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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

・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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2006年3月期について

通信衛星JCSAT-1Bの不具合等発生および子会社の整理による
特別損失を計上したが、営業収益は期首計画を上回り、体質の改善・
強化もおこなった。
堅調な北米市場における事業拡大に向けて取り組み、４月には
代替衛星JCSAT-9の打ち上げも成功した。

通信衛星JCSAT-1B不具合等に伴う特別損失計上

JC-HITS事業譲渡に伴う特別損失計上

北米事業の拡大（Horizons Project 2号案件の推進）

１株当たり年間6,000円の安定配当を実施予定

JCSAT-9打ち上げ成功（4月13日打ち上げ成功）

今期、今後の取り組み 参考情報今期見通し当期業績
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通期連結業績サマリー

ポイント

(単位：百万円)

営業収益 43,952 44,388 99.0% 42,200
営業費用 41,315 36,325 113.7% -

（内、減価償却費） (20,793) (16,934) 122.8% -
営業利益 2,636 8,063 32.7% 4,400
経常利益 2,309 7,512 30.7% 3,700
当期純利益 △ 7,928 4,077 - 2,100

営業CF 22,310 23,298 95.8% 17,600
EPS（円） △ 22,320.52 11,223.68 - 5,861.96
EBITDA 19,219 24,974 77.0% 21,000
EBITDAマージン 43.7% 56.3% △12.6      

06年3月期
（当期実績）

05年3月期
（前期実績）

　　　　前期比
06年3月期
（期首計画）

今期、今後の取り組み 参考情報今期見通し当期業績
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通期連結業績分析

営業ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ
22,310百万円

（前年同期比988百万円減）

【主なプラス要因】
法人税等支払額の減少
JCSAT-1B不具合等に伴う保険求償

【主なマイナス要因】
前年度のNTTコムからの解除料収入
JCSAT-1B不具合等に伴う衛星移行費用

【主なプラス要因】
JCSAT-1B不具合等に伴う、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

当期純利益
△7,928百万円

（前年同期比12,005百万円減）

営業収益
43,952百万円

（前年同期比435百万円減）

【主なプラス要因】
Horizons-1サービスの利用拡大
国内政府機関向け案件による収益増加

【主なマイナス要因】
NTTグループとの契約終了、及び継続利用の減少
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

【主なプラス要因】
衛星寿命保険料の減少

【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

営業利益
2,636百万円

（前年同期比5,426百万円減）

【主なプラス要因】
為替差益

【主なマイナス要因】
持分法による投資損失の影響

経常利益
2,309百万円

（前年同期比5,203百万円減）

今期、今後の取り組み 参考情報今期見通し当期業績
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サービス別連結収益サマリー

【主なプラス要因】
・Horizons-1サービスの利用拡大に伴う収益寄与
・国内政府機関向け案件による増加
・スポット案件による増加
【主なマイナス要因】
・NTTグループとの契約終了、及び継続利用の減少
・国内向けネットワーク関連サービスの利用減少・解約

ﾈｯﾄﾜｰｸ関連ｻｰﾋﾞｽ

【主なプラス要因】
・JC-HITSサービスの利用拡大に伴う収益寄与
【主なマイナス要因】
・前年度におけるスポット案件の影響
・一部顧客の利用縮小・解約

映像関連ｻｰﾋﾞｽ

各サービスの状況

（単位：百万円）

ネットワーク関連サービス 16,076 36.6% 15,951 100.8%
映像関連サービス 27,152 61.8% 27,831 97.6%
その他 723 1.6% 605 119.5%
営業収益計 43,952 100.0% 44,388 99.0%

05年3月期
（前期）

前期比
06年3月期
（当期）

構成比

今期、今後の取り組み 参考情報今期見通し当期業績
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キャッシュ・フローの状況

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 1,151百万円
・JCSAT-1B不具合等に伴う保険求償

1,061百万円
【主なマイナス要因】

・前年度に発生したNTT解除料収 2,047百万円
・JCSAT-1B不具合等に伴う衛星移行費用

1,135百万円

2006年3月末現在の借入金等残高：

・短期借入金 270百万円
・長期借入金 50,286百万円
・社債 19,592百万円
合 計 70,148百万円

前年同期比：約152億円増加

主要な設備投資：

・衛星調達関連 15,652百万円

・JC-HITS送出設備 2,704 百万円

(単位：百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー 22,310              23,298              
税金等調整前当期純利益 △13,386          7,402                
減価償却費 21,162              16,934              
特別損失 16,103                                      -
法人税等の支払額 △2,695            △3,847            
その他 1,127                2,808                

投資活動によるキャッシュ・フロー △33,902          △10,790          
設備投資 △19,230          △11,054          
事業関連投資 △4,601            △994               
金融資産への投資 △10,070          1,258                

財務活動によるキャッシュ・フロー 12,606              △11,871          
短期借入による収入 270                   6,170                
短期借入金の返済による支出 △5,270            △2,200            
長期借入による収入 28,718              5,000                
長期借入金の返済による支出 △8,592            △11,497          
社債償還支出 -                         △405               
自己株式の取得による支出 △392               △6,744            
配当金の支払による支出 △2,123            △2,179            
少数株主への配当金の支払支出 △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 3,966                2,871                

06年3月期
（当期）

05年3月期
（前期）

今期、今後の取り組み 参考情報今期見通し当期業績
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子会社・持分法適用関連会社の状況子会社・持分法適用関連会社の状況

＊JSAT International Inc. (JII）の数値は、1月～１２月の期間となっております。尚、JIIの業績は、持分法適用関連会社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。
＊ジャパン ケーブルキャスト（株）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、当会計年度末にて連結
の範囲から除外しております。

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（株） 869 △ 1,629 △ 1,742 △ 1,481

JSAT International Inc.
（連結対象子会社：当社持分100%) 1,293 425 354 349

（株）衛星ネットワーク
（連結対象子会社：当社持分92%) 4,925 355 328 206

（株）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%) 2,458 △ 979 △ 987 △ 987

（株）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%) 15,684 483 482 188

（単位：百万円)

今期、今後の取り組み 参考情報今期見通し当期業績
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2007年3月期の連結業績見通し(１)

(単位：百万円)

営業収益 43,952 44,388
営業利益 2,636 8,063
経常利益 2,309 7,512
当期純利益 △ 7,928 4,077

営業ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 22,310 23,298
連結EPS（円） △ 22,320.52 11,223.68
EBITDA 19,219 24,974

06年3月期
（当期実績）

05年3月期
（前期実績）

37,400
9,000
8,100
4,700

17,000
13,243.45

19,000

07年3月期
（今期見通し）

今期、今後の取り組み 参考情報今期見通し当期業績
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2007年3月期の連結業績見通し(2)

営業収益（予）
37,400百万円

（前期比6,552百万円減）

【主なプラス要因】
・国際サービスの利用拡大
【主なマイナス要因】
・NTTグループとの契約終了、及び継続利用大幅減少
・一部顧客の利用縮小、解約

営業利益（予）
9,000百万円

（前期比6,364百万円増）

当期純利益（予）
4,700百万円

（前期比12,628百万円増）

【主なプラス要因】
・減価償却費の減少
・コスト削減

【主なプラス要因】
・2006年3月期に計上した特別損失の影響

主な増減要因

営業ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ（予）
17,000百万円

（前期比5,310百万円減)

【主なマイナス要因】
・営業収益の減少

今期、今後の取り組み 参考情報今期見通し当期業績
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２００７年３月期の重点課題

衛星の優位領域（事業の４本柱）に注力
①放送・多CHサービス：スカパーとの連携強化、加入者拡大（スカマー）、ハイビジョン化
②グローバル：基礎収益基盤強化に向けたJCSAT-9の早期拡販とHorizons-2のプリセールス

北米のKu band市場 （Horizons-1&2）、アジアの C band市場

③公共：自治体、国内政府機関、衛星インターネットを活用したデジタルデバイド対応、遠隔医療

④移動体：海洋ブロードバンド、国内政府機関

JCSAT-9 JCSAT-10の打ち上げと円滑なサービスイン

今期、今後の取り組み 参考情報今期見通し当期業績
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今期及び今後の取り組みについて（１）
（2007年3月期～2009年3月期）

今期及び今後の取り組みについて（１）
（2007年3月期～2009年3月期）

基礎収益基盤の維持・強化
４本柱の領域の追求と深耕

成長領域分野への展開
新放送領域／新たなビジネスモデル

モバイルユビキタス

衛星隣接領域

今期、今後の取り組み 参考情報今期見通し当期業績
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今期及び今後の取り組みについて（２）
（2007年3月期～2009年3月期）

基礎収益基盤の維持・強化とともに、成長領域へ取り組む

基礎収益基盤

衛星の優位領域における収益基盤の強化
（事業の４本柱：放送・多CHサービス、
グローバル、公共、移動体、 ）

成長の原動力
①放送領域
新たなサービス機能・ビジネスモデル
の開発
②モバイルユビキタス
③衛星隣接領域

回

線

以

外

回

線

販

売

衛星 衛星以外

衛星隣接領域

放送領域

モバイルユビキタス

＋

既存ビジネス領域

衛星回線販売

今期、今後の取り組み 参考情報今期見通し当期業績
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今期及び今後の取り組みについて（３）
（2007年3月期～2009年3月期）

今期及び今後の取り組みについて（３）
（2007年3月期～2009年3月期）

スカパーとの連携強化
加入者拡大（スカマー）
ハイビジョン化
地上デジタル放送再送信

基礎収益基盤

４本柱

衛星の優位性を発揮する市場

放送

多CHサービス

グローバル 公共 移動体

JSATの発展ビジョン

北米Ku band市場
（Horizons-1&2）
アジア地域 C band

自治体
国内政府機関
デジタルデバイド対応
遠隔医療

海洋BB
映像受信サービス
インターネット
イントラネット

新放送領域／新たなビジネスモデル モバイルユビキタス 衛星隣接領域

ソリューション

衛星回線

放送関連 通信関連

新たな
成長領域

今期、今後の取り組み 参考情報今期見通し当期業績
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今後のフリート計画

今後のフリート計画

■JCSAT-9
打ち上げ：2006年4月13日
軌道位置：N-STARa軌道位置(132ﾟE)
現在軌道上試験を実施中。

■JCSAT-10
打ち上げ：2006年夏～秋
軌道位置：JCSAT-3軌道位置(128ﾟE)
■JCSAT-11
打ち上げ：2007年下期
軌道位置：JCSAT-R軌道位置
■Horizons-2
打ち上げ：2007年夏
軌道位置：北米上空（74ﾟW）

＊2007年3月期設備投資等：約240億円（予定）

JCSAT-110
(110°E) JCSAT-R

(Backup)

JCSAT-4A
(124°E)

JCSAT-3
(128°E)

JCSAT-1B
(150°E)

N-STARa
(132°E)

N-STARb
(136°E)

JCSAT-2A
(154°E)

Horizons-1
(127°W)

36,000km

※現在のフリート状況(2006年4月末現在)

※JCSAT-9(N-STARa後継機)
4/13打上成功（現在、軌道上試験中）

今期、今後の取り組み 参考情報今期見通し当期業績
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ご参考： JSAT・PanAmSatによる共同衛星事業についてご参考： JSAT・PanAmSatによる共同衛星事業について

Horizons-1 
西経127度
ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ上空 Horizons-2 

西経74度
ﾆｭｰﾖｰｸ上空

北米事業の状況

北米のKuバンドの旺盛な需要は
引き続き堅調に推移する見通し

Horizons-1事業は、サービス開始
２年目で黒字化を達成した。

2007年度下期には、PanAmSatと
の２機目の共同衛星Horizons-2を
打ち上げる予定。

今期、今後の取り組み 参考情報今期見通し当期業績
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ご参考：衛星インターネットを活用した遠隔医療サービス(実験）ご参考：衛星インターネットを活用した遠隔医療サービス(実験）

旭川医大・稚内病院・利尻島国保中央病院の遠隔医療ネットワーク（実験）
～地上回線と衛星回線のハイブリッドネットワーク～

旭川医科大学付属病院 市立稚内病院

利尻島国保病院
光・ADSL回線接続

衛星回線接続

Gateway局

（JSAT横浜衛星管制センター）

衛星回線

光回線

ＪCSAT

今期、今後の取り組み 参考情報今期見通し当期業績
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ご参考：デジタルデバイド解消への取り組み
～衛星＋無線系（FWA）・有線系～

ご参考：デジタルデバイド解消への取り組み
～衛星＋無線系（FWA）・有線系～

*. FWA（Fixed Wireless Access)＝固定無線アクセスシステム

サービス内容：
衛星と無線系(FWA)・有線系インフラを
組み合わせてデジタルデバイド解消
としてご利用いただくサービス。

対象市場：

日本国内のブロードバンド環境未整備

エリアにある地方自治体・法人

【サービスイメージ】

インターネット

衛星 + 無線系（FWA）ＪCSAT

衛星 + 有線系

島A

島B

今期、今後の取り組み 参考情報今期見通し当期業績
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ご参考：四半期業績サマリー

四半期業績サマリー

サービス別四半期業績サマリー

(単位：百万円)

ネットワーク関連サービス 3,980 4,390 3,826 3,878
映像関連サービス 6,972 6,395 6,493 7,291
その他 125 131 218 247
営業収益計 11,078 10,918 10,538 11,416

当第2四半期 当第4四半期当第1四半期 当第3四半期

(単位：百万円)

営業収益 11,078 10,918 10,538 11,416
営業利益 2,482 △ 2,576 1,156 1,573
経常利益 2,384 △ 3,214 1,382 1,757
四半期純利益 1,257 △ 10,410 855 369

営業CF 8,747 4,742 5,054 4,199
EPS（円） 3,530.04 △ 29,335.13 2,411.62 1,040.89
EBITDA 6,819 1,727 6,203 4,469
EBITDAマージン 61.6% 15.8% 58.9% 39.2%

当第1四半期 当第4四半期当第2四半期 当第3四半期

今期、今後の取り組み 参考情報今期見通し当期業績
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ご参考：キャッシュ・フローの状況

(単位：百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー 8,784        4,372        5,054        4,199        
税金等調整前当期純利益 2,384        △17,340   1,403        166           
減価償却費 4,263        8,082        4,686        4,130        
特別損失 -                14,201      △2            1,903        
法人税等の支払額 △1,139     31             △1,628     40             
その他 3,276        △721        594           △2,041     

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,782     △8,000     △12,338   △10,781   
設備投資 △4,335     △2,012     △6,394     △6,487     
事業関連投資 △230        △975        △2,935     △459        
金融資産への投資 1,783        △5,012     △3,007     △3,834     

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,346     3,939        6,309        7,704        
短期借入による収入 - 200           - 70             
短期借入金の返済による支出 △3,000     △170        -                △2,100     
長期借入による収入 -                6,823        8,368        13,527      
長期借入金の返済による支出 △1,082     △2,716     △1,082     △3,710     
自己株式の取得による支出 △392        -                -                -                
配当金の支払いによる支出 △866        △197        △976        △82          
少数株主への配当金支払支出 △4            -                -                -                

現金及び現金同等物の期首残高 2,871        3,544        3,777        2,828        
現金及び現金同等物の期末残高 3,544        3,777        2,828        3,966        

当第1四半期 当第4四半期当第2四半期 当第3四半期

今期、今後の取り組み 参考情報今期見通し当期業績
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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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