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2008 年 3 月 5 日 

各 位 

スカパーJSAT 株式会社 

代表取締役社長 仁藤 雅夫 

（コード番号：9412 東証第１部） 

問い合わせ先 広報 IR 部 部長 新本 朋斉 

TEL 03(5571)1515  
 

宇宙通信株式会社の役員人事に関するお知らせ 

 
スカパーJSAT株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長仁藤 雅夫、以下スカパーJSAT）は、

本日開催の当社取締役会において、2008年3月31日付けで子会社化を予定している宇宙通信株式会

社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：安念 彌行、以下宇宙通信）の新取締役候補者につい

て、2008年3月31日の同社株式取得を条件として、下記の通り決議いたしましたので、お知らせい

たします。 

なお、本件につきましては、2008年3月31日開催予定の宇宙通信株主総会およびその後の同社取

締役会にて正式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 現 職 

永井 裕  （ながい ゆたか） 新任 代表取締役 JSAT 取締役 執行役員専務 

飯塚 洋一 （いいづか よういち） 新任 取締役 JSAT 取締役 執行役員専務 

木戸 英晶 （きど ひであき） 新任 取締役 JSAT 執行役員常務 

加藤 修  （かとう おさむ） 新任 取締役 JSAT 執行役員常務 CCO 兼 CRO

小山 公貴 （こやま こうき） 新任 取締役 JSAT 特命執行役員 

 

＜監査役候補者＞ 

氏 名 
監査役の 

再任/新任 
役 職 現 職 

服部 正隆 （はっとり まさたか） 新任 監査役（社外） JSAT 監査役（社外） 

亀山 将一 （かめやま しょういち） 新任 監査役（社外）
スカパーJSAT 監査役（社外） 

JSAT 監査役（社外） 

 
以上 

 
 

＊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：03-5571-1515   FAX：03-5571-1790
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＜添付資料①＞ 
 

経歴書 
 

ながい ゆたか

永井 裕  
 
１９４７年１２月１日生 
出身地   鳥取県 
 
 
学  歴                                      
１９７１年 ６月  東京大学工学部卒業 
 
 
職  歴                                     
１９７１年 ７月  日本電信電話公社 入社 
１９７２年１１月  横須賀電気通信研究所勤務 
１９８６年１０月  日本通信衛星株式会社 入社 
１９９３年 ８月  衛星運用部長 

合併により株式会社日本サテライトシステムズに社名変更 
１９９６年１１月  企画開発本部 副本部長 
１９９７年 ６月  取締役 技術副本部長 兼 企画開発副本部長 
１９９８年 ４月  取締役 
          兼 ＮＴＴ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 
１９９９年 ９月  取締役 チーフテクニカルオフィサー 
２０００年 ４月  ＪＳＡＴ株式会社 取締役 チーフテクニカルオフィサー 兼 

       管制本部長 
２０００年 ６月  チーフテクニカルオフィサー 兼 執行役員 管制本部長 
２００１年 ７月  同社 執行役員 管制本部長 兼 ＹＳＣＣ管理部長 
２００２年 ６月  同社 上級執行役員 管制本部長 兼 ＹＳＣＣ管理部長 
２００２年 ７月  同社 上級執行役員 開発本部長 
２００３年 ６月  同社 上級執行役員 技術企画本部長 
２００５年 ５月  同社 上級執行役員 技術本部長 兼 運用本部長 
２００６年 ６月  同社 取締役 常務執行役員 技術本部長 兼 運用本部長 
２００７年 ６月  同社 取締役 執行役員専務 技術本部長 兼 運用本部長 
 
＊２０００年４月１日 株式会社日本サテライトシステムズよりＪＳＡＴ株式会社に社名変更。 
 
 
 
 

以上 
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＜添付資料②＞ 
 

経歴書 
 

いいづか よういち

飯塚 洋一  
 
１９４９年３月２４日生 
出身地  神奈川県 
 
 
学  歴                                     
１９７３年 ３月  慶応義塾大学商学部卒業 
 
 
職  歴                                     
１９７３年 ４月  住友商事株式会社 入社 東京財務部配属 
１９７６年 ６月  同社 在仏留学生 
１９８２年１２月    同社  アビジャン事務所（在象牙海岸共和国） 
１９８５年１０月  フランス住友商事株式会社 機電課長 
１９９０年 ９月  住友商事株式会社 建機欧州課長 
１９９２年  ４月    同社   建設機械第一部  部長代理 
１９９４年 ９月  同社 ジェッダ事務所長（在サウジアラビア王国） 
１９９６年 ６月  同社 プロジェクト金融部次長 
１９９６年１０月  株式会社日本サテライトシステムズ 出向 財務経理部長 
１９９７年 ５月～１９９８年５月 

日本デジタル放送サービス株式会社 監査役（非常勤） 
（現 株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ） 

１９９９年 ６月  株式会社日本サテライトシステムズ 入社 財務経理部長 
２０００年 ６月  ＪＳＡＴ株式会社 執行役員 財務経理部長  
２００２年 ４月  同社 執行役員 財務経理本部長 
２００３年  ６月  同社 取締役 上級執行役員 管理本部長 
２００６年 ６月  同社 取締役 常務執行役員 企画管理本部長 
２００７年 ６月  同社 取締役 執行役員専務 企画管理本部長 
 

＊２０００年４月１日 株式会社日本サテライトシステムズよりＪＳＡＴ株式会社に社名変更。 
 
 
 

以上 
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＜添付資料③＞ 
 

経歴書 
 
きど   ひであき 

木戸 英晶  
 
１９５０年４月２３日生 
出身地 神奈川県 
 
学 歴                                     
１９７４年 ３月  慶應義塾大学 法学部卒業 
 
職 歴                                     
１９７４年 ４月  伊藤忠商事株式会社 入社 
１９７４年  ４月  同社 東京本社船舶部 
１９８６年１０月  同社 東京本社衛星通信事業室（兼）国際通信事業室 
１９９０年１０月  同社 東京本社通信事業部 衛星通信事業課長 
１９９１年 ４月  同社 東京本社通信事業部 衛星映像事業課長 
１９９４年 ４月  同社 東京本社マルチメディア事業部 部長代理 
１９９５年 １月  伊藤忠インターナショナル（伊藤忠米国会社）出向 
           タイム・ワーナー戦略担当 
１９９７年  ７月    同社 宇宙・情報部門 部門長代理 （兼）開発投資部長 

タイム・ワーナー戦略担当 
１９９９年  ４月  同社 副社長 メディア・エンタテイメント責任者  

（兼）ＥＣビジネス開発部長 
２０００年  １月  同社 副社長 メディア・新規ビジネス開発責任者 
２００１年  ６月  株式会社スター・チャンネル出向 
           代表取締役副社長 編成本部長 
２００３年  ３月   株式会社ジャパン・エンターテイメント・ネットワーク 

代表取締役社長 
＊２００２年６月～２００５年３月 社団法人衛星放送協会副会長 
２００５年  ４月  ＪＳＡＴ株式会社 入社 
２００５年  ５月  同社 営業本部 営業戦略部長 
２００５年  ６月  同社 執行役員 営業戦略部長 
２００７年 ４月  同社 執行役員 営業本部長 兼 業務本部長補佐 
２００７年 ６月  同社 執行役員常務 営業本部長 兼 業務本部長補佐 

 
以上 
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＜添付資料④＞ 
 

経歴書 
 

加藤
か と う

 修
おさむ

  
 
１９４７年１０月２１日生 
出身地   大阪府 
 
 
学  歴                                         
１９７１年 ３月  大阪市立大学法学部法律学科卒業 
 
 
職  歴                                         
１９７１年 ４月  伊藤忠商事株式会社 入社  

１９７１年 ４月  同社 管理部 

１９７６年１２月  同社 デュッセルドルフ支店駐在 

１９７８年 １月  同社 法務部 

１９８６年 １月  同社 衛星通信事業室 

１９８９年 ９月  同社 通信・電子本部企画統轄課長 

１９９１年１２月  株式会社オムニトラックス出向 

１９９１年１２月  同社 企画管理部長 

１９９５年１１月  伊藤忠商事株式会社 法務部特命担当 

１９９６年 ８月  株式会社日本サテライトシステムズ 出向 

１９９６年１１月  同社 法務審査部長 

１９９９年 ５月  同社 入社 法務審査部長 

２００２年 ７月  ＪＳＡＴ株式会社 管理本部副本部長 法務審査部長 

２００３年 ６月  同社 執行役員 管理本部長代行 法務審査部長 

２００４年 ４月  同社 執行役員 業務本部長代行  

２００４年１１月  同社 執行役員 業務本部長代行 兼 人事部長 

２００６年 ７月  同社 執行役員 業務本部長代行  

２００６年 ９月  同社 執行役員 業務本部長 兼ＣＣＯ 兼 ＣＲＯ 

２００７年 ４月  スカパーＪＳＡＴ株式会社 業務管理部門長 兼 

ＪＳＡＴ株式会社 執行役員 業務本部長 兼ＣＣＯ 兼 ＣＲＯ  

２００７年 ６月  スカパーＪＳＡＴ株式会社 業務管理部門長 兼 

ＪＳＡＴ株式会社 執行役員常務 業務本部長 兼 ＣＣＯ 兼 ＣＲＯ 

 

＊ ２０００年４月１日 株式会社日本サテライトシステムズよりＪＳＡＴ株式会社に社名変更。 

 
 
 

以上 
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＜添付資料⑤＞ 
 

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 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 

取締役副社長 通信ＩＴソリューション営業本部長   
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 
２００７年 ６月  スカパーＪＳＡＴ株式会社 企画戦略部門 部門長 兼 

ＪＳＡＴ株式会社 特命執行役員 兼 
株式会社ペイ・パー・ビュー・ジャパン 取締役 

 
以上 
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＜添付資料⑥＞ 
 

経歴書 
 

 

服部
はっとり

 正隆
まさたか

 （監査役） 
 
１９４５年６月１日生 
出身地   三重県 
 

 
学 歴                                      
１９６９年 ３月  早稲田大学 第一法学部卒業 
 
 
職  歴                                     
１９６９年 ４月  日本輸出入銀行 入行 
１９８６年 ４月  同行 法規室長代理 
１９８８年１０月  同行 財務部外国資金室長代理 
１９９２年 ６月  同行 ニューヨーク首席駐在員 

１９９６年１０月  同行 プロジェクト・ファイナンス部長 
１９９７年 ４月  同行 審査部長 
１９９９年１０月  国際協力銀行 米州地域外事審議役 
２００１年 ４月  野村證券株式会社 キャピタル・マーケット担当顧問 
２００５年 ６月 ＪＳＡＴ株式会社 監査役就任 
 

 
以上 
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＜添付資料⑦＞ 
 

経歴書 
 
 

亀山
かめやま

 将 一
しょういち

  （監査役） 
 
１９４６年１１月１９日生 
出身地   東京都 
 

 
学  歴                                        
１９７０年 ３月  東京大学工学部卒業    
 
 
職  歴                                        
１９７０年 ４月  三井物産株式会社 入社 
１９７０年 ４月  同社 輸送機械部自動車第三課 
１９７６年 ７月  同社 Jakarta 支店アポロサービスチーム 
１９８３年１１月  Assistant General Manager of Steel & Machinery Dept., 
                    MITSUI & CO. (U.S.A.) INC. Seattle Office 
１９８９年 ４月  同社 自動車第一部自動車第一営業部トヨタ・日野グループ主席 
１９９５年１０月  同社 自動車本部自動車第二部長 
１９９９年 ２月  同社 Manila 支店長 
２００３年 ６月  ＪＳＡＴ株式会社 監査役 
２００４年 ６月  株式会社ジェイ・エー・エー 監査役 
２００７年 ４月  スカパーＪＳＡＴ株式会社 監査役 

 

以上 

 


