
 
平成18年３月期 個別財務諸表の概要 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

問合せ先責任者　役職名 取締役企画管理本部長  氏名　飯塚　洋一 ＴＥＬ （03）5219－7774

決算取締役会開催日 平成18年５月12日 中間配当制度の有無 有

配当支払開始予定日 平成18年６月28日 定時株主総会開催日 平成18年６月27日

単元株制度採用の有無 無   

１．平成18年3月期の業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1)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 40,123 △3.6 3,786 △61.2 4,169 △56.2

17年３月期 41,631 △0.9 9,771 △10.3 9,524 △4.0

 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 △9,320 － △26,240 10  － △10.5 2.6 10.4

17年３月期 5,775 △6.0 15,970 06 14,851 41 5.8 5.6 22.9

（注） ①期中平均株式数 18年３月期 355,204株 17年３月期 358,842株

 ②会計処理の方法の変更 無

 ③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)配当状況  

 
１株当たり年間配当金 配当金総額

（年間）
配当性向

株主資本

配当率 中間 期末

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 6,000 00 3,000 00 3,000 00 2,129 － 2.5

17年３月期 6,000 00 3,000 00 3,000 00 2,138 37.6 2.3

(3)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 164,653 83,585 50.8 235,522 66

17年３月期 161,004 94,776 58.9 265,786 62

（注） ①期末発行済株式数 18年３月期 354,892株 17年３月期 356,418株

 ②期末自己株式数 18年３月期 1,525株 17年３月期 26,736株

２．平成19年3月期の業績予想（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
１株当たり年間配当金

中間 期末  

 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 16,200 4,500 4,400 2,700 3,000 00 　― 　―

通　期 33,000 8,300 7,700 4,600 　― 3,000 00 6,000 00

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 12,961円 69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。



６．個別財務諸表等
(1) 貸借対照表

  
前事業年度

（平成17年３月31日）
当事業年度

（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 847,877  2,427,827   

２．売掛金 1,831,826  2,118,447   

３．有価証券 3,355,427  8,061,124   

４．商品 13,154  66,505   

５．貯蔵品 74,203  44,499   

６．前渡金 -  3,525   

７．前払費用 1,869,829  1,315,506   

８．繰延税金資産 534,351  789,889   

９．短期貸付金 8,600,000  9,300,000   

１０．その他 667,509 1,631,675  

貸倒引当金 △62,487 △25,575  

流動資産合計 17,731,693 11.0 25,733,423 15.6 8,001,729

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産 ※１  

(1）建物 2,724,654 2,465,415  

(2）構築物 614,856 520,274  

(3）空中線設備 611,442 580,492  

(4）機械及び装置 4,704,542 2,077,234  

(5）通信衛星設備 62,095,596 33,326,585  

(6）工具、器具及び備品 240,890 193,463  

(7）土地 2,496,705 2,335,836  

(8）建設仮勘定 27,994,638 45,653,248  

有形固定資産合計 101,483,326  87,152,550  △14,330,776

２．無形固定資産  

(1）営業権 334,926 223,284  

(2）商標権 12,939 10,348  

(3）ソフトウェア 2,286,986 307,356  

(4）その他 229,006 77,739  

無形固定資産合計 2,863,858  618,729  △2,245,129
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前事業年度

（平成17年３月31日）
当事業年度

（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）

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券 ※２ 25,626,317 34,220,232  

(2）関係会社株式 7,693,890 5,324,090  

(3）関係会社長期貸付金 3,270,430 2,701,810  

(4）更生債権等 364,252 306,946  

(5）長期前払費用 205,500 161,038  

(6）繰延税金資産 1,349,118 7,983,199  

(7）その他 779,417 768,374  

貸倒引当金 △363,357 △316,846  

投資その他の資産合計 38,925,568 51,148,845 12,223,276

固定資産合計 143,272,754 89.0 138,920,124 84.4 △4,352,629

資産合計 161,004,447 100.0 164,653,548 100.0 3,649,100

 

(負債の部)  

Ⅰ　流動負債  

１．買掛金 96,537  135,172   

２．短期借入金 ※2,5 12,897,822  9,615,492   

３．一年以内償還予定社債  －  19,592,000   

４．未払金 3,275,782  4,708,586   

５．未払費用 1,216,757 220,270  

６．未払法人税等 1,507,541 991,131  

７．前受金 2,394,765 2,787,171  

８．預り金 24,307 35,863  

９．衛星移行費用引当金 － 573,426  

１０．事業整理損失引当金 － 419,375  

１１．その他 963,712 1,855,877  

流動負債合計 22,377,226 13.9 40,934,366 24.8 18,557,139

Ⅱ　固定負債  

  １. 転換社債 19,592,000 －  

２. 長期借入金 ※２ 21,912,584  36,702,732   

３．退職給付引当金 983,155  1,088,450   

４．役員退職慰労引当金 62,960  89,425   

 ５．事業整理損失引当金 －  1,453,358   

６．その他 1,300,385 799,990  

固定負債合計 43,851,085 27.2 40,133,957 24.4 △3,717,128

負債合計 66,228,312 41.1 81,068,323 49.2 14,840,011
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前事業年度

（平成17年３月31日）
当事業年度

（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）

（資本の部） ※７  

Ⅰ　資本金 ※４ 53,769,570 33.4 53,769,570 32.7 －

Ⅱ　資本剰余金  

１．資本準備金  13,770,352 13,770,352  

２．その他資本剰余金   

(1）資本準備金減少差益 17,418,027 7,490,469  

資本剰余金合計 31,188,380 19.4 21,260,821 12.9 △9,927,558

Ⅲ　利益剰余金   

１．当期未処分利益 18,888,059 7,388,514  

利益剰余金合計 18,888,059 11.7 7,388,514 4.5 △11,499,544

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　自己株式 ※６ △9,927,558 △6.1 △391,863 △0.2 9,535,695

資本合計 94,776,135 58.9 83,585,224 50.8 △11,190,911

負債資本合計 161,004,447 100.0 164,653,548 100.0 3,649,100
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(2) 損益計算書

  
前事業年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当事業年度
(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 41,631,613 100.0 40,123,825 100.0 △1,507,787

Ⅱ　営業原価 25,806,337 62.0 30,412,001 75.8 4,605,663

営業総利益 15,825,275 38.0 9,711,824 24.2 △6,113,450

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2 6,053,796 14.5 5,925,034 14.8 △128,761

営業利益 9,771,479 23.5 3,786,789 9.4 △5,984,689

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 59,826 121,084  

２．有価証券利息 269,302 223,093  

３．受取配当金 152,807 228,074  

４．為替差益 － 278,751  

５．解除料収入 32,881 33,722  

６．出資金評価益 － 232,267  

７．その他 89,669 604,487 1.5 86,632 1,203,625 3.0 599,137

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 515,796 375,645  

２．為替差損 276,702 －  

３．減価償却費 ※４ － 369,010  

４．その他 58,547 851,046 2.1 76,380 821,036 2.0 △30,009

経常利益 9,524,920 22.9 4,169,378 10.4 △5,355,541

Ⅵ　特別利益  

１．投資有価証券売却益 8,251 80,315  

２．貸倒引当金戻入益 173,798   －    

３．損害保険料収入 ※５ － 182,050 0.4 1,061,359 1,141,675 2.8 959,625

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 － 3,315,363  

５．事業整理損 ※６ － 6,663,619  

６．貸倒引当金繰入  － 145,476  

７．特別退職金  － 297,365 0.7 85,043 19,650,010 48.9 19,352,645

税引前当期純利益又は税引
前当期純損失(△）

9,409,605 22.6 △14,338,956 △35.7 △23,748,561
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前事業年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当事業年度
(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）

法人税、住民税及び事業税 3,942,399 2,351,854  

法人税等調整額 △308,524 3,633,874 8.7 △7,370,198 △5,018,344 △12.5 △8,652,219

当期純利益又は当期純損失
（△）

5,775,731 13.9 △9,320,611 △23.2 △15,096,342

前期繰越利益 14,181,585 17,773,805 3,592,220

中間配当額 1,069,257 1,064,679 △4,578

当期未処分利益 18,888,059 7,388,514 △11,499,544
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（営業原価明細表）

  
前事業年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当事業年度
(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）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

人件費 499,098 1.9 486,142 1.6 △12,955

アップリンク料 3,635,584 14.1 3,496,688 11.5 △138,895

減価償却費 16,394,822 63.5 20,279,070 66.7 3,884,247

寿命保険料 1,952,436 7.6 1,331,602 4.4 △620,834

管制業務委託費 80,000 0.3 80,000 0.3 －

通信設備使用料 908,454 3.5 835,867 2.7 △72,587

その他 2,335,939 9.1 3,902,629 12.8 1,566,689

25,806,337 100.0 30,412,001 100.0 4,605,663
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(3) 利益処分案

  
前事業年度

（平成17年６月28日）
当事業年度

（平成18年６月27日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

(当期未処分利益の処分)   

Ⅰ　当期未処分利益 18,888,059 7,388,514

Ⅱ　利益処分額

１　配当金 1,069,254 1,064,677

２　役員賞与金 45,000 1,114,254 － 1,064,677

Ⅲ　次期繰越利益 17,773,805 6,323,837

 

(その他資本剰余金の処分)   

Ⅰ　その他資本剰余金 17,418,027 7,490,469

Ⅱ　その他資本剰余金次期繰越額 17,418,027 7,490,469
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重要な会計方針

項目
前事業年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当事業年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

（1）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法
 
（2）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）

（1）子会社株式及び関連会社株式

同左
 
（2）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. デリバティブの評価基準 時価法 同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品

移動平均法による原価法によっておりま

す。

貯蔵品

個別法による低価法によっております。

商品

同左 

 

貯蔵品

同左

４．固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産 (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。

　　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 :10～38年

構築物 :５～50年

空中線設備 :６～10年

機械及び装置 :５～９年

通信衛星設備 :２～17年

工具、器具及び備品:２～10年

建物 :10～38年

構築物 :５～50年

空中線設備 :６～10年

機械及び装置 :４～９年

通信衛星設備 :２～15年

工具、器具及び備品: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、

当事業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ほうを

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、税引前当期純損失は5,161,220千円

増加しております。
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項目
前事業年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当事業年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

 (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

 

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (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。

同左

（2）退職給付引当金 （2）退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、当事

業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、その発生

時の従業員の平均残存勤務年数（17年、

18年及び19年）により、翌事業年度から

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（17年）により定額法

で費用処理しております。

  従業員の退職給付に備えるため、当事

業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、その発生

時の従業員の平均残存勤務年数（16～19

年）により、翌事業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（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 （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、

当社内規に基づく期末要支給見積額を計

上しております。

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。

６. 外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物

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。

同左
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項目
前事業年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当事業年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

７．収益の計上基準 　当社の収益の内、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。

同左

８．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。

同左

９．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

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。

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

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。

同左

(3) ヘッジ方針 (3) ヘッジ方針

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。

同左

(4) ヘッジ有効性評価の方法 (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。

同左

10．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。

同左

11．その他財務諸表作成の

ための基本となる重要な

事項

 連結納税制度の適用

  当事業年度から連結納税制度を適用してお

ります。

 連結納税制度の適用

　前事業年度から連結納税制度を適用してお

りましたが、当事業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、当事業年度

末現在、連結納税制度の適用を取りやめてお

ります。
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　重要な会計方針の変更

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（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）

  当事業年度より、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、税引前当

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、改正後の財務諸表等規

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

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（貸借対照表関係）
　前事業年度まで区分掲記しておりました「未収入金」
（当期末残高180,824千円）は資産の総額の100分の1以下
となったため、流動資産の「その他」に含めて表示して
おります。
 
 

（損益計算書関係）
　「出資金評価益」は、前事業年度まで営業外収益の「そ
の他」に含めて表示しておりましたが、当事業年度にお
いて、営業外収益の総額100分の10を超えたため区分掲記
しております。なお、前事業年度の営業外収益の「その
他」に含まれる「出資金評価益」は、5,446千円でありま
す。  
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（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

99,220,452千円 119,639,442千円

※２　担保資産及び担保付債務 ※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

　　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 13,577,148千円

　　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　　　　　　　　　　－  ※３ 保証債務

 　　当社は、連結子会社JSAT International Inc.が金融機

関から行っている借入に対し債務保証を行っております。

保証先

 

金額（千円）

 保証債務 保証限度額 

 JSAT 

Internatio

nal Inc.

3,856,960 16,445,800

(32,833 (140,000 

千USドル) 千USドル) 

 上記は外貨建保証債務であり、期末日の為替相場により

円換算しております。

※４ 授権株式数及び発行済株式総数 ※４ 授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数 　普通株式 450,000株

発行済株式総数　普通株式 383,154.5株

授権株式数 　普通株式 1,000,000株

発行済株式総数　普通株式 356,418株

※５　当座貸越契約（借手側） ※５　当座貸越契約（借手側）

　　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行

３行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に

基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであ

ります。

　　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行

３行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に

基づく当事業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 6,700,000千円

借入実行残高 3,000,000千円

差引額 3,700,000千円

当座貸越極度額 3,700,000千円

借入実行残高 -千円

差引額 3,700,000千円

※６ 自己株式 ※６ 自己株式

　　当社が保有する自己株式は普通株式 26,736.5株であり

ます。

　　当社が保有する自己株式は普通株式1,525.5株でありま

す。

　７ 配当制限 　７ 配当制限

　　商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価を付

したことにより増加した純資産額は696,159千円でありま

す。

　　商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価を付

したことにより増加した純資産額は1,558,180千円であり

ます。
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（損益計算書関係）

前事業年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当事業年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は41％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は59％でありま

す。

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は　37％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は　63％であ

ります。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

給与 1,212,528千円

賞与 555,953千円

広告宣伝費 711,803千円

減価償却費 203,916千円

賃借料 459,015千円

旅費交通費 315,963千円

専門作業委託費 467,204千円

租税公課 346,124千円

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

給与 1,263,649千円

賞与 438,736千円

貸倒引当金繰入額 12,621千円 

広告宣伝費 512,934千円

減価償却費 195,980千円

賃借料 418,187千円

研究開発費 349,781千円

専門作業委託費 673,749千円

租税公課 311,220千円

※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     一般管理費に含まれる研究開発費

91,395千円 349,781千円

 ※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。
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前事業年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当事業年度
(自　平成17年４月１日
　至　平成18年３月31日)

  (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。

 ※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ＪＣ

ＳＡＴ－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2,010,438千円及び通信衛

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㈱の株式売却損1,486,665千

円、同事業提供用固定資産の売却損3,295,701千円、翌事

業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。
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①　リース取引

＜借主側＞  

前事業年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当事業年度
(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

減価償却
累計額
相当額

期末残高
相当額

 （千円） （千円） （千円）

機械及び装置 382,379 176,112 206,266

工具、器具及び備品 7,635 4,241 3,393

合計 390,014 180,354 209,659

 
取得価額
相当額

減価償却
累計額
相当額

期末残高
相当額

 （千円） （千円） （千円）

機械及び装置 535,615 192,556 343,059

工具、器具及び備品 7,635 6,786 848

合計 543,250 199,342 343,907

(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 124,493千円

１年超 88,022千円

合計 212,515千円

１年内 124,133千円

１年超 226,851千円

合計 350,984千円

　 (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 127,430千円

減価償却費相当額 123,582千円

支払利息相当額 5,098千円

支払リース料 132,206千円

減価償却費相当額 118,245千円

支払利息相当額 13,357千円

(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

　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

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引

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＞  

前事業年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当事業年度
(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
減価償却
累計額

期末残高

 （千円） （千円） （千円）

通信衛星設備 3,268,817 2,108,914 1,159,902

合　　計 3,268,817 2,108,914 1,159,902

 

 

 ──────

(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 1,244,852千円

合計 1,244,852千円

 

 ──────

(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 1,662,000千円

減価償却費 1,265,348千円

受取利息相当額 95,546千円

受取リース料 1,275,899千円

減価償却費 1,159,902千円

受取利息相当額 31,047千円

(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

　　　前事業年度及び当事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

 

③　税効果会計

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（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）  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 81,095

未払事業税否認 202,367

その他有価証券評価差額金 96,210

その他 44,603

繰延税金資産（流動）合計 535,089

為替予約評価損否認 38,248

未払賞与否認 38,584

未払事業税否認 116,632

未払早期退職金否認 34,604

衛星移行費用引当金否認 244,993

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

その他 60,344

繰延税金資産（流動）合計 793,471

 

 繰延税金負債(流動)

その他有価証券評価差額金 △737

繰延税金負債（流動）合計 △737

繰延税金資産（流動）の純額 534,351

 

 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 393,720

役員退職慰労引当金否認 25,618

投資有価証券評価損否認 145,952

その他 18,623

繰延税金資産（固定）合計 2,033,011

 

 繰延税金負債(流動)

その他有価証券評価差額金 △3,582

繰延税金負債（流動）合計 △3,582

繰延税金資産（流動）の純額 789,889

 

 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 54,358

退職給付引当金損金算入限度超過額 442,890

役員退職慰労引当金否認 36,387

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 22,543

繰延税金資産（固定）小計 9,276,540

評価性引当額 △105,122

繰延税金資産（固定）合計 9,171,418

 

 繰延税金負債(固定)

その他有価証券評価差額金 △683,893

繰延税金負債（固定）合計 △683,893

繰延税金資産（固定）の純額 1,349,118

 

 繰延税金負債(固定)

その他有価証券評価差額金 △1,188,218

繰延税金負債（固定）合計 △1,188,218

繰延税金資産（固定）の純額 7,983,199
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前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（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 0.6

IT投資促進減税適用に係る税額控除 △1.9

その他 △0.8

税効果会計適用後の法人税等の負担率 38.6

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 0.3

IT投資促進減税適用等に係る税額控除 △1.3

売却した連結子会社に係る簿価修正 7.1

その他 △0.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △35.0
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（１株当たり情報）

前事業年度
(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当事業年度
(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   265,786円62銭

１株当たり当期純利益 15,970円06銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

 

  14,851円41銭

 

１株当たり純資産額          235,522円66銭

１株当たり当期純損失      26,240円10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。

 
前事業年度

(自　平成16年４月１日
　至　平成17年３月31日)

当事業年度
(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） 5,775,731 △9,320,611

普通株主に帰属しない金額（千円） 45,000 －

（うち利益処分による役員賞与金（千円）） (45,000) －

普通株式に係る当期純利益又は純損失（△）

（千円）
5,730,731 △9,320,611

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（額面金

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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７．役員情報
（１）代表者の異動

該当事項はございません。

（２）その他の役員の異動

①新任取締役候補

 取締役　　　　　　永井　裕（現　当社上級執行役員　技術本部長）

取締役　　　　　　三ツ村　正規（現　エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱　代表取締役副社長）

 取締役　　　　　　森元　晴一（現　住友商事㈱　メディア事業本部　本部長補佐）

 取締役　　　　　　大泉　克彦（現　三井物産㈱　コンシューマーサービス事業本部　メディア事業部　部長）

 　（注）三ツ村正規氏、森元晴一氏及び大泉克彦氏は、社外取締役であります。

 

 ②退任予定取締役

取締役　　　　　　石田　守

取締役　　　　　　大橋　茂

 

 

 ③退任取締役（平成18年３月31日付にて退任いたしました。）

 取締役　　　　　　相坂　吉郎

  取締役　　　　　　篠田　文治

 

 　　　④新任予定監査役

監査役　　　　　　高田　和昭（現　伊藤忠商事㈱　宇宙・情報・マルチメディアカンパニー　メディア事業

　　　　　　　　　　　　　　　部門長）

 　（注）高田和昭氏は、社外監査役であります。

 

 ⑤退任予定監査役

 非常勤監査役　　　金子　信幸

 

 　（３）就任予定日

 平成18年6月27日
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