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2008 年 10 月 1日

株式会社スカパーJSAT ホールディングス

スカパーJSAT 株式会社発足について

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、添付の通りスカパーJSAT 株式会社発足について発表しましたので、お知らせいた

します。
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スカパーJSAT 株式会社の発足について

本日 2008 年 10 月 1 日、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％子会社であった株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーシ
ョンズを存続会社とする会社合併を経て、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、以下スカパーJSAT）が発足いたしましたので、下記のとおりお
知らせいたします。

記

1．スカパーJSAT 発足の目的

2007 年 4 月、JSAT 株式会社（以下 JSAT）と株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーショ
ンズ（以下スカパー）は、経営統合し、持株会社であるスカパーJSAT 株式会社（以下持株会社）
を設立しました。衛星事業会社と有料多チャンネル放送プラットフォーム会社との垂直統合によ
り、JSAT はインフラの安定供給の使命を果たすとともに、安定的な利益・キャッシュフローを創
出し、スカパーは有料多チャンネル放送における更なる事業の推進を担う「通信と放送の両輪体
制」が整いました。

2008 年 3 月末、持株会社が JSAT と同じ衛星通信事業者である宇宙通信株式会社（以下宇宙通
信）を子会社化し、衛星事業において、水平統合による事業の極大化や統合シナジーの実現を図
ることが可能になりました。また、有料多チャンネル事業においても、垂直統合の結果、各放送
事業者の初期負担の軽減により、ハイビジョンの多チャンネル放送「スカパー！HD」が実現可能
になるなど、統合シナジーが現れてきました。

更に 2008 年 6月 24 日、スカパーJSAT グループは、持株会社設立後のメディア環境の急速な変
化に対応し今後の競争力強化を実現するため、「当社グループは、放送と通信という、公共性の高
いサービスを提供する企業グループとして、その社会的責任を強く認識し、法令・倫理を遵守し
つつ、常にパイオニア精神を持ってサービスの向上を図り、豊かな社会生活の創造に貢献する。」
というグループ理念のもと、新たに中期経営計画（2008～2012 年度）「Quality for Value」を策
定しました。オールジャパン体制となった衛星事業の安定したキャッシュフローを基盤に、有料
多チャンネル事業の更なる拡大を目指すことを明らかにしましたが、新中期経営計画達成のため
には、中核となる事業会社について、効率的な組織およびコスト構造の構築を推進することが重
要課題となっていました。

これを踏まえ今回、人的資源の最適配分や経営の効率化を推進すべく、3 つの事業会社を合併
し、スカパーJSAT 株式会社が発足いたしました。

今回のスカパーJSAT の発足を重要なステップとして、当社グループは、グループの総合力を結
集し、中期経営計画とグループ理念の実現に向けて、質実剛健なる企業群として更なる飛躍を目
指して参ります。
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2．スカパーJSAT 株式会社の概要

商号
（英文表記）

スカパーJSAT 株式会社
（SKY Perfect JSAT Corporation）

主な事業内容 CS デジタル放送のプラットフォーム事業および衛星事業
本店所在地 東京都港区赤坂 1-14-14
代表者の役職・氏名 代表取締役 執行役員社長 秋山 政徳
代表電話番号 03 (5571) 7800
資本金 50,083 百万円
株主 株式会社スカパーJSAT ホールディングス 100%
決算期 3 月 31 日
ホームページアドレス http://www.sptvjsat.com

3．スカパーJSAT 株式会社の役員体制と組織

役 職 氏 名 職務分掌（※）

代表取締役 執行役員社長 秋山 政徳 （あきやま まさのり）

取締役 執行役員副社長 仁藤 雅夫 （にとう まさお） スカパー事業部門長
取締役 執行役員副社長 永井 裕 （ながい ゆたか） 経営戦略部門長 兼 技術部門長
取締役 執行役員副社長 飯塚 洋一 （いいづか よういち） 企画管理部門長
執行役員副社長 井上 修 （いのうえ おさむ） 衛星事業部門長
執行役員専務 田辺 肇 （たなべ はじめ） スカパー事業部門長代行
執行役員専務 田中 晃 （たなか あきら） スカパー事業部門 コンテンツ事業本

部長
執行役員専務 木戸 英晶 （きど ひであき） 経営戦略部門 経営企画本部長
執行役員常務 平林 良司 （ひらばやし りょうじ） 企画管理部門 第 1管理本部長
執行役員常務 住友 裕郎 （すみとも ひろお） 衛星事業部門長代行
執行役員常務 清水 敏邦 （しみず としくに） 企画管理部門 第２管理本部長
執行役員常務 川西 将文 （かわにし まさふみ） スカパー事業部門 放送事業本部長
執行役員常務 出水 啓一朗（でみず けいいちろう） スカパー事業部門 マーケティング本

部長
執行役員常務 加藤 修 （かとう おさむ） 経営戦略部門 業務本部長
執行役員常務 奥山 八州夫（おくやま やすお） 衛星事業部門 第２営業本部長
執行役員 西尾 裕一郎（にしお ゆういちろう） 技術部門 通信技術本部長
執行役員 山浦 修平 （やまうら しゅうへい） スカパー事業部門 カスタマーサービ

ス本部長
執行役員 小山 公貴 （こやま こうき） 衛星事業部門 第１営業本部長
監査役 霍間 良介 （つるま りょうすけ）

監査役 服部 正隆 (はっとり まさたか）

監査役 藤澤 雅敏 (ふじさわ まさとし）

2008 年 8 月 6 日発表の役員構成に変更ありません。

※ 別紙 組織図参照

以上
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（別紙）

＜組織図（2008 年 10 月 1 日現在）＞

（次ページへ続く）
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（前ページの続き）
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