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問い合わせ先  広報・IR 部 部長 新本 朋斉 

TEL  03 (5571)7600 

 

 

役員人事決定のお知らせ 

 
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：高田 真治）は、

本日開催された第 5回定時株主総会において、取締役を正式に決定しました。 

なお、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

高田 真治）も役員人事を決定しましたので、あわせてお知らせします。 

 

記 
 
１．株式会社スカパーJSAT ホールディングスについて 
＜取締役＞                             （2012 年 6 月 22 日付） 

役職 氏名 担務 
再任 

/新任 

代表取締役会長 西山 茂樹（にしやま しげき） 内部統制担当 再任 

代表取締役社長 高田 真治（たかだ しんじ）  再任 

取締役 仁藤 雅夫（にとう まさお） 

経営戦略担当 

リスクマネジメント統括責任者

情報統括管理責任者 

再任 

取締役 井上 修（いのうえ おさむ） 宇宙・衛星事業担当 再任 

取締役 住友 裕郎（すみとも ひろお） 有料多チャンネル事業担当 再任 

取締役 清水 敏邦（しみず としくに） 

財務・管理担当 

グループコンプライアンス統括

責任者 

再任 

取締役（非常勤） 中谷 巌（なかたに いわお）  再任 

取締役（非常勤） 森 正勝（もり まさかつ）  再任 

取締役（非常勤） 大塚 博正（おおつか ひろまさ）  再任 
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取締役（非常勤） 飯島 一暢（いいじま かずのぶ）  再任 

取締役（非常勤） 小出 寛治（こいで かんじ）  再任 

※篠田 文治 監査役、平林 良司 監査役、勝島 敏明 監査役、武田 信二 監査役は任期中となります。 

 
＜退任取締役＞                           （2012 年 6 月 22 日付） 

氏名 旧役職名 

間部 耕苹（まなべ こうへい） 株式会社スカパーJSAT ホールディングス取締役（非常勤） 

村田 太一（むらた たいち） 株式会社スカパーJSAT ホールディングス取締役（非常勤） 

 
 
２．スカパーJSAT 株式会社について 

1) 役員人事 
＜取締役＞                             （2012 年 6 月 22 日付） 

役職 氏名 担務 
再任 

/新任 

代表取締役 西山 茂樹（にしやま しげき） 内部統制担当 再任 

代表取締役 高田 真治（たかだ しんじ）  再任 

取締役 仁藤 雅夫（にとう まさお） 

経営戦略本部長 

リスクマネジメント統括責任者 

情報統括管理責任者 

再任 

取締役 井上 修（いのうえ おさむ） 宇宙・衛星事業部門長 再任 

取締役 住友 裕郎（すみとも ひろお） 有料多チャンネル事業部門長 再任 

取締役 清水 敏邦（しみず としくに） 

管理本部長 

グループコンプライアンス統括

責任者 

再任 

 
＜監査役＞                             （2012 年 6 月 22 日付） 

新役職名 氏名 担務 
再任 

/新任 

監査役 平林 良司（ひらばやし りょうじ）  再任 

※篠田 文治 監査役は任期中となります。 
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2) 執行役員人事                         （2012年 6月 22日付） 

役職 氏名 担務 

再任 

/昇任 

/新任 

執行役員会長 西山 茂樹（にしやま しげき） 内部統制担当 再任 

執行役員社長 高田 真治（たかだ しんじ）  再任 

執行役員副社長 仁藤 雅夫（にとう まさお） 

経営戦略本部長 

リスクマネジメント統括責任者 

情報統括管理責任者 

再任 

執行役員副社長 永井 裕（ながい ゆたか） 技術運用本部長 再任 

執行役員副社長 井上 修（いのうえ おさむ） 宇宙・衛星事業部門長 再任 

執行役員専務  住友 裕郎（すみとも ひろお） 有料多チャンネル事業部門長 再任 

執行役員専務  田中 晃（たなか あきら） 
有料多チャンネル事業部門 

放送事業本部長 
再任 

執行役員専務 清水 敏邦（しみず としくに） 

管理本部長 

グループコンプライアンス統括

責任者 

再任 

執行役員常務 川西 将文（かわにし まさふみ） 
有料多チャンネル事業部門 

マーケティング本部長 
再任 

執行役員常務 小山 公貴（こやま こうき） 宇宙・衛星事業部門 

宇宙・衛星事業本部長 
再任 

執行役員 山浦 修平（やまうら しゅうへい） 技術運用本部長代行 再任 

執行役員 江口 覚郎（えぐち かくろう） 
経営戦略本部長代行 

兼 人事部長 
再任 

執行役員 早坂 裕一（はやさか ゆういち）
技術運用本部長代行 

兼 衛星調達部長 
再任 

執行役員 横水 伸次（よこみず しんじ） 
管理本部長代行 

兼 財務経理部長 
再任 

執行役員 植木 順（うえき じゅん） 
宇宙・衛星事業部門 

宇宙・衛星事業本部長代行 
再任 

執行役員 大江 淳彦（おおえ あつひこ） 管理本部長代行 再任 

 
以 上 

 

＊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・IR 部 広報担当 TEL：03-5571-7600 FAX：03-5571-1760 

広報・IR 部 IR 担当 TEL: 03-5571-1515  FAX：03-5571-1760 


