
 
平成18年３月期 決算短信（連結） 平成18年５月12日

上場会社名 ＪＳＡＴ株式会社 上場取引所 東

コード番号 9442 本社所在都道府県 東京都

(URL　http://www.jsat.net)

代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 氏名　磯崎　澄
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決算取締役会開催日 平成18年５月12日

親会社等の名称 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショズ株式会社

親会社等における当社の議決権所有比率 17.8%

米国会計基準採用の有無 無

１．平成18年3月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1)連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満は切り捨てて表示しております。
 売上高 営業利益 経常利益
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 43,952 △1.0 2,636 △67.3 2,309 △69.3

17年３月期 44,388 △1.7 8,063 △26.5 7,512 △24.6

 当期純利益
１株当たり

当期純利益

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

株主資本

当期純利益率

総資本

経常利益率

売上高

経常利益率

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 △7,928 － △22,320 52 － － △9.1 1.4 5.3

17年３月期 4,077 △36.9 11,223 68 10,437 49 4.2 4.4 17.0

（注）①持分法投資損益 18年３月期  △447百万円 17年３月期 △105百万円

 ②期中平均株式数（連結） 18年３月期  355,204株 17年３月期 358,842株

 ③会計処理の方法の変更 無

 ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2)連結財政状態  

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期 169,733 82,888 48.8 233,559 08

17年３月期 159,903 92,317 57.7 258,874 61

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期 354,892株 17年３月期 356,418株

(3)連結キャッシュ・フローの状況  

 
営業活動による

キャッシュ・フロー

投資活動による

キャッシュ・フロー

財務活動による

キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物

期末残高

 百万円 百万円 百万円 百万円

18年３月期 22,310 △33,902 12,606 3,966

17年３月期 23,298 △10,790 △11,871 2,871

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 2社　持分法適用非連結子会社数 0社　持分法適用関連会社数 3社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 0社　（除外） 1社　持分法（新規） 1社　（除外） 1社

２．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円 百万円
中間期 18,400 4,800 4,500 2,600
通　期 37,400 9,000 8,100 4,700

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 13,243円45銭  

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等

は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の５ページ～13ページを参照して下さい。



平成18年３月期を終えて（代表取締役社長　磯崎　澄）

　平成18年３月期の業績は、平成17年７月22日に発生しました通信衛星ＪＣＳＡＴ－１Ｂのトランスポンダ不具合及び、

通信衛星の耐用年数を見直したことによる影響並びに、平成18年３月31日に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」事業を展開しておりましたジャパン ケーブルキャスト㈱の全株式及び「ＪＣ－ＨＩＴＳ」

事業関連設備を譲渡したこと等により、連結営業収益は期初の計画（422億円）を上回ったものの、連結当期純利益は期初

の計画（21億円）を大きく下回る結果となりました。皆様方にご心配をおかけしましたこと、改めて心よりお詫び申し上

げます。しかしながら、今回の純損失となりました要因は全て一過性のものであり、その会計処理も全て平成18年３月期

にて終了しており、かつ基本的な事業活動は堅調に推移しておりますことをご報告申し上げます。

  一方、米国子会社であるJSAT International Inc.の当期純利益の黒字化、米国PanAmSat Corporationとの２機目の共同

通信衛星Ｈｏｒｉｚｏｎｓ－２の投入決定、関連会社㈱スカパー・マーケティングの「スカイパーフェクTV！」向け受信

機器レンタルサービスの開始、地域間のデジタルデバイド（情報格差）解消につながる自治体・法人向け「衛星インター

ネットサービス」及び海上での高速インターネットを実現する「Mega Wave Marine」の本サービスの開始等利益の確保と

将来の成長に向けて積極的に取り組んでまいりました。

　上記のとおり、連結当期純損失を計上する結果となりましたが、事業活動は堅調に推移していること、配当原資も十分

に確保していること及び営業キャッシュフローは潤沢であることから配当（年間１株6,000円）を維持する予定です。

　平成19年３月期は、平成18年４月13日に打ち上げ成功しました通信衛星Ｎ－ＳＴＡＲａの後継機である通信衛星ＪＣＳ

ＡＴ－９(ＪＣＳＡＴ－５Ａ)号機が６月頃よりサービスの開始を予定しております。また、夏～秋頃には通信衛星ＪＣＳ

ＡＴ－１０号機の打ち上げを予定しております。以上のように先行設備投資等があるものの、衛星優位領域の確保と拡大

に向けたサービス開発と事業開発及び、業務効率化を含むコスト削減の徹底を図り、当社グループの将来の成長と利益の

確保に向けて取り組んで参る所存です。
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１．企業集団の状況
　当社グループは、電気通信事業者であるジェイサット㈱（当社）を核として、連結子会社２社、持分法適用関連会社

３社より構成されており、その他の関係会社が１社あります。当社グループは、通信衛星によるネットワーク関連サー

ビス、映像関連サービスを主たる業務としております。

　なお、当連結会計年度において、ジャパン ケーブルキャスト㈱（出資比率100.0%）の全株式を㈱ＳＯＺＯ工房インタ

ラクティブに譲渡いたしました。これにより平成18年３月31日現在の連結子会社数は２社となりました。

　平成18年３月31日現在の事業の系統図は、次のとおりであります。

 

 

衛星回線の提供 
当社 

㈱衛星ネットワーク 
（※１） 

衛星通信専用サービス等 

ネットワーク関連サービス 映像関連サービス 

J SAT Internat ional 
 Inc.（※１） 

Horizons－１ 
Sa tellit e LLC 
（※４） 

衛星回線の提供を中心とした通信・放送サービス 

・衛星通信再販事業者 
・企業内通信ユーザ 
・国際データ通信ユーザ 
・ＮＴＴグループ 
 （エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション

ズ㈱（※３）を含む） 
・政府機関、公共団体 

・委託放送事業者 
・衛星役務利用放送事業者 
（㈱ペイ・パー・ビュー・ジャパン（※２）を含む） 
・ジャパン ケーブルキャスト㈱ 
・放送会社 

㈱スカパー・マーケテ
ィング（※２） 

Horizons Satellite 
 Holdings LLC 
（※２） 

Horizons－２ 
Sa tellit e LLC 
（※４） 

 

　　　　※１連結子会社

　　　　※２持分法適用関連会社

　　　　※３その他の関係会社

　　　　※４Horizons Satellite Holdings LLCの連結子会社
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関係会社の状況は次のとおりであります。

（子会社）

名称 住所
資本金
(百万円)

主要な事業
内容

議決権の
所有割合
（％）

関係内容

役員の兼任等

資金援助 営業上の取引
当社役員
（名）

当社従業
員

（名）

㈱衛星ネット

ワーク
東京都港区 1,600

電気通信事

業
92.0 － 6 －

当社衛星通信

回線の再販等

JSAT

International

Inc.

米国デラ

ウェア州

25

(百万USドル)

北米での衛

星回線販売
100.0 － 4

通信衛星取得

資金の貸付
－

（持分法適用関連会社）

名称 住所
資本金
(百万円)

主要な事業
内容

議決権の所
有割合
（％）

関係内容

役員の兼任等

資金援助 営業上の取引
当社役員
（名）

当社従業
員（名）

㈱ペイ・パー・

ビュー・ジャパ

ン

東京都

渋谷区
2,500

衛星役務利

用放送事業
20.0 － 1 －

当社衛星通信

回線の利用

Horizons 

Satellite 

Holdings LLC

米国デラ

ウェア州

0

 (百万USドル)

通信衛星会

社の持株会

社

50.0 1 － － －

㈱スカパー・

マーケティング

東京都

渋谷区
480

衛星放送受

信機器のレ

ンタルサー

ビス

49.0 － 4
短期事業資金

の貸付
－

（その他の関係会社）

名称 住所
資本金

（百万円）
主要な事業
内容

議決権の被
所有割合
（％）

関係内容

摘要
役員の兼任等

営業上の取引
関係会社役
員（名）

関係会社従
業員（名）

エヌ・ティ・

ティ・コミュニ

ケーションズ㈱

東京都

千代田区
211,650

電気通信事

業

17.8

（注１）
－ －

当社衛星通信

回線の利用
 

（注１）議決権の被所有割合は、発行済株式総数356,418株より自己株式1,525.5株、端株1.5株、及び証券保管振替機構

名義株式996株を控除して求めた議決権総数353,895個に対する割合であります。

（注２）ジャパン　ケーブルキャスト㈱については、平成18年３月31日において所有する全株式を譲渡したため、当連

結会計年度末にて連結の範囲から除外しております。

（注３）Horizons Satellite LLCについては、Horizons Satellite Holdings LLCの子会社となったため、持分法適用関

連会社から除外いたしました。
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２．経営方針
(a）会社の経営の基本方針

　当社グループは、衛星という社会性の高いインフラストラクチャーを保有し、この資産を通じて開拓した様々なサー

ビスを提供するために存在するという経営理念を掲げ、株主の皆様、お客様、社会、従業員など、すべてのステークホ

ルダーにとって存在価値のある企業を目指しております。

  また、当社グループは、平成15年10月に策定しましたコーポレートスローガン「JSAT, Creating　Satellite　

Solutions」のもと、当社グループのコアコンピタンスを①衛星・映像ソリューション提供力及び②放送・通信融合ソ

リューション提供力と定め、コアコンピタンスを活かしたお客様のビジネス発展への貢献を実現し、企業価値の増大を

図って参ることを基本方針としております。

(b）会社の利益配分に関する基本方針

　当社の利益配分につきましては、①企業価値の極大化を念頭に、健全な財務体質の維持及び積極的な事業展開に備え

るための内部留保の充実等を勘案し、②業績に連動しつつ、かつ③長期に当社株式を保有していただく株主の皆様のご

期待にお応えするため、長期的安定的な配当を継続することを基本方針としております。

　なお、当期につきましても、この基本方針に基づき１株当たり6,000円の年間配当(中間配当3,000円は実施済)を実施

したいと考えております。

  また、平成18年６月27日開催予定の当社株主総会において、会社法第459条第１項に基づき「剰余金の配当等を取締役

会が決定する」旨の定款の変更を予定しております。

(c）目標とする経営指標

　当社グループは、キャッシュ・フローの増大による企業価値向上を目指しており、その指標としてＥＢＩＴＤＡ（当

期純利益に支払利息、法人税等、減価償却費等の償却費、減損損失を加算した数値）を重視し、同時にＲＯＥ（株主資

本利益率）の向上による株主満足度の向上を目標としております。

　通信業界における国際間企業比較はＥＢＩＴＤＡによるものが一般的であり、キャッシュ・フロー重視の観点よりこ

れを経営の指標としているものです。　

(d）会社の対処すべき課題と中長期的な会社の経営戦略

　平成17年７月22日に通信衛星ＪＣＳＡＴ－１Ｂにトランスポンダ障害が発生し、利用不能状態を引き起こしました。

平成17年７月31日より、バックアップ用通信衛星ＪＣＳＡＴ－Ｒによる代替運用を行っておりましたが、長期安定的な

サービス提供のため、お客様のご理解、ご協力のもと通信衛星ＪＣＳＡＴ－１Ｂから通信衛星ＪＣＳＡＴ－２Ａ等の他

の通信衛星への移行を進めてきました。当社は、この障害を重大に受け止め、安全性を更に重視した運用、衛星フリー

ト全般を俯瞰したバックアップ体制の拡充に努めて参ります。

　また、当社は従来燃料寿命に基づいて通信衛星の耐用年数を決めておりましたが、打ち上げロケットの性能向上によっ

て軌道投入時に消費する燃料が軽減されるケースが多くなり、残燃料による燃料寿命が設計寿命より大幅に長い衛星が

多くなってきたこと、設計寿命を越えた期間の運用については、製造メーカは必ずしも推奨しないこと、燃料寿命の算

出結果の精度は限られたものであること等により、当連結会計年度より各衛星において個別に設計寿命と燃料寿命とを

比較しいずれか短い方を採用することといたしました。

　通信、放送分野の技術革新と各種サービス価格の低廉化が進んでおり、当社グループにとりまして、従来の衛星優位

領域の縮小あるいは需要の鈍化の傾向が見受けられる状況であります。このような状況下、当社グループと致しまして

は、新規事業の早期育成を図るとともに、衛星の優位性を発揮する市場の見直しと経営資源の集中及びコスト削減と効

率化による収益性の向上に取り組み、成長基盤の確立に努めて参ります。

　重点市場と致しましては、「放送／多チャンネルサービス」、「グローバルビジネスの拡大」、「移動体サービスの

展開」に「公共関連市場」を加え、戦略的営業展開を図って参ります。

　映像・放送分野におきましては、平成17年６月より事業開始しました㈱スカパー・マーケティングが、ほぼ計画どお

りに事業を展開しており、更なる事業拡大を目指して参ります。また、「放送／多チャンネルサービス」としてＣＳ放

送向けサービス（ＤＴＨ市場）、映像のハイビジョン化関連市場、ＶＯＤ市場に対しても、積極的に地上系と組み合わ

せたハイブリッドネットワーク等の衛星ソリューションの提供を図って参ります。

　グローバルビジネス分野におきましては、平成16年１月のサービス開始以来、順調に推移しております北米・ハワイ

をカバーするJSAT International Inc.とPanAmSat Corporationの共同保有の通信衛星Ｈｏｒｉｚｏｎｓ－１によるサー
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ビスに加え、平成17年８月には、通信衛星Ｈｏｒｉｚｏｎｓ－２の打ち上げについても契約締結を行いました。これら

に加え、今後におきましてもパートナリングの展開を図って参ります。また、アジア地域でのビジネス展開を目的とし、

台湾の大手付加価値通信事業者との提携を行い、中華人民共和国の広告放送配信事業者へ出資するなど、ビジネスの拡

大に向けた施策を実施しております。

　移動体サービス分野におきましては、平成17年10月より船舶向けの衛星海洋ブロードバンドサービス(Mega Wave 

Marine)の本サービス提供を開始しました。衛星にしか実現できない高付加価値サービスとして陸上、航空、海洋の各領

域における移動体向けブロードバンドサービスの開発、提供に取り組んで参ります。

　公共関連市場は、衛星の特性である耐災害性、広域性、同報性の強みを活かしたソリューション提供が可能な領域で

す。国内外を問わず広く営業推進を行って参ります。

　コスト削減と効率化の施策としては、８軌道９機体制の衛星フリートの最適化、横浜衛星管制センター及びその他サー

ビス用地上設備の最適化、衛星軌道上保険の見直しに取り組んで参ります。特に、寿命末期の一部の通信衛星につきま

しては、衛星軌道上保険の付保を行わないこととしております。

(e）その他、会社の経営上の重要な事項

　①「ＪＣ－ＨＩＴＳ」事業を譲渡

　当社はケーブルテレビ局向けデジタルコンテンツ配信サービスである「ＪＣ－ＨＩＴＳ」事業を平成18年３月31

日付けにて譲渡いたしました。「ＪＣ－ＨＩＴＳ」事業は平成16年２月の配信開始以来、順調に導入局を拡大して

参りましたが、同事業を発展させるための総合的な事業見通しについて改めて検証した結果、衛星事業者である当

社単独の支援による事業拡大に限界があること、及び当社自身の衛星事業者としての事業の選択・集中の観点から、

同事業の継続性を前提とし協業できるパートナーを検討してまいりました。こうしたなか、同事業の継続性はもと

より、ケーブルテレビの市場拡大を促す新規アプリケーションの導入に向けた体制が構築できる点などを勘案し、

㈱ＳＯＺＯ工房インタラクティブへ「ＪＣ－ＨＩＴＳ」事業の譲渡を行ったものであります。

　②自己株式の消却

　当社は経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、平成15年６月26日開催の定時株主

総会において承認頂いた自己株式の取得枠（取得する株式の総数45,000株、取得価額の総額225億円を上限に自己株

式を取得）に従って取得しました自己株式26,736.5株、総額9,927百万円の消却を、平成17年６月１日開催の取締役

会にて決議し同日付にて実行いたしました。　

　③自己株式の取得

　当社は経営環境の変化に対応し、機動的な資本政策を遂行すべく、当連結会計年度は1,525株、取得価額の総額

391百万円の自己株式の取得を行いました。また、端株主の買い取り請求に応じ、普通株式0.5株の買い取り取得を

いたしました。　

　④当社が発行する株式の総数の増加

　当社は平成17年６月28日開催の定時株主総会において、当社の発行する株式の総数を423,263.5株より1,000,000

株へ増加いたしました。

　⑤通信衛星の減価償却期間の見直し

　当社は従来燃料寿命に基づいて通信衛星の耐用年数を決めておりましたが、打ち上げロケットの性能向上によっ

て軌道投入時に消費する燃料が軽減されるケースが多くなり、残燃料による燃料寿命が設計寿命より大幅に長い衛

星が多くなってきたこと、設計寿命を超えた期間の運用については、製造メーカは必ずしも推奨しないこと、燃料

寿命の算出結果の精度は限られたものであること等により、当連結会計期間より各衛星において個別に設計寿命と

燃料寿命とを比較しいずれか短い方を採用することといたしました。それにより当連結会計期間において減価償却

費が5,161百万円増加しております。
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(f）親会社等に関する事項

①親会社等の商号等

（平成18年３月31日現在）

親会社等 属性
親会社等の議決権

所有割合（％）

親会社等が発行する株券が上

場されている証券取引所等

エヌ・ティ・ティ・コミュニ

ケーションズ㈱

上場会社が他の会社の関連会

社である場合における当該他

の会社

17.8 なし

②親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的関係

　当社は、親会社等のエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱に対して衛星通信回線の提供を行っており、同

社やその企業グループにおいて当社は衛星通信事業を提供する唯一の企業であります。一方、同社の子会社、関連

会社と当社は、わが国の通信市場においては、協業関係、競合関係にあります。また、同社の兄弟会社である西日

本電信電話㈱、東日本電信電話㈱、㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモに対しましても、当社は衛星通信回線の提供を行っ

ております。またこれら4社を合わせた当社に対する議決権所有割合は20.8%であります。

　当社の代表取締役社長は同社の出身でありますが、同社及び同社の子会社、関連会社と当社の間で、従業員の出

向、金銭の貸借関係、保証・被保証関係はありません。

③親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社等やそのグループ企業との

取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等

　親会社等のエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱は当社の議決権の17.8%を所有しておりますが、事業活動

を行う上での承認事項など親会社等からの制約はありません。

　当社にとりまして親会社等の企業グループとの取引は大口の長期契約が主体であり、重要な取引であります。従っ

てその契約の動向によっては当社の業績に影響を与える場合もあります。

 ④親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本

的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等がある中における、親会社等からの一定の独立性の確保に関す

る考え方及びそのための施策

 当社において親会社等の企業グループへの営業収益比率は高いものの、当社では独自の資産・技術・販売方法を

持った上での営業活動を行っており、親会社等の企業グループとの取引条件はその他の企業との取引条件と比し、

著しく異なるものではありません。また、同時に当社は経営の多角化への施策も実施しており、親会社等の企業グ

ループにのみ依存する体制ではありません。

 ⑤親会社等からの一定の独立性の確保の状況

 親会社等からの事業上の制約は無く独自に事業活動を行っており、また親会社等の企業グループへの価格交渉力を

有するなど親会社等から一定の独立性が確保されていると考えております。

 なお、本項目における親会社等の企業グループとは、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱及びその子会社等です。
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３．経営成績及び財政状態
(a）経営成績

＜１＞　当連結会計年度の状況

　当連結会計年度のわが国経済は、企業業績の回復による設備投資の増加や雇用情勢の改善及び、個人消費の緩やか

な増加など、回復基調を辿りました。一方、原油など原材料価格の高騰が長期化の様相を呈するなど事業環境として

は厳しい状況下にありました。衛星通信業界につきましても、地上系通信サービスの技術の進展と価格の下落から、

依然として厳しい競争環境が続いております。

　このような環境下、当社グループは、中長期的な成長戦略の柱に据えております「ソリューションビジネス展開」、

「放送デジタル化支援」、「グローバルビジネスの拡大」、「移動体サービスの展開」の推進に努めました。特に、

グローバルビジネスの拡大においては、北米・ハワイをカバーする通信衛星Ｈｏｒｉｚｏｎｓ－１のサービスを提供

する米国子会社JSAT International Inc.の営業収益増加及び、放送デジタル化支援においてもケーブルテレビ局のデ

ジタル化、多チャンネル化を推進するＪＣ－ＨＩＴＳサービスを提供するジャパン　ケーブルキャスト㈱の営業収益

増加があったものの、既存事業領域における営業収益の減少があり、当連結会計年度の営業収益は43,952百万円（前

連結会計年度比1.0％減）となりました。サービス別の営業収益の概況は次のとおりです。

・ネットワーク関連サービス

　ＮＴＴグループとの契約終了及び継続利用の減少による影響がありましたが、通信衛星Ｈｏｒｉｚｏｎｓ－１のサー

ビスの利用拡大、政府機関向け契約増加等により、営業収益は前連結会計年度と比べ横這い(0.8％増)の16,076百万円

となりました。

・映像関連サービス

　ＪＣ－ＨＩＴＳサービスの利用拡大に伴う収益寄与がありましたが、ＣＳデジタル放送サービス分野の利用減少が

見られ、営業収益は前連結会計年度と比べ2.4％減の27,152百万円となりました。

サービス別連結営業収益の推移 （単位：百万円）

区分
第20期

（平成16年３月期）

第21期

（平成17年３月期）

第22期

（平成18年３月期）

ネットワーク関連サービス 17,972 15,951 16,076

映像関連サービス 26,476 27,831 27,152

その他 695 605 723

合計 45,144 44,388 43,952

　営業原価は、前年同期と比べ4,777百万円増の33,633百万円となりました。これは、通信衛星の耐用年数を燃料寿命

によるものから燃料寿命と設計寿命のいずれか短い方を選択することに変更したことによる追加の減価償却費計上

5,031百万円が主な要因です。この結果、営業総利益は前年同期と比べて5,213百万円減の10,319百万円となりました。

　営業利益は、前年同期と比べ5,426百万円減の2,636百万円となりました。これは前述の営業総利益が減少したこと

に加え、販売費及び一般管理費が専門作業委託費並びに研究開発費増等で213百万円増加し7,682百万円となったこと

によります。

　経常利益は、前年同期に比べ5,203百万円減の2,309百万円となりました。営業外収益の主なものは受取利息308百万

円、為替差益253百万円、出資金評価益232百万円、受取配当金178百万円であり、営業外費用の主なものは持分法によ

る投資損失447百万円、支払利息441百万円、通信衛星ＪＣＳＡＴ－１Ｂの事業の用に供していない期間の減価償却費

369百万円であります。

　当期純利益は、特別利益として通信衛星ＪＣＳＡＴ－１Ｂ関連保険金入金1,061百万円等で1,141百万円を計上した

こと、特別損失として減損損失9,274百万円、通信衛星障害損失3,004百万円、「ＪＣ－ＨＩＴＳ」事業整理損3,823百

万円等の合計16,837百万円を計上したことにより、7,928百万円の損失となりました。
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連結業績の推移 （単位：百万円）

区分
第20期

（平成16年３月期）
第21期

（平成17年３月期）
第22期

（平成18年３月期）

営業収益 45,144 44,388 43,952

営業利益 10,965 8,063 2,636

経常利益 9,962 7,512 2,309

当期純利益(△損失) 6,460 4,077 △7,928

１株当たり当期純利益

(△損失)(円)
16,926.50 11,223.68 △22,320.52

ＥＢＩＴＤＡ 29,781 24,974 19,219

ＥＢＩＴＤＡマージン 66.0% 56.3% 43.7%

（注１）当社ではＥＢＩＴＤＡを、当期純利益に支払利息、法人税等、減価償却費等の償却

費、減損損失を加算した数値として算出しております。

（注２）ＥＢＩＴＤＡマージンは営業収益に対するＥＢＩＴＤＡの比率です。

　なお、四半期の経営成績は次のとおりです。

【四半期毎の業績推移（連結）】 （単位：百万円）

区分
第21期

(平成17年3月期)
１月～３月

第22期
(平成18年3月期)

４月～６月

第22期
(平成18年3月期)

７月～９月

第22期
(平成18年3月期)

10月～12月

第22期
(平成18年3月期)

１月～３月

営業収益 11,829 11,078 10,918 10,538 11,416

営業利益(△損失) 1,868 2,482 △2,576 1,156 1,573

経常利益(△損失) 1,585 2,384 △3,214 1,382 1,757

当期（四半期）純利益(△損失) 907 1,257 △10,410 855 369

１株当たり当期(四半期)純利益(△

損失)（円）
2,276.29 3,530.04 △29,335.13 2,411.62 1,040.89

期中平均株数 375,998 356,144 354,893 354,893 354,892

営業活動による

キャッシュ・フロー
3,265 8,784 4,272 5,054 4,199

EBITDA 5,945 6,819 1,727 6,203 4,469

EBITDAマージン 50.3％ 61.5％ 15.8％ 58.9％ 39.2％ 

（注１）１株当たり当期（四半期）純利益は、期中平均株式数に基づき算出しております。

（注２）当社ではＥＢＩＴＤＡを、当期（四半期）純利益に支払利息、法人税等、減価償却費等の償却費、減損損失を

        加算した数値として算出しております。

（注３）ＥＢＩＴＤＡマージンは営業収益に対するＥＢＩＴＤＡの比率です。
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【四半期毎のサービス別営業収益推移（連結）】 （単位：百万円）

区分
第21期

(平成17年3月期)
１月～３月

第22期
(平成18年3月期)

４月～６月

第22期
(平成18年3月期)

７月～９月

第22期
(平成18年3月期)

10月～12月

第22期
(平成18年3月期)

１月～３月

ネットワーク関連サービス 3,996 3,980 4,390 3,826 3,878

映像関連サービス 7,649 6,972 6,395 6,493 7,291

その他 182 125 131 218 247

合計 11,829 11,078 10,918 10,538 11,416

＜２＞　次年度の見通し

　当社グループの主要な販売先であるＮＴＴグループとの契約の縮小及び映像関連サービス分野の成長鈍化を受け、

連結営業収益は37,400百万円（当連結会計年度比14.9％減）と減収を見込んでおります。一方、通信衛星ＪＣＳＡＴ

－１Ｂのトランスポンダ不具合に伴う減損会計適用及びＪＣ－ＨＩＴＳサービス関連設備売却による償却費負担減等

により、連結営業利益は9,000百万円（同241.4％増）、連結経常利益は8,100百万円（同250.8％増）、連結当期純利

益は4,700百万円、１株当たり連結当期純利益は13,243円45銭と増益を見込んでおります。

＜３＞　当期の利益配分に関する事項

　期末配当金については、3,000円の普通配当を実施する予定です。これに中間配当金3,000円と合わせた年間配当を

6,000円とすべく、平成18年６月27日開催予定の第22期定時株主総会に付議する予定としております。
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(b)財政状態

＜１＞　当連結会計年度の状況

　当連結会計年度末における総資産は前連結会計年度末に比べ9,829百万円増の169,733百万円となっております。株主

資本は9,429百万円減の82,888百万円となり株主資本比率は48.8%と前連結会計年度末に比べ8.9ポイント減少しました。

株主資本減少の主な要因は当期純損失を計上したことによる利益剰余金の減少です。負債総額は86,660百万円と19,247

百万円増加しました。これは借入金の増加によるものが主な要因です。

　当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの詳細は以下のとおりであります。

・営業活動によるキャッシュ・フロー

　営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ988百万円減の22,310百万円の収入となりました。これ

は税金等調整前当期純利益が20,789百万円減少した一方で、法人税等の支払額が1,151百万円減少したこと、非現金支出

費用である減価償却費4,227百万円の増加、減損損失9,274百万円、事業整理損3,823百万円を計上したことが主な要因で

す。

・投資活動によるキャッシュ・フロー

　投資活動に使用したキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ23,111百万円増の33,902百万円の支出となりまし

た。設備投資に使用したキャッシュ・フローは19,230百万円、事業投資に使用したキャッシュ・フローは8,101百万円で

す。設備投資に使用したキャッシュ・フローのうち主なものは通信衛星及び通信衛星関連設備の調達のための支出15,652

百万円です。その他の投資活動によるキャッシュ・フローは主に資金運用を目的とした金融資産への投資、運用により

発生したものです。

・財務活動によるキャッシュ・フロー

　財務活動によるキャッシュ・フローは、12,606百万円の収入となりました。その内訳は、借入金の返済による支出

13,862百万円、自己株式の取得による支出392百万円、配当金の支払による支出2,127百万円、借入れによる収入28,988

百万円です。

　以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は3,966百万円と前連結会計年度末に比べ1,094百

万円増加いたしました。

要約連結キャッシュ・フロー計算書の推移 （単位：百万円）

区分
第20期

（平成16年３月期）

第21期

（平成17年３月期）

第22期

（平成18年３月期）

営業活動によるキャッシュ・フロー 22,847 23,298 22,310

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,424 △10,790 △33,902

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,529 △11,871 12,606

現金及び現金同等物に係る換算差額 △159 1 79

現金及び現金同等物の増加（△減少）額 733 638 1,094

現金及び現金同等物の期首残高 1,499 2,233 2,871

現金及び現金同等物の期末残高 2,233 2,871 3,966
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【四半期毎の要約連結キャッシュ・フロー計算書の推移】 （単位：百万円）

区分
第21期

(平成17年3月期)
１月～３月

第22期
(平成18年3月期)

４月～６月

第22期
(平成18年3月期)

７月～９月

第22期
(平成18年3月期)

10月～12月

第22期
(平成18年3月期)

１月～３月

営業活動による

キャッシュ・フロー
3,265 8,784 4,272 5,054 4,199

投資活動による

キャッシュ・フロー
△4,110 △2,782 △8,000 △12,338 △10,781

財務活動による

キャッシュ・フロー
1,343 △5,346 3,939 6,309 7,704

現金及び現金同等物に係る換

算差額
△21 16 20 26 15

現金及び現金同等物の

増加（△減少）額
475 672 232 △948 1,137

現金及び現金同等物の

期首残高
2,396 2,871 3,544 3,777 2,828

現金及び現金同等物の

期末残高
2,871 3,544 3,777 2,828 3,966

キャッシュ・フロー指標  

区分
第20期

（平成16年３月期）

第21期

（平成17年３月期）

第22期

（平成18年３月期）

株主資本比率（％） 58.1 57.7 48.8

時価ベースの株主資本比率（％） 75.5 72.2 66.1

債務償還年数（年） 1.7 1.5 2.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ 32.2 43.5 49.4

(注)　株主資本比率：株主資本÷総資産

　　　時価ベースの株主資本比率：株式時価総額÷総資産

　　　債務償還年数：有利子負債÷営業キャッシュ・フロー

　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー÷利払い

※　各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

※　株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。

※　営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを

　　使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払ってい

　　る全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の

　　利息の支払額を使用しております。

＜２＞　次年度の見通し

　次年度の設備投資に係る支出は、通信衛星ＪＣＳＡＴ－１０号機及び通信衛星ＪＣＳＡＴ－１１号機の調達を中心

に17,000百万円を予定しております。このほか米国PanAmSat CorporationとのＨｏｒｉｚｏｎｓ－２事業投資7,000百

万円を加え、投資キャッシュフローは24,000百万円を予定しております。戦略的な事業投資に係る支出も検討してお

り、これらの資金需要を賄うため、営業キャッシュ・フロ－の他、長期借入金による資金調達を予定しております。

 12 



 (c)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

 ・衛星の軌道位置及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及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

 ・国際的な事業提携が実現しないまたは予定どおりの成果を生まないリスク

 ・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どおりに展開できない、または実現出

来ないリスク

 ・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どおりに得られない

こと等によって当社の想定どおりの結果を産み出さない可能性があること。

 ・為替変動及び金利変動等の経済的状況の変化に係るリスク

 ・日本国内及び欧米並びに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及び業績に影響を及ぼすリスク
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４．連結財務諸表等
(1) 連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 2,871,832 4,084,384  

２．売掛金 2,301,248 2,509,137  

３．有価証券 3,355,427 8,061,124  

４．たな卸資産 121,146 174,306  

５．繰延税金資産 569,992 816,041  

６．短期貸付金 8,600,000 9,300,000  

７．その他 2,805,832 3,213,279  

　　貸倒引当金 △73,351 △30,526  

　流動資産合計 20,552,127 12.8 28,127,748 16.6 7,575,620

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産 ※1  

(1) 建物及び構築物 4,184,411 3,784,519  

(2) 機械装置 5,608,946 2,951,225  

(3) 通信衛星設備 62,095,596 33,326,585  

(4) 土地 2,626,705 2,465,836  

(5) 建設仮勘定 28,010,598 45,653,248  

(6) その他 890,644 816,319  

有形固定資産合計 103,416,902 88,997,733 △14,419,168

２．無形固定資産    

(1) 営業権 334,926 223,284  

(2) その他 2,564,536 405,857  

無形固定資産合計 2,899,463 629,141 △2,270,321

３．投資その他の資産  

(1) 投資有価証券 ※2,3 29,972,083 38,879,615  

(2) 長期貸付金 － 3,868,473  

(3) 繰延税金資産 1,373,993 8,087,386  

(4) その他 1,613,545 1,482,422  

貸倒引当金 △363,777 △339,088  

投資その他の資産合計 32,595,844 51,978,809 19,382,964

固定資産合計 138,912,210 86.9 141,605,684 83.4 2,693,474

Ⅲ　繰延資産  

１．開業費 439,278 － △439,278

繰延資産合計 439,278 0.3 － 0.0 △439,278

資産合計 159,903,616 100.0 169,733,432 100.0 9,829,816
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前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．買掛金 370,874 313,134  

２．短期借入金 ※2,4 13,167,822 9,885,492  

３．一年以内償還予定社債 － 19,592,000  

４．未払法人税等 1,656,816 1,061,173  

５．衛星移行費用引当金 － 559,186  

６．事業整理損失引当金 － 419,375  

７．その他 7,522,359 9,760,480  

流動負債合計 22,717,872 14.2 41,590,842 24.5 18,872,969

Ⅱ　固定負債  

１．社債 19,592,000 －  

２．長期借入金 ※2 22,112,584 40,671,205  

３．退職給付引当金 1,179,856 1,309,726  

４．役員退職慰労引当金 75,266 105,211  

５．事業整理損失引当金 － 1,453,358  

６．その他 1,735,633 1,529,970  

固定負債合計 44,695,340 28.0 45,069,471 26.6 374,131

負債合計 67,413,213 42.2 86,660,314 51.1 19,247,100

（少数株主持分）  

少数株主持分 172,799 0.1 184,752 0.1 11,953

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※5 53,769,570 33.6 53,769,570 31.7 －

Ⅱ　資本剰余金 31,188,380 19.5 21,260,821 12.5 △9,927,558

Ⅲ　利益剰余金 16,928,543 10.6 6,816,218 4.0 △10,112,325

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 857,684 0.5 1,558,180 0.9 700,496

Ⅴ　為替換算調整勘定 △499,016 △0.3 △124,561 △0.1 374,455

Ⅵ　自己株式 ※6 △9,927,558 △6.2 △391,863 △0.2 9,535,695

資本合計 92,317,603 57.7 82,888,366 48.8 △9,429,237

負債、少数株主持分及び資
本合計

159,903,616 100.0 169,733,432 100.0 9,829,816
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(2) 連結損益計算書

  
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　営業収益 44,388,397 100.0 43,952,451 100.0 △435,946

Ⅱ　営業原価 28,856,162 65.0 33,633,233 76.5 4,777,071

営業総利益 15,532,235 35.0 10,319,217 23.5 △5,213,017

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2 7,468,878 16.8 7,682,750 17.5 213,872

営業利益 8,063,356 18.2 2,636,466 6.0 △5,426,889

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 279,188 308,890  

２．受取配当金 122,199 178,000  

３．連結調整勘定償却額 88,830 －  

４．為替差益 － 253,901  

５．解除料収入 28,192 33,722  

６．出資金評価益 － 232,267  

７．その他 94,479 612,890 1.4 98,818 1,105,600 2.5 492,709

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 520,583   441,326    

２．為替差損  276,627 －  

３．持分法による投資損失  － 447,639  

４．減価償却費 ※４ － 369,010  

５．その他 366,381 1,163,591 2.6 174,941 1,432,917 3.2 269,325

経常利益 7,512,655 17.0 2,309,149 5.3 △5,203,506

Ⅵ　特別利益  

１．投資有価証券売却益 8,251 80,315  

２．損害保険料収入 ※５ －   1,061,359    

３．貸倒引当金戻入益  178,897 187,149 0.4 － 1,141,675 2.5 954,526

Ⅶ　特別損失  

１．投資有価証券評価損 61,173 39,852  

２．投資有価証券売却損 236,191 125,656  

３．減損損失  ※３ － 9,274,998  

４．通信衛星障害損失  ※５ － 3,004,144  

５．事業整理損  ※６ － 3,823,890  

６．開業費償却 － 338,610  

７．貸倒引当金繰入 － 145,476  

８．特別退職金  － 297,365 0.7 85,043 16,837,672 38.3 16,540,307

税金等調整前当期純利益又
は純損失（△）

7,402,439 16.7 △13,386,847 △30.5 △20,789,287

法人税、住民税及び事業税 3,563,494 1,964,765  

法人税等調整額 △276,282 3,287,211 7.4 △7,440,023 △5,475,257 △12.5 △8,762,469

少数株主利益 37,665 0.1 16,768 0.0 △20,896

当期純利益又は純損失(△） 4,077,562 9.2 △7,928,358 △18.0 △12,005,921
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(3) 連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

（資本剰余金の部）  

Ⅰ　資本剰余金期首残高  31,188,380  31,188,380 －

Ⅱ　資本剰余金減少高    

１．自己株式消却額 － － 9,927,558 9,927,558 9,927,558

Ⅲ　資本剰余金期末残高 31,188,380 21,260,821 △9,927,558

 

（利益剰余金の部）  

Ⅰ　利益剰余金期首残高 15,111,082 16,928,543 1,817,461

Ⅱ　利益剰余金増加高  

１．当期純利益又は純損
失（△）

4,077,562 4,077,562 △7,928,358 △7,928,358 △12,005,921

Ⅲ　利益剰余金減少高  

１．配当金 2,197,014 2,133,933  

２．役員賞与 63,087 2,260,101 50,034 2,183,967 △76,134

Ⅳ　利益剰余金期末残高 16,928,543 6,816,218 △10,112,325
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純利益又は純損失
（△）

7,402,439 △13,386,847 △20,789,287

減価償却費 16,934,965 21,162,906 4,227,940

減損損失 － 9,274,998 9,274,998

開業費償却 109,819 439,278 329,458

連結調整勘定償却額 △88,830 － 88,830

貸倒引当金の減少額 △1,707 △212,390 △210,682

退職給付引当金の増加額 168,212 132,452 △35,759

役員退職慰労引当金の増加額 24,718 29,945 5,226

受取利息及び受取配当金 △401,388 △486,890 △85,501

支払利息 520,583 441,326 △79,256

為替差損益（差益：△） 289,254 △227,610 △516,864

出資金評価益 － △232,267 △232,267

持分法による投資損失 － 447,639 447,639

投資有価証券売却益 △8,251 △80,315 △72,064

損害保険料収入 － △1,061,359 △1,061,359

貸倒引当金戻入益 △178,897 － 178,897

投資有価証券評価損 61,173 39,852 △21,320

投資有価証券売却損 236,191 125,656 △110,535

通信衛星障害損失 － 3,004,144 3,004,144

事業整理損 － 3,823,890 3,823,890

貸倒引当金繰入 － 145,476 145,476

特別退職金 － 85,043 85,043

売掛金の増減額（増加：△） 139,692 △297,033 △436,726

たな卸資産の増加額 △11,622 △91,719 △80,097

前払費用の減少額 － 643,805 643,805

未収入金の増減額（増加：△） 2,008,251 △489,253 △2,497,504

買掛金の減少額 △78,462 △49,806 28,655

未払金の増加額 － 1,048,530 1,048,530

役員賞与の支払額 △63,087 △50,034 13,053

その他 205,645 887,594 681,949

小計 27,268,701 25,067,012 △2,201,689

利息及び配当金の受取額 412,626 464,367 51,740

利息の支払額 △535,132 △451,302 83,829

損害保険料の受取額 － 1,061,359 1,061,359

通信衛星障害による支払額 － △1,135,225 △1,135,225

法人税等の支払額 △3,847,320 △2,695,480 1,151,839

営業活動によるキャッシュ・フロー 23,298,876 22,310,730 △988,145
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前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 － △110,260 △110,260

有価証券の取得による支出 － △8,140,829 △8,140,829

有価証券の償還による収入 － 100,000 100,000

短期貸付金の純増減額（増加：△） △1,600,000 － 1,600,000

短期貸付けによる支出 － △25,900,000 △25,900,000

短期貸付金の回収による収入 － 25,500,000 25,500,000

有形固定資産の取得による支出 △9,841,265 △17,666,311 △7,825,046

有形固定資産の売却による収入 － 326,383 326,383

無形固定資産の取得による支出 △1,212,923 △1,563,760 △350,837

無形固定資産の売却による収入 － 273,844 273,844

投資有価証券の取得による支出 △6,924,327 △25,163,155 △18,238,827

投資有価証券の売却による収入 4,156,245 16,133,349 11,977,103

投資有価証券の償還による収入 4,800,420 5,066,858 266,437

関連会社株式取得による支出 △5,000 △230,200 △225,200

子会社株式取得による支出 △435,680 － 435,680

連結範囲の変更を伴う子会社株式売却に
よる収入

－ 390,588 390,588

長期貸付けによる支出 － △3,718,614 △3,718,614

長期貸付金の回収による収入 271,955 800,000 528,044

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,790,574 △33,902,106 △23,111,532

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 6,170,000 270,000 △5,900,000

短期借入金の返済による支出 △2,200,000 △5,270,000 △3,070,000

長期借入れによる収入 5,000,000 28,718,614 23,718,614

長期借入金の返済による支出 △11,497,822 △8,592,182 2,905,640

自社発行社債の買入による支出 △405,048 － 405,048

自己株式の取得による支出 △6,744,084 △392,254 6,351,829

配当金の支払額 △2,179,597 △2,123,123 56,474

少数株主への配当金の支払額 △15,206 △4,377 10,828

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,871,758 12,606,677 24,478,435

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 1,920 79,180 77,259

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 638,464 1,094,481 456,017

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,233,368 2,871,832 638,464

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 2,871,832 3,966,314 1,094,481

 19 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　　　３社

　連結子会社名

　　㈱衛星ネットワーク　　

　　 JSAT International Inc．

 　　ジャパン ケ－ブルキャスト㈱

連結子会社の数　　　２社

　連結子会社名

　　㈱衛星ネットワーク　　

　　 JSAT International Inc．

 

　なお、子会社はすべて連結されておりま

す。

　子会社はすべて連結されております。

　なお、ジャパン ケーブルキャスト㈱に

ついては、平成18年３月31日に全株式を譲

渡したことにより、連結子会社から除外し

ております。

２．持分法の適用に関する事項 持分法適用関連会社の数　　　３社

　持分法適用関連会社名

㈱ペイ・パー・ビュー・ジャパン

Horizons Satellite LLC

㈱スカパー・マーケティング

　㈱スカパー・マーケティングは新たに設

立されたことにより、当連結会計年度より

持分法適用関連会社となりました。

持分法適用関連会社の数　　　３社

　持分法適用関連会社名

㈱ペイ・パー・ビュー・ジャパン

Horizons Satellite Holdings LLC

㈱スカパー・マーケティング

　関連会社はすべて持分法を適用しており

ます。なお、Horizons Satellite 

Holdings LLCは新たに設立されたことによ

り、当連結会計年度より持分法適用関連会

社となりました。また、Horizons 

Satellite LLCはHorizons Satellite 

Holdings LLCの子会社となったため、持分

法適用関連会社から除外いたしました。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社のうちJSAT International

Inc．の決算日は、12月31日であります。

　連結財務諸表の作成に当たっては、同決

算日現在の財務諸表を使用しております。

ただし、連結決算日との間に発生した重要

な取引については、連結上必要な調整を

行っております。

同左

 

４．会計処理基準に関する事項 (1)重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　期末日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

②デリバティブ

時価法

②デリバティブ

同左

③たな卸資産

商品

　移動平均法による原価法によってお

ります。

③たな卸資産

商品

同左

貯蔵品

　主として個別法による低価法によっ

ております。

貯蔵品

同左
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前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産

　定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物及び構築物 ：５～50年

機械装置 ：４～９年

通信衛星設備 ：２～17年

その他 ：２～10年

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産

　定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物及び構築物 ：５～50年

機械装置 ：４～９年

通信衛星設備 ：２～15年

その他 ：２～15年

（耐用年数の変更）

　当社は従来燃料寿命に基づいて通信衛

星の耐用年数を決めておりましたが、打

ち上げロケットの性能向上によって軌道

投入時に消費する燃料が軽減されるケー

スが多くなり、残燃料による燃料寿命が

設計寿命より大幅に長い衛星が多くなっ

てきたこと、設計寿命を越えた期間の運

用については、製造メーカは必ずしも推

奨しないこと、燃料寿命の算出結果の精

度は限られたものであること等により、

当連結会計年度より各衛星において個別

に設計寿命と燃料寿命とを比較しいずれ

か短い方を採用することといたしました。

その結果、従来の耐用年数によった場合

と比べ、減価償却費が5,161,220千円増

加し、営業利益は5,031,228千円減少、

経常利益は5,161,220千円減少、税金等

調整前当期純損失は5,161,220千円増加

しております。

②無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、営業権については商法施行規則

に規定する最長期間（５年）で均等償却

をしております。また、自社利用のソフ

トウェアの減価償却は、社内における利

用可能期間（主に５年）に基づく定額法

によっております。

②無形固定資産

同左

 

(3)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しております。

(3)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

同左
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前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

②退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務の見

込額に基づき計上しております。

  なお、数理計算上の差異は、各連結会

計年度における発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（10年、17

年、18年及び19年）により、翌連結会計

年度から定額法で費用処理しております。

また、過去勤務債務は、その発生時の従

業員の平均残存勤務年数（当社17年）に

よる定額法により費用処理しております。

②退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務の見

込額に基づき計上しております。

  なお、数理計算上の差異は、各連結会

計年度における発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（10年、16

～19年）により、翌連結会計年度から定

額法で費用処理しております。また、過

去勤務債務は、その発生時の従業員の平

均残存勤務年数（当社17年）により定額

法で費用処理しております。

③役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、

当社及び国内連結子会社においては内規

に基づく期末要支給見積額を計上してお

ります。

③役員退職慰労引当金

同左

④衛星移行費用引当金

　通信衛星ＪＣＳＡＴ－１Ｂの障害に伴

い、通信衛星ＪＣＳＡＴ－１Ｂから当社

の他の通信衛星に利用を切り替える顧客

のアンテナ振向費用の期末日以降に発生

すると見込まれる額を衛星移行費用引当

金に計上しております。

⑤事業整理損失引当金

　ＪＣ－ＨＩＴＳ事業の譲渡に伴い、譲

渡契約に基づく今後の衛星通信サービス

提供により発生する損失の見積額を事業

整理損失引当金に計上しております。

(4)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。な

お、在外子会社等の資産及び負債は、在

外子会社等の決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、収益及び費用は期中平

均相場により円貨に換算し、換算差額は

資本の部における為替換算調整勘定に含

めて計上しております。

(4)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算の基準

 同左

 22 



 
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

(5)重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。

(5)重要なリース取引の処理方法

同左

(6)重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

　当社は、繰延ヘッジ会計を適用してお

ります。なお、振当処理の要件を満たし

ている為替予約取引及び通貨オプション

取引については振当処理を採用しており

ます。

(6)重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

　当社は、外貨建予定取引及び外貨建債

券の為替変動リスクに対し、為替予約取

引及び通貨オプション取引を用いており

ます。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③ヘッジ方針

　当社は、当社の内部規程である「経　

理規程」及び「デリバティブ取引管理細

則」に基づき、為替変動リスクをヘッジ

しております。なお、主要なリスクであ

る通信衛星の調達に係る外貨建予定取引

の為替変動リスクに関しましては、原則

として予定取引金額をヘッジする方針で

あります。

③ヘッジ方針

同左

④ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動

の累計もしくは公正価値変動の累計と、

ヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の

累計もしくは公正価値変動の累計とを比

較し、両者の変動額等を基礎に判定して

おります。

④ヘッジ有効性評価の方法

同左

(7)繰延資産の処理方法

①開業費

　商法施行規則の規定する最長期間（５

年）にわたり償却することとしておりま

す。

(7)繰延資産の処理方法

①開業費

　JC-HITS事業の譲渡に伴い当連結会計年

度に一括償却しております。

②新株発行費

　全額発生時に費用処理しております。

－
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前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

(8)その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

①収益の計上基準

　収益の内、料金が定額化されているも

のについては、役務の提供に対応して契

約上収受すべき月当たりの料金を収益と

して月末に計上しております。その他の

ものについては、役務の提供に対応して

収受すべき料金を月末に収益として計上

しております。

(8)その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

①収益の計上基準

同左

②消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。

②消費税等の会計処理

同左

③連結納税制度の適用

 当連結会計年度から連結納税制度を適

用しております。 

③連結納税制度の適用

  前連結会計年度より連結納税制度を適

用しておりましたが、当連結会計年度中

に連結納税子会社について全株式を譲渡

したため、当連結会計年度末現在、連結

納税制度の適用を取りやめております。 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定の償却については、一括償

却を行っております。

  連結調整勘定の償却については、重要性

の観点から一括償却を行っております。

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について、連結会計年度中に確定した利

益処分に基づいて作成しております。

同左

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現金

及び随時引き出し可能な預金のほか、取得

日から３カ月以内に満期の到来する流動性

の高い、容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負わな

い短期投資からなっております。

同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

 － （固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年8月9日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第6号　平成15年10月31日）を適用しておりま

す。これにより営業利益及び経常利益が

1,066,843千円増加し、税金等調整前当期純損失が

8,208,155千円増加しております。

 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務

諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除しておりま

す。 
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表示方法の変更

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

（連結貸借対照表関係）

  「短期貸付金」は、前連結会計年度まで流動資産の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度に

おいて、資産の総額の100分の5を超えたため区分掲記して

おります。

　なお、前連結会計年度の流動資産の「その他」に含まれ

る「短期貸付金」は、7,574,000千円であります。

（連結貸借対照表関係）

 「長期貸付金」は、前連結会計年度まで投資その他の資産

の「その他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計

年度において、資産の総額の100分の5を超えたため区分掲

記しております。

　なお、前連結会計年度の投資その他の資産の「その他」

に含まれる「長期貸付金」は、636千円であります。 

 （連結損益計算書関係）

 「出資金評価益」は、前連結会計期間まで営業外収益の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計期

間において、営業外収益の総額の100分の10を超えたため区

分掲記しております。

　なお、前連結会計期間の「出資金評価益」は、5,446千円

であります。 

 「持分法による投資損失」は、前連結会計期間まで営業外

費用の「その他」に含めて表示しておりましたが、当連結

会計期間において、営業外費用の総額の100分の10を超えた

ため区分掲記しております。

　なお、前連結会計期間の「持分法による投資損失」は、

105,487千円であります。 

 （連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 「持分法による投資損失」、「前払費用の減少額」及び

「未払金の増加額」は、前連結会計期間まで営業活動によ

るキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しており

ましたが、当連結会計期間において、重要性が増加したた

め区分掲記しております。

　なお、前連結会計期間の「持分法による投資損失」、「前

払費用の減少額」及び「未払金の減少額」は、105,487千円、

618,020千円及び185,248千円であります。 

 「短期貸付けによる支出」及び「短期貸付金の回収による

収入」は、前連結会計期間まで投資活動によるキャッシュ・

フローの「短期貸付金の増減額」に含めて表示しておりま

したが、当連結会計期間において、純額表示の要件を満た

さない貸付金が生じたため区分掲記しております。

　なお、前連結会計期間の「短期貸付による支出」及び「短

期貸付金の回収による収入」は、59,000,001千円及び

57,400,001千円であります。 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

101,561,051千円 122,201,260千円

※２．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであります。

※２．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであります。

投資有価証券 13,075,452千円 投資有価証券 13,577,148千円

　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。

長期借入金 7,105,540千円

（１年以内に返済予定のものを含む）

長期借入金 3,688,660千円

（１年以内に返済予定のものを含む）

※３．　関連会社に対するものは、次のとおりであります。 ※３．　関連会社に対するものは、次のとおりであります。

投資有価証券（株式） 4,323,765千円 投資有価証券（株式） 4,657,382千円

※４．当座貸越契約（借手側） ※４．当座貸越契約（借手側）

　当社及び国内連結子会社においては、運転資金の

効率的な調達を行うため取引銀行７行と当座貸越契

約を締結しております。これら契約に基づく当連結

会計年度末の借入未実行残高は次のとおりでありま

す。

　当社及び国内連結子会社においては、運転資金の

効率的な調達を行うため取引銀行７行と当座貸越契

約を締結しております。これら契約に基づく当連結

会計年度末の借入未実行残高は次のとおりでありま

す。

当座貸越極度額 9,089,000千円

借入実行残高 3,170,000千円

差引額 5,919,000千円

当座貸越極度額 6,289,000千円

借入実行残高 170,000千円

差引額 6,119,000千円

※５．　当社の発行済株式総数は、普通株式383,154.5株

であります。

※５． 当社の発行済株式総数は、普通株式356,418株であ

ります。

※６．　当社が保有する自己株式の数は、普通株式26,736.5

株であります。

※６．　当社が保有する自己株式の数は、普通株式1,525.5

株であります。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

※１．販売費及び一般管理費のうち主要なもの ※１．販売費及び一般管理費のうち主要なもの

給与 1,472,708千円

賞与 620,055千円

給与 1,730,953千円

賞与 522,561千円

専門作業委託費 885,385千円

※２．研究開発費の総額 ※２．研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 123,160千円 一般管理費に含まれる研究開発費 382,023千円

※３．　　　　　　　　　　－  ※３　減損損失

 (1) 減損損失を認識した資産又は資産グループ

場所 用途 種類

 通信衛星ＪＣＳＡＴ

－１Ｂ(東経150度静

止軌道上）、横浜衛

星管制センター、群

馬衛星管制所

通信衛星、地

上設備等 

建物、構築物、

空中線設備、

機械及び装置、

通信衛星設備、

工具、器具及

び備品、土地、

無形固定資産 

 茨城県西茨城郡岩瀬

町
遊休資産 土地 

 (2) 減損損失を認識するに至った経緯

 　   当社グループは、平成17年7月に故障した通信衛星

ＪＣＳＡＴ－１Ｂの収益が低下することに伴い、通

信衛星ＪＣＳＡＴ－１Ｂに係る資産グループの帳簿

価額を回収可能価額まで減額いたしました。また、

遊休資産については今後の使用見込みがなく、土地

の市場価格が著しく下落しているため、正味売却価

額まで減額いたしました。

 (3) 減損損失の金額及び主な固定資産の種類ごとの当該金

額の内訳

 　   当該帳簿価額の減少額9,274,998千円を減損損失と

して特別損失に計上しておりますが、その内訳は建

物81,095千円、構築物61,311千円、空中線設備

56,461千円、機械及び装置187,576千円、通信衛星設

備8,687,103千円、工具、器具及び備品12,244千円、

土地160,869千円、無形固定資産28,337千円でありま

す。

 (4) 資産をグループ化した方法

 　   当社及び連結子会社は、管理会計上の事業区分毎、

また遊休資産等については個別物件毎にグルーピン

グを行っております。

 (5) 回収可能価額の算定方法

 　   通信衛星に係る資産グループの回収可能価額は、使

用価値により測定しており、将来キャッシュ・フロー

は4.0%で割り引いて算出いたしました。遊休資産の

回収可能価額は、土地の正味売却価額により測定し

ており、「不動産鑑定評価基準」に基づいた評価額

を基準といたしました。
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前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

※４．　　　　　　　　　　－ ※４．減価償却費

通信衛星ＪＣＳＡＴ－１Ｂの障害発生からサービス

復旧までの期間の減価償却費であります。　

※５．　　　　　　　　　　－ ※５．損害保険料収入及び通信衛星障害損失

通信衛星ＪＣＳＡＴ－１Ｂの障害に伴い、通信衛星

ＪＣＳＡＴ－１Ｂから当社の他の通信衛星に利用を

切り替える顧客のアンテナ振向費用等1,699,219千円

及び通信衛星ＪＣＳＡＴ－１Ｂのバックアップを行っ

た予備通信衛星ＪＣＳＡＴ－Ｒの燃料消費に伴い短

縮した耐用年数相当の減価償却費1,304,925千円を通

信衛星障害損失として計上しております。なお、当

該通信衛星には、損害保険を付保しており、

1,061,359千円の保険金の支払いを受け、その金額は

損害保険料収入として計上しております。

※６．　　　　　　　　　　－ ※６．事業整理損

ＪＣ－ＨＩＴＳ事業の譲渡に伴い、同事業を行って

いたジャパン　ケーブルキャスト㈱の株式売却益

1,353,064千円、同事業提供用固定資産の売却損

3,295,701千円及び翌連結会計年度以降の同事業への

衛星通信サービス提供により発生する損失に伴う事

業整理損失引当金繰入額1,872,733千円及び業務委託

契約解約費用8,520千円を計上しております。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 2,871,832千円

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金

－千円

現金及び現金同等物期末残高 2,871,832千円

現金及び預金勘定 4,084,384千円

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金

△118,070千円

現金及び現金同等物期末残高 3,966,314千円

 ２．当連結会計年度に株式の売却により連結子会社でなく

なった会社の資産及び負債の主な内訳

 

    株式の売却によりジャパン ケーブルキャスト㈱が連

結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債

の内訳並びにジャパン ケーブルキャスト㈱株式の売却

価額と売却による収入は次のとおりであります。

流動資産 983,483千円

固定資産 665,745千円

流動負債 △1,086,374千円

固定負債 △802,583千円

株式の売却益 1,353,064千円

株式の売却価額 1,113,335千円

未収入金 △543,335千円

現金及び現金同等物 △179,411千円

差引：売却による収入 390,588千円

 29 



①　リース取引

＜借主側＞  

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 
取得価額相

当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額

（千円）

建物及び構築物 208,461 201,689 6,771

機械装置 1,693,259 1,135,837 557,421

工具、器具及び備

品
58,277 21,847 36,429

ソフトウェア 29,714 14,363 15,351

合計 1,989,712 1,373,737 615,974

 
取得価額相

当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額

（千円）

機械装置 1,040,633 421,366 619,266

工具、器具及び備

品
11,937 7,431 4,505

合計 1,052,570 428,798 623,771

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 333,592千円

１年超 306,869千円

合計 640,461千円

１年内 205,310千円

１年超 434,045千円

合計 639,356千円

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 477,463千円

減価償却費相当額 436,833千円

支払利息相当額 24,355千円

支払リース料 351,201千円

減価償却費相当額 316,804千円

支払利息相当額 23,468千円

(4)減価償却費相当額の算定方法 (4)減価償却費相当額の算定方法

　主として、リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

同左

(5)利息相当額の算定方法 (5)利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法は利息法

によっております。

同左

 （減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありません。

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料 未経過リース料

１年内 423,736千円

１年超 1,694,945千円

合計 2,118,681千円

１年内 423,736千円

１年超 1,271,208千円

合計 1,694,945千円
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＜貸主側＞  

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高 (1) リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

 
取得価額
（千円）

減価償却
累計額
（千円）

期末残高
（千円）

通信衛星設備 3,268,817 2,108,914 1,159,902

機械装置 105,699 21,355 84,343

合　　計 3,374,516 2,130,270 1,244,246

 

 

 

 

 ──────

(2) 未経過リース料期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,265,441千円

１年超 65,043千円

合計 1,330,484千円

   

 ──────

(3) 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額 (3) 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額

受取リース料 1,684,552千円

減価償却費 1,286,704千円

受取利息相当額 98,032千円

受取リース料 1,298,452千円

減価償却費 1,181,042千円

受取利息相当額 33,011千円

(4) 利息相当額の算定方法

　利息相当額の各期への配分方法については、利息

法によっております。

(4) 利息相当額の算定方法

同左
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②　有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日）

取得原価

（千円）

連結貸借対照

表計上額

（千円）

差額（千円）
取得原価

（千円）

連結貸借対照

表計上額

（千円）

差額（千円）

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

るもの

(1)株式 11,524,136 13,618,592 2,094,456 15,016,544 17,882,036 2,865,492

(2)債券

社債 2,422,306 2,456,943 34,636 80,065 88,870 8,804

米国債 518,380 526,577 8,196 － － －

その他 511,499 524,915 13,415 － － －

(3)その他 298,560 303,480 4,920 373,313 375,450 2,137

小計 15,274,883 17,430,508 2,155,625 15,469,922 18,346,356 2,876,434

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

ないもの

(1)株式 26 26 0 － － －

(2)債券

国債 － － － 500,000 499,150 △850

社債 2,495,382 2,379,238 △116,144 9,490,727 9,449,954 △40,773

米国債 5,107,572 4,731,564 △376,007 2,340,931 2,247,971 △92,959

その他 1,000,000 870,100 △129,900 2,300,000 2,219,311 △80,689

(3)その他 1,900,622 1,802,446 △98,176 6,323,736 6,237,212 △86,524

小計 10,503,603 9,783,375 △720,228 20,955,395 20,653,599 △301,796

合計 25,778,486 27,213,883 1,435,396 36,425,318 38,999,956 2,574,637

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度
（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）
売却額（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

3,097,289 8,251 236,191 16,133,349 111,023 151,131
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３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

 

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

摘要

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 1,468,664 1,603,055

コマーシャル・ペーパー － 1,499,368

投資事業有限責任組合及び

それに類する組合への出資
316,135 175,914

合計 1,784,799 3,278,338

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

 

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日）

１年以内

(千円)

１年超５年以

内

(千円)

５年超10年以

内

(千円)

10年超

(千円)

１年以内

(千円)

１年超５年以

内

(千円)

５年超10年以

内

(千円)

10年超

(千円)

1.債券

　　国債 － － － － 499,150 － － －

　　社債 1,213,870 521,958 1,983,440 199,860 5,359,695 2,686,627 985,490 －

　　米国債 2,141,557 3,116,585 － － － 2,247,971 － －

　　その他 － － 524,915 870,100 1,499,368 1,268,011 － 951,300

２.その他 － 1,066,775 479,480 － 702,910 528,820 － 95,086

合計 3,355,427 4,705,318 2,987,835 1,069,960 8,061,124 6,731,430 985,490 1,046,386
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③　デリバティブ取引

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
  至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
  至　平成18年３月31日)

(1)取引の内容、取組方針及び利用目的

　当社は将来の通信衛星の購入代金、打ち上げ代金及び

保険料の支払並びに外貨建債券について、将来の為替

レートの変動リスクを回避する目的で為替予約取引及び

通貨オプション取引を利用しております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。ヘッジ会計の方法については、連結財務諸

表作成のための基本となる重要な事項４．会計処理基準

に関する事項(6)重要なヘッジ会計の方法に記載してお

ります。

(1)取引の内容、取組方針及び利用目的

同左

(2)取引に係るリスクの内容

　当社が利用している為替予約取引及び通貨オプション

取引は、為替相場の変動によるリスクを有しております。

　なお、当社は信用度の高い金融機関を取引相手として

デリバティブ取引を行っており、契約先の契約不履行に

かかるリスク（信用リスク）はほとんどないと判断して

おります。

(2)取引に係るリスクの内容

同左

(3)取引に係るリスクの管理体制

　当社のデリバティブ取引についての基本方針は取締役

会で決定され、取引の実行及び管理は財務・ＩＲ部が

行っております。 

　なお、デリバティブ取引の状況については定期的に取

締役会に報告しております。

(3)取引に係るリスクの管理体制

　当社のデリバティブ取引についての基本方針は取締役

会で決定され、取引の実行及び管理は財務経理部が行っ

ております。 

　なお、デリバティブ取引の状況については定期的に取

締役会に報告しております。

２．取引の時価等に関する事項

通貨関連

 前連結会計年度末（平成17年３月31日） 当連結会計年度末（平成18年３月31日）

区分 取引の種類
契約額等

（千円）

うち1年超

（千円）

時価

（千円）

評価損益

（千円）

契約額等

（千円）

うち1年超

（千円）

時価

（千円）

評価損益

（千円）

市場取引

以外の取

引

オプション取引

その他の取引

米ドル 3,073,020 － △382,869 △382,869 － － － －

合計 3,073,020 － △382,869 △382,869 － － － －

（注）１．時価の算定方法

取引先金融機関から当該取引について提示された価格を使用しております。

　　　２．オプション取引のその他の取引は、将来の特定の日において一定の為替レンジの上限または下限

　　　　　で交換するレンジフォワード取引であり、オプション料は発生しておりません。記載した契約額

　　　　　等は、その上限で計算した金額であります。

　　　３．ヘッジ会計及び振当処理が適用されているデリバティブ取引は、記載対象から除いております。
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④　退職給付

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
 至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
 至　平成18年３月31日)

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として

退職一時金制度を設けております。また、連合型厚生年

金基金に加入しており、当該基金からも退職一時金に加

え従業員への退職給付の支給が行われておりますが、当

社及び国内連結子会社の拠出に対応する年金資産の額を

合理的に計算できないため、当該年金基金への要拠出額

を退職給付費用として処理しております。なお、掛金拠

出割合により計算した平成17年３月31日現在の年金資産

の額は988,041千円（代行部分を含んでおります）であ

ります。

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として

退職一時金制度を設けております。また、連合型厚生年

金基金に加入しており、当該基金からも退職一時金に加

え従業員への退職給付の支給が行われておりますが、当

社及び国内連結子会社の拠出に対応する年金資産の額を

合理的に計算できないため、当該年金基金への要拠出額

を退職給付費用として処理しております。なお、掛金拠

出割合により計算した平成18年３月31日現在の年金資産

の額は1,306,795千円（代行部分を含んでおります）で

あります。

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項

退職給付債務 1,163,587千円

未認識数理計算上の差異 △45,902千円

未認識過去勤務債務 62,170千円

退職給付引当金 1,179,856千円

退職給付債務 1,286,408千円

未認識数理計算上の差異 △34,412千円

未認識過去勤務債務 57,730千円

退職給付引当金 1,309,726千円

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項

勤務費用 157,362千円

利息費用 16,620千円

数理計算上の差異の費用処理額 5,915千円

過去勤務債務の費用処理額 △4,440千円

連合型厚生年金基金に対する掛金

要拠出額 65,107千円

退職給付費用 240,564千円

勤務費用 149,718千円

利息費用 20,064千円

数理計算上の差異の費用処理額 4,475千円

過去勤務債務の費用処理額 △4,440千円

連合型厚生年金基金に対する掛金

要拠出額 77,608千円

退職給付費用 247,426千円

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付見込額の期間配分法：期間定額基準

割引率　　　　　　　　　　：1.7％及び2.0％

数理計算上の差異の処理年数：発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内

の一定の年数（10年、

17年、18年及び19

年）

過去勤務債務の額の処理年数：発生時の従業員の平

均残存勤務年数（当

社17年）

退職給付見込額の期間配分法：期間定額基準

割引率　　　　　　　　　　： 1.7％及び 2.1％

数理計算上の差異の処理年数：発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内

の一定の年数（10年、

16年～19年）

過去勤務債務の額の処理年数：発生時の従業員の平

均残存勤務年数（当

社17年）

５．　　　　　　　　　　－

 

５．早期退職制度

　　当社は早期退職制度を設けております。当制度に関連

する未払金額は85,043千円であり、連結貸借対照表上流

動負債の「その他」に含めております。また、当制度関

連費用は、連結損益計算書上特別損失の「特別退職金」

に計上しております。
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

　繰延税金資産（流動）              （単位：千円）

為替予約評価損否認 110,814 

未払賞与否認 96,529 

未払事業税否認 215,115 

その他有価証券評価差額金 96,210 

その他 57,861 

繰延税金資産(流動)合計 576,532 

　繰延税金資産（流動）              （単位：千円）

為替予約評価損否認 38,248 

未払賞与否認 50,447 

未払事業税否認 123,878 

未払早期退職金否認 34,604 

衛星移行費用引当金否認 239,199 

事業整理損失引当金否認 174,110 

衛星サービス移行費否認 83,872 

その他有価証券評価差額金 2,080 

米国子会社における繰延税金資産の

純額 46,128 

その他 73,652 

繰延税金資産(流動)小計 866,221 

米国子会社における評価性引当額 △46,128 

繰延税金資産（流動）合計 820,093 

　繰延税金負債（流動）

その他有価証券評価差額金 △737 

その他 △5,803 

繰延税金負債（流動）の合計 △6,540 

繰延税金資産(流動)の純額 569,992 

 

 

　繰延税金資産(固定)

減価償却費償却限度超過額 1,322,471 

土地・建物評価損否認 109,459 

貸倒引当金損金算入限度超過額 17,168 

退職給付引当金損金算入限度超過額 472,039 

役員退職慰労引当金否認 30,627 

投資有価証券評価損否認 145,952 

繰越欠損金 505,672 

その他 89,841 

繰延税金資産(固定)小計 2,693,232 

評価性引当額 △505,672 

繰延税金資産（固定）合計 2,187,560 

 

　繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 △683,893 

その他 △129,673 

繰延税金負債(固定)合計 △813,566 

繰延税金資産(固定)の純額 1,373,993 

　繰延税金負債（流動）

その他有価証券評価差額金 △3,582 

その他 △468 

繰延税金負債（流動）の合計 △4,051 

繰延税金資産(流動)の純額 816,041 

 

　繰延税金資産(固定)

固定資産減損損失 3,648,335 

減価償却費償却限度超過額 2,394,090 

土地・建物評価損否認 109,459 

貸倒引当金損金算入限度超過額 61,336 

退職給付引当金損金算入限度超過額 532,949 

役員退職慰労引当金否認 42,812 

事業整理損失引当金否認 591,371 

衛星サービス移行費否認 244,628 

投資有価証券評価損否認 37,337 

その他有価証券評価差額金 120,720 

繰越欠損金 1,574,417 

その他 48,508 

繰延税金資産(固定)小計 9,405,967 

評価性引当額 △105,122 

繰延税金資産（固定）合計 9,300,844 

 

　繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 △1,188,218 

その他 △25,239 

繰延税金負債(固定)合計 △1,213,457 

繰延税金資産(固定)の純額 8,087,386 
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前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

(％)

法定実効税率 40.7

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.9

持分法による投資損失 0.6

開業費償却による影響 1.3

ＩＴ投資促進減税適用に係る税額控除 △2.6

繰延税金資産に係る評価性引当額の影響 5.0

その他 △1.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.4

(％)

法定実効税率 △40.7

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4

持分法による投資損失 1.4

ＩＴ投資促進減税適用等に係る税額控除 △1.5

繰延税金資産に係る評価性引当額の影響 0.9

その他 △1.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △40.9
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⑥　セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日　至

平成18年３月31日）

　当社及び連結子会社の事業は、通信衛星による単一事業であります。従いまして、開示対象となるセグメン

トはありませんので記載は省略しております。

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日　至

平成18年３月31日）

　全セグメントの営業収益の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める本邦の割合がいずれも90%を

超えているため、所在地別セグメント情報の記載は省略しております。

【海外売上高】

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日　至

平成18年３月31日）

　海外営業収益は、連結営業収益の10％未満のため記載は省略しております。
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⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

１　親会社及び法人主要株主等

属性 会社等の名称 住所
資本金
(千円)

事業の内
容又は職
業

議決権等の
被所有割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の兼

任等
事業上の
関係

その他の

関係会社

エヌ・ティ・

ティ・コミュ

ニケーション

ズ㈱

東京都

千代田

区

211,650,000
電気通

信事業

（被所有）

直接(注２)

17.6％

役員１

名

衛星通

信回線

の提供

等

衛星通信回線

の提供等

（注１）

4,530,254 売掛金 62,452

（注１）取引条件及び取引条件の決定方針

(1) 衛星通信回線の提供等については、類似市場の一般取引条件並びに当社の契約約款を勘案し、交渉により

決定しております。

(2) 上記金額の内、取引金額には消費税等は含まれておりません。

(注２) 　議決権等の被所有割合は、発行済株式総数383,154.5株より自己株式26,736.5株、端株2株及び証券保管振替

機構名義株式169株を控除して求めた議決権総数356,247個に対する割合であります。

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

１　親会社及び法人主要株主等

属性 会社等の名称 住所
資本金
(千円)

事業の内
容又は職
業

議決権等の
被所有割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の兼

任等
事業上の
関係

その他の

関係会社

エヌ・ティ・

ティ・コミュ

ニケーション

ズ㈱

東京都

千代田

区

211,650,000
電気通

信事業

（被所有）

直接(注２)

17.8％

－

衛星通

信回線

の提供

等

衛星通信回線

の提供等

（注１）

3,688,205 売掛金 188,098

（注１）取引条件及び取引条件の決定方針

(1) 衛星通信回線の提供等については、類似市場の一般取引条件並びに当社の契約約款を勘案し、交渉により

決定しております。

(2) 上記金額の内、取引金額には消費税等は含まれておりません。

(注２) 　議決権等の被所有割合は、発行済株式総数356,418株より自己株式1,525.5株、端株1.5株及び証券保管振替

機構名義株式996株を控除して求めた議決権総数353,895個に対する割合であります。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

１株当たり純資産額   258,874円61銭

１株当たり当期純利益 11,223円68銭

１株当たり純資産額  233,559円08銭

１株当たり当期純損失 22,320円52銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

  10,437円49銭

－

潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式はある

ものの、当期純損失を計上したため記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益又は純損失（△）及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のと

おりであります。

 
前連結会計年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

１株当たり当期純利益又は純損失（△）

当期純利益又は純損失（△）（千円） 4,077,562 7,928,358

普通株主に帰属しない金額（千円） 50,034 －

　（うち利益処分による役員賞与金（千円）） (50,034) －

普通株式に係る当期純利益又は純損失（△）（千

円）
4,027,528 7,928,358

期中平均株式数（株） 358,842 355,204

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 27,029 －

（うち転換社債（株）） (27,029) －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要

新株引受権１種類（目的となる

株式の数128株）。

新株予約権２種類（新株予約権

の数1,632個）。

第１回ユーロ円建転換社債（額

面総額19,592,000千円）。

新株予約権２種類（新株予約権

の数2,000個）。
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５．生産、受注及び販売の状況
　当社及び連結子会社は通信衛星に搭載した電波中継器（トランスポンダ）を利用し、ネットワーク関連サービス、映

像関連サービス等を行っており、生産、受注に該当する業務がないため、販売の状況のみ記載しております。

販売実績

　当連結会計年度の販売実績は、次のとおりであります。

事業の内容 金額（千円） 前期比（％）

ネットワーク関連サービス 16,076,731 0.8

映像関連サービス 27,152,556 △2.4

その他 723,163 19.4

合計 43,952,451 △1.0

（注１）本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

（注２）主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次のとおりです。

相手先
前連結会計年度 当連結会計年度

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

エヌ・ティ・ティ・コミュニ

ケーションズ㈱
4,540,458 10.2 3,724,908 8.5
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