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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：米倉 英一）

は、2021 年 5 月 12 日に取締役会を開催し、2021 年 6 月 25 日付の取締役及び監査役人事を下記の

とおり内定いたしました。 

また、株式会社スカパーＪＳＡＴホールディングスの 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：米倉 英一）も、2021 年 5 月 12 日に取締役

会を開催し、2021 年 6 月 25 日付の取締役及び監査役人事の内定をいたしました。 

株式会社スカパーＪＳＡＴホールディングスの取締役及び監査役とスカパーＪＳＡＴ株式会社

の取締役及び監査役の選任については、2021 年 6 月 25 日に開催予定の定時株主総会（以下「本株

主総会」）における承認をもって、また取締役の役職については、本株主総会終了後に開催される

取締役会において正式に決定される予定です。 

 

記 

 

Ⅰ 株式会社スカパーＪＳＡＴホールディングス役員人事（2021 年 6 月 25 日付） 

 

1） 取締役候補者 

新役職名 氏名 旧役職名 再任/新任 

代表取締役会長 高田 真治（たかだ しんじ） 代表取締役会長 再任 

代表取締役社長 米倉 英一（よねくら えいいち） 代表取締役社長 再任 

取締役 福岡 徹（ふくおか とおる） 取締役 再任 

取締役 大松澤 清博（おおまつざわ きよひろ） 取締役 再任 

取締役 小川 正人（おがわ まさと） 取締役 再任 

取締役 松谷 浩一（まつたに こういち） ― 新任（＊） 

取締役（非常勤） 中谷 巌（なかたに いわお） 取締役（非常勤） 再任 

当社及び子会社の役員人事内定のお知らせ 
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取締役（非常勤） 小杉 善信（こすぎ よしのぶ） 取締役（非常勤） 再任 

取締役（非常勤） 藤原 洋（ふじわら ひろし） 取締役（非常勤） 再任 

取締役（非常勤） 大賀 公子（おおが きみこ） 取締役（非常勤） 再任 

取締役（非常勤） 清水 賢治（しみず けんじ） ― 新任（＊） 

＊別紙 略歴参照 

 

2） 退任予定取締役 

氏名 旧役職名 

飯島 一暢（いいじま かずのぶ） 取締役（非常勤） 

 

3） 監査役候補者 

新役職名 氏名 再任/新任 

監査役 大江 淳彦（おおえ あつひこ） 新任（＊） 

＊別紙 略歴参照 

なお、監査役 小川 晃、高橋 勉、大友 淳は任期中となります。 

 

4） 退任予定監査役 

氏名 旧役職名 

西村 至（にしむら いたる） 監査役 

 

 

Ⅱ スカパーＪＳＡＴ株式会社役員人事（2021 年 6 月 25 日付） 

 

1） 取締役候補者 

新役職名 氏名 旧役職名 再任/新任 

代表取締役 高田 真治（たかだ しんじ） 代表取締役 再任 

代表取締役 米倉 英一（よねくら えいいち） 代表取締役 再任 

取締役 福岡 徹（ふくおか とおる） 取締役 再任 

取締役 大松澤 清博（おおまつざわ きよひろ） 取締役 再任 

取締役 小川 正人（おがわ まさと） 取締役 再任 

取締役 松谷 浩一（まつたに こういち） ― 新任（＊） 

＊別紙 略歴参照 

 

2） 監査役候補者 

新役職名 氏名 再任/新任 

監査役 大江 淳彦（おおえ あつひこ） 新任（＊） 



3/6 
 
 

＊別紙 略歴参照 

なお、監査役 小川 晃は任期中となります。 

 

3） 退任予定監査役 

氏名 旧役職名 

西村 至（にしむら いたる） 監査役 

 

 

以上 
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（別紙：ご参考） 

＜役員候補者 略歴＞ 
 

松谷
まつたに

 浩一
こういち

（取締役候補者） 
１９６５年８月１日生 
 
学 歴 

１９９０年 ３月  九州大学大学院 工学研究科 修了 

 
職 歴 
１９９０年  ４月  日本通信衛星㈱（現スカパーJSAT㈱） 入社 

２００８年１０月  スカパーJSAT㈱ 衛星事業部門 部門企画部長 

２０１０年 ４月  ㈱データネットワークセンター（現㈱スカパー・カスタマーリレーションズ） 

 取締役 

２０１５年 ７月  スカパーJSAT㈱ 有料多チャンネル事業部門 事業戦略室 IT 戦略部長 

２０１７年 ６月  ㈱スカパー・カスタマーリレーションズ 取締役 

２０１８年 ７月  スカパーJSAT㈱ メディア事業部門 事業戦略室長 事業戦略部長 

２０１９年 ６月  同社 執行役員 

２０１９年 ７月  同社 メディア事業部門 経営企画部長 

２０２０年 ４月  同社 経営企画部門 経営企画部長 

２０２１年 ４月  同社 執行役員常務 経営管理部門長（現任） 

 

現 職 

スカパーJSAT㈱ 執行役員常務 経営管理部門長 
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＜役員候補者 略歴＞ 
 

清水
し み ず

 賢治
け ん じ

（取締役候補者） 
１９６１年１月３日生 
 
学 歴 

１９８３年 ３月  慶應義塾大学 卒業 

 
職 歴 
１９８３年  ４月  ㈱フジテレビジョン（現㈱フジ・メディア・ホールディングス） 入社 

２００４年 ７月  ㈱スカイパーフェクト・コミュニケーションズ（現スカパーJSAT㈱）コンテンツ

事業部門コンテンツ投資部長 

２００５年 ７月  ㈱スカパー・ウェルシンク（現スカパーJSAT㈱） 取締役 

２０１２年 ６月  ㈱フジテレビジョン 総合メディア開発 メディア推進局長 

２０１３年 ６月  同社 総合開発局長 

２０１４年 ６月  同社 執行役員 総合開発局長 

          東映アニメーション㈱ 取締役（現任） 

２０１４年 ９月  伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 取締役（現任） 

２０１７年 ７月  ㈱フジ・メディア・ホールディングス 執行役員常務 経営企画担当 

㈱フジテレビジョン 執行役員常務経営企画局長 

２０１８年 ６月  ㈱サテライト・サービス 監査役（現任） 

２０１９年 ６月  ㈱フジ・メディア・ホールディングス 取締役 経営企画・広報 IR 担当（現任） 

  ㈱フジテレビジョン 取締役（現任） 

２０２０年 ６月  日本映画放送㈱ 取締役（現任） 

 

現 職 

㈱フジ・メディア・ホールディングス 取締役 経営企画・広報 IR 担当 

㈱フジテレビジョン 取締役 

東映アニメーション㈱ 取締役 

伊藤忠・フジ・パートナーズ㈱ 取締役 

日本映画放送㈱ 取締役 

㈱サテライト・サービス 監査役 
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＜役員候補者 略歴＞ 
 

おおえ  あつひこ 
大江 淳彦（監査役候補者） 
１９５８年９月１８日生 

 

学 歴 

１９８３年 ６月  米国セリトス・カレッジ卒業（専攻 会計学） 
 

職 歴 

１９８３年 ７月  コーケンメディカル㈱ 入社 
１９８５年 ４月  ベックマン㈱（現ベックマン・コールター㈱） 入社 
１９９７年 ６月  ㈱ソニー・ピクチャーズエンタテインメント 入社 
２００６年 ８月  ㈱スカイパーフェクト･コミュニケーショズ（現スカパーJSAT㈱） 入社  
２０１０年 ７月  JSAT International Inc. Director and Treasurer 
２０１１年 ６月  スカパーJSAT㈱ 執行役員 管理本部長代行 
２０１３年１０月  同社 執行役員 マーケティング本部長代行 
２０１４年 ７月  同社 執行役員 カスタマー事業本部 本部長代行 
２０１５年 ６月  ㈱スカパー・カスタマーリレーションズ 専務取締役 
２０１７年 ２月  スカパーJSAT㈱ 執行役員 経営管理部門 管理本部長代行 
２０１７年 ６月  同社 執行役員 経営管理部門 管理本部長 

WAKUWAKU JAPAN ㈱ （現スカパーJSAT㈱）監査役 
２０１７年 ７月  JSAT International Inc. Director 
２０１９年 ７月  スカパーJSAT㈱ 執行役員 経営管理部門長代行 
２０２０年 ４月  同社 財務顧問（現任） 

 

現職 

スカパーJSAT㈱ 財務顧問 

 

 

以上 
 


