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2015 年 6 月 26 日 

株式会社スカパーJSAT ホールディングス 

 

役員人事の決定のお知らせ 

 
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 8回定時株主総会において、取締役及び監査役人事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、お知らせいたします。 

 

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＞                             （2015 年 6 月 26 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） 
経営全般 

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） 経営全般 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 

グループコンプライアンス統括

責任者 

再任 

取締役 小森 光修（こもり みつのぶ） 技術運用担当（ＣＴＯ※１） 新任 

取締役 小山 公貴（こやま こうき） 宇宙・衛星事業担当 再任 

取締役 横水 伸次（よこみず しんじ） 財務・経理担当（ＣＦＯ※２） 新任 

取締役 小牧 次郎（こまき じろう） 有料多チャンネル事業担当 新任 

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） 飯島 一暢（いいじま かずのぶ） － 再任 

取締役（非常勤） 平田 正之（ひらた まさゆき） － 再任

取締役（非常勤） 小笠原 倫明（おがさわら みちあき） － 新任 

※１最高技術責任者 (Chief Technical Officer) 
※２最高財務責任者 (Chief Financial Officer) 
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＜監査役＞         （2015年 6月 26日付） 
役職 氏名 再任/新任 

監査役 小川 晃（おがわ あきら） 新任 

監査役（非常勤） 勝島 敏明（かつしま としあき） 再任 

監査役（非常勤） 藤田 徹也（ふじた てつや） 再任 

※監査役 坂本 憲昭は任期中となります。 

 
＜退任監査役＞         （2015年 6月 26日付） 

氏名 旧役職名 

平林 良司（ひらばやし りょうじ） 監査役 

 
２．スカパーJSAT 株式会社について 

1) 役員人事 
＜取締役＞                             

（2015 年 6 月 26 日付、ただし（※3）を付した 2名の担務は 2015 年 7 月 1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） 
経営全般 

内部統制担当 
再任 

代表取締役 高田 真治（たかだ しんじ） 経営全般 再任 

取締役 仁藤 雅夫（にとう まさお） 

経営管理部門長（※3） 

リスクマネジメント統括責任者 

情報統括管理責任者 

グループコンプライアンス統括

責任者 

再任 

取締役 小森 光修（こもり みつのぶ） 
技術運用部門長 

兼 衛星技術本部長 
新任

取締役 小山 公貴（こやま こうき） 
宇宙・衛星事業部門長 

兼 宇宙・衛星事業本部長 
再任 

取締役 横水 伸次（よこみず しんじ） 経営管理部門長代行（※3） 新任 

取締役 小牧 次郎（こまき じろう） 
有料多チャンネル事業部門長 

兼 放送事業本部長 
新任 

 
＜監査役＞         （2015年 6月 26日付） 

役職 氏名 再任/新任 

監査役 小川 晃（おがわ あきら） 新任 

※監査役 坂本 憲昭は任期中となります。 
 
＜退任監査役＞                           （2015 年 6 月 26 日付） 

氏名 旧役職名 

平林 良司（ひらばやし りょうじ） 監査役 
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2) 執行役員人事           

（2015 年 6 月 26 日付、ただし（※4）を付した 5名の担務は 2015 年 7 月 1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） 
経営全般 

内部統制担当 
再任 

執行役員社長 高田 真治（たかだ しんじ） 経営全般 再任 

執行役員副社長 仁藤 雅夫（にとう まさお） 経営管理部門長（※4） 再任 

執行役員副社長 小森 光修（こもり みつのぶ） 
技術運用部門長 

兼 衛星技術本部長 
再任 

執行役員専務 小山 公貴（こやま こうき） 
宇宙・衛星事業部門長 

兼 宇宙・衛星事業本部長 
再任 

執行役員専務 横水 伸次（よこみず しんじ） 経営管理部門長代行（※4） 昇任 

執行役員専務 小牧 次郎（こまき じろう） 
有料多チャンネル事業部門長 

兼 放送事業本部長 
昇任 

執行役員常務 山浦 修平（やまうら しゅうへい） 
技術運用部門 

放送技術本部長 
再任 

執行役員 江口 覚郎（えぐち かくろう） 
経営管理部門 

管理本部長（※4） 
再任 

執行役員 古屋 金哉（ふるや きんや） 
有料多チャンネル事業部門 

カスタマー事業本部長 
再任 

執行役員 小川 正人（おがわ まさと） 
経営管理部門 

経営戦略本部長（※4） 
再任 

執行役員 石山 聡（いしやま さとし） 
経営管理部門 

経営戦略本部長代行（※4） 
再任 

執行役員 早坂 裕一（はやさか ゆういち） 
技術運用部門 

衛星技術本部長代行 
再任 

執行役員 芝本 義孝（しばもと よしたか） 
技術運用部門 

衛星技術本部長代行 
再任 

執行役員 米澤 稔（よねざわ みのる） 
有料多チャンネル事業部門 

部門長補佐 
再任 

執行役員 赤尾 充敏（あかお みつとし） 
宇宙・衛星事業部門 

宇宙・衛星事業本部長代行 
再任 

以 上 


