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2009 年 3 月 19 日 

各 位 

株式会社スカパーJSAT ホールディングス 

代表取締役社長 秋山 政徳 

（コード番号：9412 東証第１部） 

問い合わせ先  広報部 部長 宇佐 日出人 

TEL  03 (5571)7600 

IR 部  部長  新本 朋斉 

TEL  03 (5571)1515 

 

 

 

組織変更および人事異動に関するお知らせ 
 

 

株式会社スカパーJSAT ホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：秋山 政徳）の

100％子会社であるスカパーJSAT 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員社長：秋山 

政徳）は、本日、添付の通り組織変更および人事異動について発表しましたので、お知らせいたし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊本件に関するお問い合わせ先： 

株式会社スカパーJSAT ホールディングス  

広報部 TEL：03-5571-7600 FAX：03-5571-1760 

IR 部 TEL：03-5571-1515 FAX：03-5571-1702 
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2009 年 3 月 19 日 

報道関係各位 

スカパーJSAT 株式会社 

 

 

 

組織変更および人事異動に関するお知らせ 
 

 

スカパーJSAT 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員社長：秋山 政徳）は、下

記の通り、経営の効率化や人的資源の最適配分を更に進めるために、2009 年 4 月 1 日付で組織変

更および人事異動を行いますので、お知らせいたします。 

 

 

記 

 

1．組織変更について 
 

経営意思決定の迅速化を目的として組織の階層を削減・フラット化するため、2009 年 3月 4日

付にて部門の廃止および本部の統合を発表いたしました。今般、同様の趣旨により現在の 63 部

を 42 部(室)に集約いたします。現行組織からの主な変更点は、以下のとおりです。 

 

■経営戦略本部 

  ・スカパーJSAT グループのグループ戦略（中期経営計画の策定を含む）、 

当社の各事業戦略等を統括する組織として、グループ経営戦略室を新設する。 

・経営企画部と経営管理部を統合し、経営企画部とする。 

・人事部と人材管理支援部を統合し、人事部とする。 

・広報部にスカパーJSAT グループの IR 機能を付加し、広報・IR 部とする。 

・企画管理部門傘下の情報システム部を経営戦略本部の傘下とする。 

 

■管理本部 

  ・旧部門企画部の機能を承継する統括部を新設する。 

・経営戦略部門傘下の調達部を管理本部の傘下とし、調達管理部と改称する。 

・法務部と審査部を統合し、法務審査部とする。 

・財務部、放送事業経理部、衛星事業経理部を統合し、財務経理部とする。 

 

■放送事業本部 

   ・旧部門企画部の機能を承継し、放送業務管理部とコンテンツ業務管理部を 

統合・機能拡充して、統括部とする。 

・放送営業部と放送インフラ営業部を統合し、放送営業部とする。 

 

■マーケティング本部 

  ・旧部門企画部の機能を承継し、マーケティング業務管理部を機能拡充して、 

統括部とする。 

・広告宣伝部、ネット＆モバイル部を統合した上で、お客様サービス部の一部機能を 

編入し、プロモーション部とする。 

・販売企画部と調査部を統合し、マーケティング企画部とする。 

・ロジスティクスサービス部、サービス開発部、番組情報戦略部を統合し、 

プラットフォームサービス部とする。 

 



 

 
3/7

■衛星事業本部 

  ・部門企画部の機能に、経営企画部の新規事業開発機能を編入し、統括部とする。 

・第１法人事業部と第２法人事業部を統合し、法人事業部とする。 

・官公事業部と防衛ネットワーク事業部を統合し、官公事業部とする。 

・グローバル事業部とモバイル・ネットワーク事業部を統合し、 

グローバル＆モバイル事業部とする。 

 

■技術運用本部 

  ・部門企画部と衛星技術部を統合し、統括部とする。 

・ネットワーク運用部とサービス運用部を統合し、サービス運用部とする。 

・通信システム技術部とサービス技術部を統合し、通信技術部とする。 

・プラットフォームシステム部と情報技術部を統合し、プラットフォームシステム部 

とする。 

・プラットフォーム技術部をシステム技術部に改称する。 

・設備部、管理部、設備管理部を統合し、設備・管理部とする。 

 

＊ 別紙 新組織図参照 

 

２．人事異動について 
 

スカパーJSAT 株式会社の 2009 年 4 月 1 日付人事   （組織変更を伴うもの） 

氏名 新職 旧職 

永井 裕 

取締役 執行役員副社長 

経営戦略本部長 兼  

グループ経営戦略室長 

取締役 執行役員副社長 

経営戦略部門長 兼 企画管理部門長 

兼 技術部門長 

伊藤 英介 放送事業本部 本部長補佐 伊藤忠商事㈱ 

森山 仁嗣 放送事業本部 本部長補佐 
衛星事業部門 第２営業本部  

本部長補佐 

片岡 博 
マーケティング本部 本部長補佐 兼

プロモーション部長 

スカパー事業部門  

マーケティング本部  

本部長補佐 兼 広告宣伝部長 

古屋 金哉 
マーケティング本部 本部長補佐 兼

マーケティング企画部長 

スカパー事業部門 マーケティング本部 

本部長補佐 兼 販売企画部長 

植木 順 
衛星事業本部 本部長補佐 兼 

官公事業部長 

衛星事業部門 第１営業本部  

本部長補佐 兼 官公事業部長 

笹原 浩一 技術運用本部 本部長補佐 技術部門 衛星運用本部長 

菅井 正実 

技術運用本部 本部長補佐 兼 

プラットフォームシステム部長 兼 

設備・管理部長 

技術部門 放送技術本部長 兼 

設備管理部長 

安藤 清武 技術運用本部  技術主幹 技術部門 通信技術本部 技術主幹 

上野 晋 技術運用本部  技術主幹 技術部門 通信技術本部 技術主幹 

佐藤 英治 技術運用本部  技術主幹 技術部門 衛星運用本部 本部長補佐 

佐々木 学 経営戦略本部 経営企画部長 
経営戦略部門 経営企画本部 

経営企画部長 
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小川 正人 経営戦略本部 人事部長 
経営戦略部門 業務本部 

人事部長 

宇佐 日出人 経営戦略本部 広報・IR 部長 
経営戦略部門 経営企画本部 

広報部長 

稲田 隆一 経営戦略本部 情報システム部長 
企画管理部門 第２管理本部 

情報システム部長 

棚橋 祥紀 管理本部 統括部長 
経営戦略部門 経営企画本部 

経営企画部 部長代行 

秋山 剛人 管理本部 総務部長 
企画管理部門 第１管理本部 

総務部長 

早坂 裕一 管理本部 調達管理部長 
経営戦略部門 業務本部 

調達部長 

細川 栄一 管理本部 法務審査部長 
経営戦略部門 業務本部 

人材管理支援部長 

大江 淳彦 管理本部 財務経理部長 ㈱ｽｶﾊﾟｰ JSAT ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 出向  

窪田 一夫 放送事業本部 統括部長 
経営戦略部門 経営企画本部  

経営企画部 担当部長 

新巻 康彦 放送事業本部 事業推進部長 
スカパー事業部門 放送事業本部  

本部長補佐 兼 事業推進部長 

吉沢 雅治 放送事業本部 放送営業部長 
スカパー事業部門 放送事業本部 

放送営業部長 

国武 慎也 放送事業本部 編成部長 
スカパー事業部門 コンテンツ事業本部

編成部長 

上田 徹 放送事業本部 J リーグ推進部長 
スカパー事業部門 コンテンツ事業本部 

J リーグ推進部長 

齊藤 肇 放送事業本部 スポーツ事業部長 
スカパー事業部門 コンテンツ事業本部 

スポーツ事業部長 

川上 知宏 
放送事業本部  

エンタテインメント事業部長 
㈱ｽｶﾊﾟｰ･ﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾃｨﾝｸﾞ 出向 

吉﨑 英士 放送事業本部 大阪事務所長 
スカパー事業部門 放送事業本部 

大阪事務所長 

江口 覚郎 マーケティング本部 統括部長 
経営戦略部門 経営企画本部  

本部長補佐 兼 経営管理部長 

川口 卓也 マーケティング本部 営業１部長 
スカパー事業部門 マーケティング本部

営業１部長 

泉 泰志 マーケティング本部 営業２部長 
スカパー事業部門 マーケティング本部

営業２部長 

奥永 孝仁 
マーケティング本部  

プラットフォームサービス部長 

スカパー事業部門 マーケティング本部 

ロジスティクスサービス部長 

美谷 衛 
マーケティング本部 

お客様サービス部長 

スカパー事業部門 ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ本部  

お客様サービス部 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

松岡  邦明 
マーケティング本部 

IT システム部長 

スカパー事業部門 ｶｽﾀﾏｰｻｰﾋﾞｽ本部  

ＩＴシステム部長 
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前田 吉徳 衛星事業本部 統括部長 
経営戦略部門 経営企画本部  

経営企画部 部長代行 

青木 一彦 衛星事業本部 法人事業部長 
衛星事業部門 第１営業本部 

第１法人事業部長 

唐木澤 久康 衛星事業本部 メディア事業部長 
衛星事業部門 第２営業本部 

メディア事業部長 

赤尾 充敏 
衛星事業本部  

グローバル＆モバイル事業部長 

衛星事業部門 第２営業本部 

モバイル･ネットワーク事業部長 

有木 節二 衛星事業本部 事業開発部長 
衛星事業部門 第１営業本部 

事業開発部長 

松本 吉彦 衛星事業本部 香港支店長 
衛星事業部門 第２営業本部 

香港支店長 

芝本 義孝 技術運用本部 統括部長 技術部門 部門企画部長 

篠塚 重隆 技術運用本部 衛星運用部長 
技術部門 衛星運用本部 本部長補佐 兼 

衛星運用部長 

平岡 直己 技術運用本部 サービス運用部長 
技術部門 衛星運用本部 

サービス運用部長 

笹沼 満 技術運用本部 通信技術部長 
技術部門 通信技術本部 

通信システム技術部長 

早尻 隆文 技術運用本部 放送技術部長 
技術部門 放送技術本部 

放送技術部長 

飯田 周一 技術運用本部 システム技術部長 
技術部門 放送技術本部 

プラットフォームシステム部長 

稲村 賢治 技術運用本部 電波業務部長 
技術部門 通信技術本部 

電波業務部長 

田島 慶一 技術運用本部 技術開発部長 
技術部門 通信技術本部 

技術開発部長 

 
 
 
 

以 上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

＊報道関係からのお問い合わせ先： 

スカパーJSAT 株式会社 広報部 

TEL：03-5571-7600    FAX：03-5571-1760   E-mail:pr@sptvjsat.com     
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（別紙：参考） 

＜スカパーJSAT 株式会社 組織図  （2009 年 4 月 1 日付）＞ 

 

 

 

 

 

情報開示委員会

投資委員会

監査役会

大阪事務所
Osaka Branch Office

編成部
Programming Div.

Jリーグ推進部
J.League Promotion Div.

スポーツ事業部
Sports Business Div.

エンタテインメント事業部
Entertainment Business Div.

事業推進部
Broadcasting Business Planning Div.

放送営業部
Broadcasting Business Div.

情報システム部
Information Systems Div.

株主総会

常務会

取締役会

代表取締役 執行役員社長

統括部
Planning ＆ Coordination Div.

統括部
Planning ＆ Coordination Div.

総務部
General Affairs Div.

法務審査部
Legal & Credit Div.

財務経理部
Finance & Accouｎting　Div.

内部監査部
Internal Audit Div.

経営戦略本部
Corporate Planning & Strategy Group

グループ経営戦略室
Group Strategy Planning Div.

経営企画部
Corporate Planning Div.

広報・IR部
Corporate Communications & Investor Relations

Div.

人事部
Human Resource Div.

調達管理部
Purchase Administration Div.

管理本部
Corporate Services Group

放送事業本部
Broadcasting Business Group

 
 

（次ページに続く） 
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（前ページの続き） 

 

統括部
Planning ＆ Coordination Div.

電波業務部
Spectrum Management Div.

設備・管理部
Facilities Management & Administration Div.

衛星運用部
Satellite Operations Div.

サービス運用部
Service Operations Div.

システム技術部
System Engineering　Div.

通信技術部
Communications Engineering Div.

プラットフォームシステム部
Platform Systems Div.

放送技術部
Broadcasting & Production Engineering Div.

技術開発部
Research & Development Div.

技術運用本部
Engineering & Operations Group

統括部
Planning ＆ Coordination Div.

香港支店
Hong Kong Branch

事業開発部
Business Development Div.

グローバル＆モバイル事業部
Global & Mobile Business Div.

法人事業部
Enterprise Business Div.

官公事業部
Government Sectors Business Div.

メディア事業部
Media Business Div.

衛星事業本部
Satellite Business Group

統括部
Planning ＆ Coordination Div.

お客様サービス部
Customer Service Div.

ITシステム部
IT Systems Div.

プロモーション部
Advertising & Promotion Div.

営業1部
Sales Div.Ⅰ

営業2部
Sales Div.Ⅱ

プラットフォームサービス部
Logistics & Service Development Div.

マーケティング企画部
Marketing　Planning　Div.

マーケティング本部
Marketing Group

 
 

 

 

 


