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将来の見通しに関する記述について

本説明資料に掲載されている予想、戦略、経営方針、目標などのうち、歴史的事実でないものは、将来の見通しに関する記述であり、こ
れらは、現在入手可能な情報にもとづく経営者の前提、計画、期待、判断などを基礎としています。これらの将来の見通しに関する記述
は、様々なリスクや不確定要因の影響を受けるため、現実の結果が想定から著しく異なる可能性があります。このようなリスクや不確定
要因のうち、現在想定しうる主要なものには、以下のものが含まれます。なお、リスクや不確定要因はこれらに限られるものではありま
せんのでご留意下さい。

・当社グループのサービスに対する需要の低下のリスク

・当社グループの主要顧客の利用水準の低下または業績変動に伴うリスク

・通信衛星が故障、機能低下または稼働停止するリスク

・衛星の打ち上げ失敗もしくは遅延または正確な軌道投入失敗のリスク

・予備衛星の効果的なバックアップ体制が構築できないリスク

・衛星の軌道位置および使用する周波数等に係る国際間調整が遅延した場合または不調に終わった場合に当社グループの事業を予定
どおりに展開できないリスク

・当社グループの事業内容および事業に係わる法的規制等が、将来において改正または新たに制定された場合に当社グループの事業
が制約を受けるリスク

・通信技術のデジタル化に伴う画像や音声対応の圧縮技術の高度化、その他の通信、放送、衛星等に関わる技術革新の進展に伴う業績
変動リスク

・将来の通信衛星の調達に係るコストが、衛星の仕様、為替レート、保険マーケットの状況等により予定した支出額を超過する可能性があ
ること

・経済的に見合うまたは付保が必要な事故を全て対象とする保険を得られないリスク

・今後の通信衛星設備等に係る資金の調達に係るリスク

・新規事業が予定どおりに展開できないまたは業績に貢献しないリスク

・今後、関連分野における戦略的提携もしくは他社との共同関係の構築が想定通りに展開できないまたは、実現できないリスク

・重要な子会社・関連会社の事業に関し、米国にて展開する事業が米国市場における受注が想定通りに得られないこと等によって当社の
想定通りの結果を産み出さない可能性があること。

・為替変動および金利変動等の経済的状況の変化に係るリスク

・日本国内および欧米ならびにアジア地域における競争激化が当社グループの財政状態および業績に影響を及ぼすリスク
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今期業績予想の修正および配当について

当社子会社ジャパンケーブルキャスト株式会社の全株式及び、JC-HITS事業関連設備
の譲渡等に伴う損失が新たに発生する一方で、営業収益及び営業利益の増加、最近の

為替相場変動による営業外収益の増加および、通信衛星JCSAT-1Bの不具合発生に
伴う保険求償が見込まれることにより、当期における損失額の改善が予想されます。

よってこれらを踏まえ、平成17年10月6日に発表いたしました、通期の業績予想数値を
以下の通り修正いたします。

平成18年3月期の連結業績予想（平成17年4月１日～平成18年3月31日）

＊上記の数値には、平成17年7月22日に発生した、通信衛星JCSAT-1B 不具合等に伴う損失(約142億円）
が含まれております。

＊年間配当につきましては、6,000円（中間配当3,000円実施済み）を予定しております。

修正通期見通し 43,500         1,300           600              △9,000       18,000                  

従来見通し
（10／6公表）

42,500         500              △500           △9,500       16,000                  

営業収益 経常利益 営業ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ

（百万円）

営業利益 当期純損失



5

ケーブルテレビ局向けデジタルソリューションサービス
JC-HITS事業の譲渡について

・JC-HITSは、２００４年の配信開始以来、順調に導入局を拡大し、これまでのところ概ね当初計画
どおり推移してまいりました。

・その一方で、急激な事業環境の変化により、より付加価値の高いサービスの拡充が求められる
ようになり、 JSATは新たなリソーシス及び協業が必要であるとの結論にいたりました。
・このような状況下、JC-HITS事業についてバリューアッドモデルを提案された株式会社SOZO工房
からのJC-HITS事業の譲渡に関する申し入れを受け、協議・検討した結果、本日基本合意契約を
締結いたしました。

【基本合意の概要】

SOZO工房：
・ジャパン ケーブルキャストの全株式等を譲り受け、JC-HITS事業を継承いたします。
・既存チャンネルのハイビジョン化、及びチャンネル数の増加などの既存事業のさらなる品質向上を図ります。
・双方向サービスをはじめとした新規事業も展開する予定です。

JSAT：
・引き続き、通信衛星回線の提供を含む当該サービスの運用に関する業務を受託し、JC-HITSサービスの
品質の維持・向上をサポートいたします。

＊最終合意およびそれにもとづく事業譲渡の期日は3月末を予定しております。

【株式会社SOZO工房 会社概要】
所在地： 東京都千代田区麹町３丁目３番地
代表者： 代表取締役パートナー 石橋 省三（いしばし しょうぞう）
資本金： ３０００万円
設立： ２００３年１２月
事業内容： テレコム・メディア・テクノロジー（TMT)分野の企業へ向けて経営戦略、事業戦略、財務戦略などに関する

コンサルティング、実行支援
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第3四半期(4月-12月)連結業績サマリー

（単位：百万円）

営業収益 32,535 32,558         42,500 43,500
営業利益 1,063 6,194           500 1,300
経常利益 551 5,926           △ 500 600
当四半期純利益・損失 △ 8,297 3,170           △ 9,500 △ 9,000

営業CF 18,111         20,033         16,000 18,000
EPS（円） △ 23,353.78 8,805.23      -                -                
EBITDA 14,750 19,028         -                -                
EBITDAマージン 45.3% 58.4% -                -                

当第3四半期
4月-12月

通期見通し
（2/21修正）

前第3四半期
4月-12月

従来見通し
（10/6公表）
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第3四半期(4月-12月)連結業績分析

（前年同期比較）

営業収益
32,535百万円

（前年同期比23百万円減）

【主なプラス要因】
Horizons-1サービスの利用拡大
JC-HITS利用局拡大に伴う収益寄与（2004年6月よりｻｰﾋﾞｽ開始）
スポット案件発生による収益増加

【主なマイナス要因】
国内向けネットワーク関連サービス利用の減少

前 年 同 期 比 主 な 増 減 要 因

営業利益
1,063百万円

（前年同期比5,131百万円減）

【主なマイナス要因】
リスクマネジメント見直しに伴う、減価償却費の増加
その他売上原価の増加
専門作業委託費の増加

経常利益
551百万円

（前年同期比5,375百万円減）

【主なプラス要因】
為替差益

【主なマイナス要因】
持分法投資損失の増加
リスクマネジメント見直しに伴う、減価償却費（未稼動資産分）の増加

当期純利損失
△8,297百万円

（前年同期比11,468百万円減）

【主なプラス要因】
JCSAT-1B不具合に伴う、保険求償

【主なマイナス要因】
JCSAT-1B不具合等に伴う、特別損失の計上
ジャパン ケーブルキャスト株式及び関連設備の譲渡等による損失

営業キャッシュ・フロー
18,11１百万円

（前年同期比1,922百万円減）

【主なプラス要因】
法人税等支払い額の減少

【主なマイナス要因】
昨年のＮＴＴｺﾑ解除料収入
JCSAT-1B不具合等に伴う衛星移行費用
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サービス別連結収益サマリー

（単位：百万円）

ネットワーク関連サービス 12,198         11,955         102.0%
映像関連サービス 19,861         20,181         98.4%
その他 475              422              112.6%
営業収益計 32,535         32,558         99.9%

当第3四半期
4月-12月

前第3四半期
4月-12月

前年同期比

【主なプラス要因】
・Horizons-1ｻｰﾋﾞｽの利用拡大
・スポット案件発生による増加
・国内政府機関向け案件による増加
【主なマイナス要因】
・一部顧客の利用縮小・解約

ﾈｯﾄﾜｰｸ関連ｻｰﾋﾞｽ

【主なプラス要因】
・JC-HITS利用局拡大に伴う収益寄与（2004年6月よりサービス開始）
【主なマイナス要因】
・一部顧客の利用縮小・解約
・前期におけるHorizons-1の一時的案件の影響
・CSデジタル放送の利用縮小

映像関連ｻｰﾋﾞｽ

各サービスの状況
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キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フロー 18,111                 20,033                 
税金等調整前当期純利益 △13,553             5,935                   
減価償却費 17,032                 12,633                 
特別損失 14,199                                           -
法人税等の支払額 △2,736               △3,847               
その他 3,168                   5,312                   
投資活動によるキャッシュ・フロー △23,120             △6,679               
設備投資 △12,742             △9,054               
事業関連投資 △4,141               △966                  
金融資産への投資 △6,236               3,341                   
財務活動によるキャッシュ・フロー 4,902                   △13,215             
短期借入による収入 200                      1,170                   
短期借入金の返済による支出 △3,170               △2,200               
長期借入による収入 15,191                 4,000                   
長期借入金の返済による支出 △4,881               △7,381               
自己株式の取得による支出 △392                  △6,743               
配当金の支払いによる支出 △2,041               △2,044               
少数株主への配当金の支払による支出 △4                      △15                    
現金及び現金同等物の期首残高 2,871                   2,233                   
現金及び現金同等物の期末残高 2,828                   2,396                   

当第3四半期
4月 - 12月

前第3四半期
4月 - 12月（単位：百万円）

営業CFの前期比増加要因：

○主なプラス要因

・法人税等支払い額の減少 1,111百万円

○主なマイナス要因

・昨年のNTT解除料収入 2,047百万円
・売上原価の増加 606百万円
・JCSAT-1B不具合等に
伴う衛星移行費用 549百万円

2005年12月末現在の借入金等残高：

・短期借入金 2,300百万円
・長期借入金 40,358百万円
・転換社債 19,592百万円
合 計 62,250百万円

2005年9月末比 ：約73億円増加

主要な設備投資：
・ 衛星関連 9,316百万円
・ JC-HITS関連 2,694百万円

主要な事業投資：
・ Horizons-2 2,191百万円
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子会社・持分法適用関連会社の状況

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益

ジャパン ケーブルキャスト㈱
（連結対象子会社：当社持分100%）

636 △ 1,170 △ 1,259 △ 869

JSAT International Inc.
（連結対象子会社：当社持分100%）

921 291 239 238

㈱衛星ネットワーク
（連結対象子会社：当社持分92%）

3,346 205 179 122

㈱スカパー・マーケティング
（持分法適用関連会社：当社持分49%）

1,817 △ 864 △ 870 △ 871

㈱ペイ・パー・ビュー・ジャパン
（持分法適用関連会社：当社持分20%）

11,873 409 408 235

（単位：百万円)　

＊JSAT International Inc. (JII）の数値は、1月～９月であります。尚、JIIの業績は、持分法適用会社Horizons Satellite Holdings
LLCの業績を含んでおります。

＊ジャパン ケーブルキャスト(株)の業績は連結納税制度による影響を含んでおります。
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ご参考：今後の衛星打ち上げ計画について

【JCSAT-9（JCSAT-5A)打ち上げ概要】

Ⅰ. 打ち上げ時期： 2006年4月（予定）
Ⅱ. 打ち上げ場所： ハワイ沖

Ⅲ. 打ち上げロケット：Zenit-3SL（シー・ローンチ社）
Ⅳ. 衛星の主要な概要とカバーエリア
（1）型 式：A2100AX（ロッキードマーティン製）
（2）中継器本数：
固定衛星通信サービス用Ｃバンド中継器２０本
固定衛星通信サービス用Ｋｕバンド中継器２０本
移動体衛星通信サービス用Ｓバンド中継器１４本
移動体衛星通信サービス用Ｃバンド中継器２本

（3）軌道位置：東経132度

※JCSAT-9 Ｃバンド カバーエリアイメージ図（EIRP)

東経132度

ハワイ
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本説明資料に記載されている当社グループの現在の計画、見通し、戦略、確信などのうち、歴史的事実でないものは、将来の業績
に関する見通しであり、現在入手可能な情報から得られた当社グループ独自の予想に基づくものです。当社グループを取り巻く市
場環境は、技術革新や顧客ニーズの変化、経済の状況、その他の変動要因など、極めて変化が激しい状況にあります。したがい
まして、実際の結果は本説明資料の記載と異なる可能性がありますので、これら業績見通しのみに全面的に依拠することは控える
ようお願いいたします。

お問い合わせについては
下記担当部までお願い致します。

企画管理本部 広報IR部
TEL： 03-5219-7778  
FAX： 03-5219-7876
E-Mail: investors@jsat.net

（注）本説明資料の全部もしくは一部を無断で複製・転載することはご遠慮下さいますようお願い致します。
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