者数： 30名 ※学生招待2名 

 

 第1回施設見学会 

 開催日： 2017年9月22日 

 開催場所： 国立研究開発法人情報通信研究機構 

 参加者数： 30名 ※学生招待2名 

＜Pi-SAR2＞ 
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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アム（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2017 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 2017年度活動報告（2/2） 

      

 

 

 

 

 

 
 
 

 



日本衛星ビジネス協会 
SSPI Japan 

5 

第2号議案 2017年度会計及び監査報告（1/4） 

 2017年度収支報告（2017年1月1日～2017年12月31日） 
当期収入 639,011円 
  予算比 ▲162,196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 ▲ 48,131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 531,974円 
  予算比 ▲273,030円／主な差異要因：会合開催経費減 
  前年比 ▲450,731円／主な差異要因：会合開催経費減 
当期収支 107,037円 

科目
2017年度

実績

2017年度

予算
差異

年会費 ¥469,000 ¥481,000 ¥-12,000

利息収入 ¥11 ¥207 ¥-196

懇親会会費 ¥170,000 ¥320,000 ¥-150,000

雑収入 ¥0 ¥0 ¥0

合計 ¥639,011 ¥801,207 ¥-162,196

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） ¥189,040 ¥448,000 ¥-258,960

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 ¥57,756 ¥67,636 ¥-9,880

SSPI米国本部納入金（当年度以前） ¥-12,032 ¥-12,032 ¥0

SSPI米国本部納入金（当年度） ¥182,400 ¥192,000 ¥-9,600

通信運搬費（郵送費） ¥1,616 ¥2,500 ¥-884

振込手数料等 ¥10,794 ¥3,000 ¥7,794

雑費及び消耗品費等 ¥0 ¥0 ¥0

合計 ¥531,974 ¥805,004 ¥-273,030

収支差額 ¥107,037 ¥-3,797 ¥110,834

収入

支出
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第2号議案 2017年度会計及び監査報告（2/4） 

科目 2017年度実績 2016年度実績 差異

年会費 ¥469,000 ¥479,000 ¥-10,000

利息収入 ¥11 ¥142 ¥-131

懇親会会費 ¥170,000 ¥208,000 ¥-38,000

雑収入 ¥0 ¥0 ¥0

合計 ¥639,011 ¥687,142 ¥-48,131

会合開催経費（会場費等） ¥0 ¥0 ¥0

会合開催経費（懇親会補助費等） ¥189,040 ¥622,995 ¥-433,955

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 ¥57,756 ¥62,076 ¥-4,320

SSPI米国本部納入金（当年度以前） ¥-12,032 ¥0 ¥-12,032

SSPI米国本部納入金（当年度） ¥182,400 ¥188,048 ¥-5,648

通信運搬費（郵送費） ¥1,616 ¥2,488 ¥-872

振込手数料等 ¥10,794 ¥4,698 ¥6,096

雑費及び消耗品費等 ¥0 ¥0 ¥0

合計 ¥531,974 ¥982,705 ¥-450,731

収支差額 ¥107,037 ¥-295,563 ¥402,600

収入

支出
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第2号議案 2017年度会計及び監査報告（3/4） 

 資産残高 

1,445,134円（2016年12月31日） 

89,987円減 

1,355,147円（2017年12月31日） 

 

 負債残高 

381,400円（2016年12月31日） 

197,024円減 

184,376円（2017年12月31日） 

2017年度　比較貸借対照表

（2017年12月31日現在）

（単位：円）

2016年度 2017年度

（2016/12/31） （2017/12/31）

Ⅰ資産の部

（当座資産）

現金 ¥24,032 ¥13,376 ¥-10,656

郵便貯金 ¥0 ¥0 ¥0

銀行預金 ¥1,421,102 ¥1,341,771 ¥-79,331

当座資産計 ¥1,445,134 ¥1,355,147 ¥-89,987

（その他資産）

その他資産 ¥0 ¥0 ¥0

その他資産計 ¥0 ¥0 ¥0

¥1,445,134 ¥1,355,147 ¥-89,987

Ⅱ負債の部

（流動負債）

預り金 ¥0 ¥0 ¥0

未払金 ¥381,400 ¥184,376 ¥-197,024

前受金 ¥0 ¥0 ¥0

流動負債計 ¥381,400 ¥184,376 ¥-197,024

（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 ¥381,400 ¥184,376 ¥-197,024

Ⅲ正味財産の部

（正味財産） ¥1,063,734 ¥1,170,771 ¥107,037

正味財産の部　計 ¥1,063,734 ¥1,170,771 ¥107,037

¥1,445,134 ¥1,355,147 ¥-89,987

2018年3月15日

負債・正味財産　計

増減

資産の部　計
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第2号議案 2017年度会計及び監査報告（4/4） 
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第3号議案 2018年度活動計画 

 年次総会 ：年1回（2019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2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 

施設見学会 

総会 17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 

18年度総会 

19年度第1回役員会 

19年度第1回講演会 

SSPI NEWS Web掲載 

協会HP掲載 

原稿作成依頼 

5月 7月 8月 9月 10月 2019年3月～ 

総会報告・活動報告 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 2018年 

衛星通信ガイドブック広告掲載 広告掲載 

第2回講演会 

  17年度活動   18年度活動   19年度活動 

11月 

 
次期役員候補 
リスト承認 

委員選任 次期役員選任 
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第4号議案 2018年度収支計画 

 2018年度収支計画 

科目
2018年度

予算案

2017年度

実績
差異

年会費　（注１） ¥492,000 ¥469,000 ¥23,000

利息収入 ¥10 ¥11 ¥-1

懇親会会費　（注２） ¥250,000 ¥170,000 ¥80,000

雑収入 ¥0 ¥0 ¥0

合計 ¥742,010 ¥639,011 ¥102,999

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） ¥338,600 ¥189,040 ¥149,560

協賛金、会費、講演会経費　（注４） ¥172,400 ¥102,400 ¥70,000

記事掲載、ＨＰ運営及び印刷複写費（注６） ¥123,120 ¥57,756 ¥65,364

SSPI米国本部納入金（当年度以前） ¥0 ¥-12,032 ¥12,032

SSPI米国本部納入金（当年度）（注５） ¥176,000 ¥182,400 ¥-6,400

通信運搬費（郵送費） ¥2,500 ¥1,616 ¥884

振込手数料等 ¥10,000 ¥10,794 ¥-794

雑費及び消耗品費等 ¥0 ¥0 ¥0

合計 ¥824,120 ¥531,974 ¥292,146

収支差額 ¥-82,110 ¥107,037 ¥-189,147

収入

支出

注1　2018年 賛助会員 25,000円×6口、正会員 10,000円×30口、非登録会員 2,000円×21口

注2　見学会懇親会 5,000円×25名×2回

注3　総会昼食 1,300円×32名×1回、第1回懇親会 5,000円×27名(学生2名招待含む)、第2回懇親会 5,000円×32名（講師2名招待、学生5名招待含む）

　     手土産 2,000円×1回

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、講演会講師謝礼金 70,000円

注5　US$1,600×110円と想定

注6　サーバ管理費 1,620円×12回、サイト更新費 25,920円×1回、同 15,120円×3回、SSPINews原稿料等 32,400円
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第5号議案 2018年度役員選任 

 会長  中畔 弘晶 （三菱電機㈱）    【再任】  
 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） 【再任】  
 副会長  早坂 裕一 （スカパーJSAT㈱）  【再任】 
 事務局長 村田  靖 （KDDI㈱）   【再任】 
 財務部長 佐野 好幸 （KDDI㈱）   【再任】  
 事業部長 永當 欽也  （三菱電機㈱）   【再任】 
 事業部長 中川  仁  （㈱放送衛星システム） 【再任】 
 国際部長 大藤 英之  （三菱電機㈱ ）  【再任】 
 会計監査人 通地  徹  （日本電気㈱）   【再任】 
 理事  神谷 直亮 （衛星システム総研）  【再任】 
 理事  野村 修三 （三菱重工業㈱）  【新任】 
 理事  岸  洋司 （㈱KDDI研究所）  【再任】 
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第6号議案 協会規約第1条の改正 

SSPI米国本部より名称変更（Society of Satellite Professionals 
International→Space and Satellite Professionals International）通知が
あったことから、同変更に係る日本衛星ビジネス協会規約への反映を行う。 

日本衛星ビジネス協会規約 第1条（名称） 
 
現行(平成20年3月5日改正) 

この団体は、“Society of Satellite Professionals International” 
（略称SSPI、本部米国デラウェア州）の公認組織で、 
日本衛星ビジネス協会（英文名：SSPI Japan）（以下、「協会」）という。 
 
改正案 

この団体は、“Space and Satellite Professionals International” 
（略称SSPI、本部米国デラウェア州）の公認組織で、 
日本衛星ビジネス協会（英文名：SSPI Japan）（以下、「協会」）という。 


