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事業会社に係る役員人事内定のお知らせ 

 

スカパーJSAT 株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：仁藤 雅夫、以下スカパーJSAT）

の 100％子会社である、ジェイサット株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：磯崎 澄、

以下 JSAT）および株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ（本社：東京都渋谷区、代

表取締役社長：仁藤 雅夫、以下スカイパーフェク TV）は、JSAT、スカイパーフェク TV 各社の取

締役会および本日開催のスカパーJSAT 取締役会決議を経て、添付の通り役員人事を内定しましたの

で、お知らせします。 

 

尚、本件のうち、取締役および監査役については、JSAT、スカイパーフェク TV がそれぞれ 6 月

26日および27日に開催予定の株主総会における承認をもって正式に決定され、就退任の予定です。

また、代表取締役と執行役員の人事については、それぞれ同日開催予定の取締役会において正式決

定の予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊本件に関するお問い合わせ先： 

スカパーJSAT 株式会社 広報 IR 部 

TEL：03-5219-7621   FAX：03-5219-9970
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2007 年 6 月 6 日 

報道発表資料 

ジェイサット株式会社 

役員人事について 
 

ジェイサット株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：磯崎 澄）は、本日開催の当社取締役

会およびスカパーJSAT 株式会社の取締役会決議を経て、以下の通り役員人事を内定しましたので、お知

らせします。 

尚、本件のうち、取締役及び監査役人事については、６月２６日開催予定の第 23 期定時株主総会にお

ける承認をもって正式決定され、就退任の予定です。また、代表取締役及び執行役員人事については、同

日開催の取締役会において正式決定の予定です。 

 

１．取締役人事（2007 年 6 月 20 日予定） 

（１）退任予定取締役：  

 

取締役（非常勤） 三ツ村 正規  （みつむら まさき） 

 

２．取締役及び監査役人事（2007 年 6 月 26 日予定） 

 

（１）再任取締役候補： 

代表取締役   磯崎 澄    （いそざき きよし） 

取締役       飯塚 洋一  （いいづか よういち） 

取締役 永井 裕  （ながい ゆたか） 

 取締役 秋山 政徳 （あきやま まさのり） 

（２）再任監査役候補： 

      監査役         服部 正隆 （はっとり まさたか） 

      監査役         亀山 将一 （かめやま しょういち） 
 
（３）退任予定取締役・監査役： 

取締役（非常勤） 森元 晴一  （もりもと せいいち）  

     取締役（非常勤） 大泉 克彦 （おおいずみ かつひこ）  

  監査役（非常勤） 勝島 敏明 （かつしま としあき）  

監査役（非常勤） 髙田 和昭 （たかだ かずあき） 

  
 

 
 



 

 
 

6 月 26 日開催予定の第 23 期定時株主総会および同日の取締役会で選任予定の取締役及び監査役は、

次のとおりとなります。 

 

 取締役・監査役一覧（６月２６日予定）  

役職 氏名 
取締役／監査役

の新任／再任 

代表取締役 磯崎 澄 （いそざき きよし） 再任 

取締役  飯塚 洋一 （いいづか よういち） 再任 

取締役  永井 裕 （ながい ゆたか） 再任 

取締役 秋山 政徳 （あきやま まさのり） 再任 

監査役 服部 正隆 （はっとり まさたか） 再任 

監査役 亀山 将一 （かめやま しょういち） 再任 

 

３．執行役員人事（2007 年 6 月 26 日予定） 

 
6 月 26 日開催予定の第 23 期定時株主総会後の取締役会で選任予定の執行役員は、次のとおりとなりま

す。 

 

 

 執行役員一覧（6 月 26 日予定） 

役職 氏名 
執行役員の  

再任／新任 

執行役員社長 磯崎 澄 （いそざき きよし） 再任 

執行役員専務 飯塚 洋一 （いいづか よういち） 再任（昇格） 

執行役員専務  永井 裕 （ながい  ゆたか） 再任（昇格） 

執行役員常務 木戸 英晶 （きど ひであき） 再任（昇格） 

執行役員常務  田名瀬 正直 （たなせ  まさなお） 再任（昇格） 

執行役員常務 加藤 修  （かとう おさむ） 再任（昇格） 

執行役員  奥山 八州夫 （おくやま  やすお） 再任 

執行役員  西尾 裕一郎 （にしお  ゆういちろう） 再任 

執行役員 溝口 透 （みぞぐち とおる） 再任 

特命執行役員 ※ 小山 公貴   （こやま こうき） 新任 

 ※印：新任・略歴書添付 （スカパーJSAT 株式会社 企画戦略部門長） 

以上 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

ジェイサット株式会社 広報部 鳥井・松田 

ＴＥＬ：03-5219-7778 



 

 

＜添付資料＞ 
 

経歴書 
 
 
小山
こ や ま

 公貴
こ う き

   
 
１９５４年１０月２４日生 
出身地 千葉県 
 
 
学 歴                                      
１９７８年 ３月  上智大学 理工学部機械工学科 卒業 
 
 
職  歴                                     
１９７８年 ４月 ヤマハ発動機株式会社 入社 
１９８６年 ４月 同社 退職 
１９８６年 ５月 日本通信衛星株式会社 入社 企画部 課長補佐 
１９８７年 ５月 同社 衛星運用部 課長補佐 
１９９０年 ５月 同社 営業第２部 課長補佐 
１９９１年 ４月 同社 営業本部 営業第４部 課長 
１９９５年 ４月 株式会社日本ｻﾃﾗｲﾄｼｽﾃﾑｽﾞ営業本部 営業第２部 次長 
１９９６年１１月 同社 営業本部 営業第２部 部長 
１９９７年 ７月 同社 営業本部 通信事業部 部長代行 
１９９８年 ７月 同社 営業本部 通信事業部 部長 
１９９９年 ７月 同社 カスタマー本部 総括部 部長 
１９９９年 ９月 エヌ・ティ・ティ サテライトコミュニケーションズ株式 

会社 代表取締役副社長 
２００４年 ６月 株式会社衛星ネットワーク 顧問 就任 
２００４年 ６月 株式会社衛星ネットワーク 

取締役副社長 通信ＩＴソリューション営業本部長  就任  
２００５年 ５月 ＪＳＡＴ株式会社 業務本部 経営企画部 部長 
２００７年 ４月 スカパーＪＳＡＴ株式会社 企画戦略部門 部門長 
 
 

以 上 
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報道関係各位 

株式会社スカイパーフェクト･コミュニケーションズ 

 

役員人事内定のお知らせ 

 

株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：

仁藤 雅夫）は、2007 年 5 月 30 日開催の取締役会および本日 6 月 6 日開催のスカパーJSAT 株式会

社の取締役会決議を経て、下記の通り役員人事を内定しましたのでお知らせします。 

なお、本件のうち、取締役および監査役の選任につきましては、2007 年 6 月 27 日開催予定の第

13 回定時株主総会における承認をもって正式に決定され、就退任の予定です。また、代表取締役お

よび執行役員人事につきましては、同日に開催される取締役会において正式に決定される予定です。 

記 

＜取締役候補者＞ 

氏 名 取締役の 

再任/新任
役 職 

篠木 廣幸 （しのき ひろゆき） 再任 代表取締役 

仁藤  雅夫 （にとう まさお） 再任 代表取締役 

田辺 肇  （たなべ はじめ） 再任 取締役 

 

＜退任予定取締役＞ 

氏 名 現 職 

平林 良司 （ひらばやし りょうじ） 常務取締役 

細田 泰  （ほそだ やすし） 取締役相談役 

齋藤 達郎 （さいとう たつろう） 取締役（非常勤） 

鹿野 菊次郎（しかの きくじろう） 取締役（非常勤） 

田村 達也 （たむら たつや） 取締役（非常勤） 

吉田 望  （よしだ のぞむ） 取締役（非常勤） 

石原 俊爾 （いしはら としちか） 取締役（非常勤） 

神村 謙二 （かみむら けんじ） 取締役（非常勤） 

 



 

 

＜監査役候補者＞ 

氏 名 

藤澤 雅敏  （ふじさわ まさとし） 

 

＜退任予定監査役＞ 

氏 名 現 職 

広渡 義紀（ひろわたり よしき） 監査役 

境  政郎  （さかい まさお） 監査役（非常勤） 

 

 

＜執行役員人事（6月 27 日付）＞ 

氏 名 
執行役員の 

再任/新任 
役 職 

篠木 廣幸 （しのき ひろゆき） 再任 執行役員会長 

仁藤 雅夫 （にとう まさお） 再任 執行役員社長 

田辺 肇  （たなべ はじめ） 再任 執行役員副社長 

田中 晃  （たなか あきら） 再任（昇格） 執行役員専務 

清水 敏邦 （しみず としくに） 再任 執行役員常務 

出水 啓一朗（でみず けいいちろう） 再任 執行役員常務 

川西 将文 （かわにし まさふみ） 再任 執行役員常務 

山浦 修平 （やまうら しゅうへい） 再任 執行役員 

齋藤 達郎 （さいとう たつろう） 新任 特命執行役員（常務待遇） 

 

＜退任予定執行役員（6 月 27 日付）＞ 

氏 名 現 職 

渡辺 純一 （わたなべ じゅんいち） 上席執行役員常務 

 

＊本件に関するお問い合わせ先： 

株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ 広報部 

TEL：03-5468-9400  FAX：03-5468-9399 



 

 

 

2007 年 6 月現在 

 

株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ 

役員履歴書 

 

氏    名    藤澤 雅敏（ふじさわ まさとし） 

生年月日    昭和 21 年 7月 7 日生 

 出 身 地    長崎県 

学    歴 

 昭和 46 年 3 月 長崎県立国際経済大学 経済学部 卒業 

職    歴 

昭和 46 年 4 月 吉冨製薬株式会社 入社 

昭和 46 年 8 月 ソニービデオシステム株式会社 入社 

昭和 49 年 8 月 ソニー株式会社 転籍 

昭和 61 年 7 月 ソニー株式会社 B&P 経営計画グループ次長  

平成 5 年 5 月     同社 監査部会計監査及び業務監査部門部長  

平成 10 年 3 月 Sony Europe GmbH ヴァイスプレジデント（内部監査部門担当） 

平成 15 年 8 月 日本ドレーク・ビーム・モリン 入社 内部監査室長  

平成 16 年 7 月 同社 執行役員経営管理本部長 

平成 17 年 6 月 株式会社スカイパーフェクト･コミュニケーションズ 顧問就任（現任） 

         株式会社ケーブルテレビ足立 監査役就任（現任） 

         株式会社サムライティービー 監査役就任 

         株式会社オプティキャスト 監査役就任（現任） 

平成 17 年 12 月     株式会社オプティキャスト・マーケティング 監査役就任（現任） 

平成 18 年 6 月 株式会社スカパー・マーケティング 監査役就任（現任） 


