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●ケーブルテレビ事業

（株）ジェイコム札幌

（株）ジェイコムイースト

（株）ジェイコム東京

（株）ジェイコム湘南

（株）ジェイコムさいたま

（株）ジェイコム千葉

土浦ケーブルテレビ（株）

横浜ケーブルビジョン（株）

（株）ジェイコム足立

（株）ジェイコム市川

（株）ジェイコム大田

（株）ジェイコム北関東

（株）ジェイコム東葛葛飾

（株）ジェイコム川口戸田

（株）ジェイコム千葉セントラル

（株）ジェイコム中野

（株）ジェイコム八王子

（株）ジェイコム日野

（株）ジェイコム多摩

（株）ジェイコム港新宿

（株）ジェイコム武蔵野三鷹

（株）ジェイコム南横浜

（株）ジェイコムウエスト

（株）ジェイコム九州

（株）ケーブルネット下関

大分ケーブルテレコム（株）

●メディア事業

ジュピターエンタテインメント（株）

ジュピターゴルフネットワーク（株）

（株）ジェイ・スポーツ

チャンネル銀河（株）

（株）ジュピタービジュアルコミュニケーションズ

（株）プルークス

アスミック・エース（株）
●電力関連事業

アイピー・パワーシステムズ（株）
●イベント事業

（株)エニー
●通販事業

ジュピターショップチャンネル（株）
●特例子会社

（株）ジェイコムハート

連結業績状況
Financial  /  Operational  Data

主なグループ会社  （2018年7月1日現在）
Group Companies

〒100-0005　東京都千代田区丸の内1-8-1　丸の内トラストタワーN館

www.jcom.co.jp
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2016 （12月末）
（単位：千世帯）

総加入世帯数

※総加入世帯数：1つ以上のサービスに加入している世帯数。
※2015年6月末分よりケーブルテレビサービスの加入世帯数の計上基準を変更。

※1　2014年より決算期を12月から3月に変更。
　　　経過期間となった2014年3月期決算の対象月は2014年1月から3月となる。
※2　2015年3月期連結業績より、米国会計基準から国際会計基準に変更。
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会社名 株式会社ジュピターテレコム

 Jupiter Telecommunications Co., Ltd.

ブランド名 J:COM

設立年月日 1995年1月18日

本社所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館

資本金 376億円

従業員数 グループ総計17,263名 （2018年2月末現在）

株主 KDDI株式会社

 住友商事株式会社

URL www.jcom.co.jp

代表取締役会長 牧 俊夫

代表取締役社長 井村 公彦

取締役 副社長執行役員 杉森 正人

取締役 副社長執行役員 本多 勉

取締役 石川 雄三

取締役 森田 圭

取締役 南部 智一

取締役 中村 家久

常勤監査役 吉満 雅文

常勤監査役・社外監査役 更岡 剛

監査役 最勝寺 奈苗

監査役・社外監査役 吉田 安宏

監査役・社外監査役 太子堂 厚子

常務執行役員 増田 和彦

常務執行役員 田口 和博

常務執行役員 氏本 祐介

常務執行役員 徳田 瑞穂

上席執行役員 中谷 博之

上席執行役員 原田 廣人

上席執行役員 村山 直樹

上席執行役員 足立 好久

上席執行役員 堀川 広二

上席執行役員 盤井 保彦

執行役員 宮島 隆

執行役員 大橋 一博

執行役員 原 清

執行役員 本宮 洋人

執行役員 木川 良則

執行役員 岡田 壮祐

執行役員 上村 忠

執行役員 櫻井 俊一

執行役員 高橋 邦昌

執行役員 岩本 好正

執行役員 小林 直樹

執行役員 徳田 康次

役員一覧  （2018年7月1日現在）
Corporate Off icers

会社概要
Company Overview

組織図  （2018年4月1日現在）
Organizat ion Chart

監査役会株主総会

取締役会

会　長 社　長

投資委員会

監査本部

ＣＥＯ室

渉外室

経営企画室

サイバーセキュリティ推進室

経営管理本部

イノベーション推進室

人事本部

管理本部

財務室

投資管理室

事業開発室

商品企画本部

情報システム本部

資材本部

ケーブルTV事業統括本部

エネルギーソリューション事業本部

お客さま営業本部

法人営業本部

プロモーション本部

お客さまサポート本部

地域メディア本部

東京第一ブロック

東京第二ブロック

関東東第一ブロック

関東東第二ブロック

埼玉ブロック

関東北ブロック

神奈川第一ブロック

神奈川第二ブロック

関西東ブロック

関西西ブロック

関西南ブロック

九州・山口ブロック

メディア戦略本部

広告事業本部

技術企画本部

技術開発室

技術運用本部

技術サポート本部

メディア事業部門

技術部門

コーポレート部門

ビジネスイノベーション部門

情報システム・資材部門

ケーブルTV事業部門

全社CS向上会議

インターナルコントロール委員会

コンプライアンス委員会

情報セキュリティ委員会
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