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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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当第１四半期連結業績サマリー当第１四半期連結業績サマリー

（単位：百万円） 当第1四半期 前第1四半期 前年同期比 上期見通し 通期見通し

営業収益 9,109 11,078 82.2% 18,400 37,400
営業費用 5,892 8,596 68.5% - -

営業利益 3,217 2,482 129.6% 4,800 9,000
経常利益 3,246 2,384 136.2% 4,500 8,100
当期（四半期）純利益 1,932 1,257 153.7% 2,600 4,700

営業ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 8,727 8,784 99.4% - 17,000
EPS（円） 5,446.40 3,530.04 154.3% - 13,243.45

EBITDA 5,345 6,819 78.4% - 19,000
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連結業績分析

営業ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ
8,727百万円

（前年同期比57百万円減）

【主なプラス要因】
税金等調整前当期純利益の増加
売掛金の減少
前受金の増加

【主なマイナス要因】
減価償却費の減少

営業収益
9,109百万円

（前年同期比1,969百万円減）

【主なプラス要因】
Horizons-1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、及び継続利用の減少
一部顧客の利用縮小、解約

前 年 同 期 比 主 な 増 減 要 因

【主なプラス要因】

減価償却費の減少

衛星寿命保険料の減少

その他売上原価の減少

営業利益
3,217百万円

（前年同期比734百万円増）
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サービス別連結収益サマリー

当第1四半期 前第1四半期 前年同期比

ネットワーク関連サービス 2,503 3,980 62.9%
映像関連サービス 6,501 6,972 93.2%
その他 104 125 83.2%
営業収益計 9,109 11,078 82.2%

（単位：百万円）

【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
【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
・一部顧客の利用縮小・解約

ﾈｯﾄﾜｰｸ関連ｻｰﾋﾞｽ

【主なマイナス要因】
・前年度におけるスポット案件（Horizons-1計上）の影響
・一部顧客の利用帯域縮小・解約

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CFの前期比減少要因：

・税金等調整前当期純利益の増加
862百万円

・売掛金の減少 835百万円
・減価償却費の減少 △2,279百万円

2006年6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 51,786百万円
・社債 19,592百万円
合 計 71,648百万円

前年同期比：約208億円増加

主要な設備投資：

・衛星調達関連 3,204百万円

主要な事業関連投資：

・Horizons-2 2,210百万円

当第1四半期 前第1四半期

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,727 8,784
税金等調整前当期純利益 3,246 2,384
減価償却費 1,984 4,263
法人税等の支払額 △ 1,093 △ 1,139
その他 4,589 3,276

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 8,410 △ 2,782
設備投資 △ 3,549 △ 4,335
事業関連投資 △ 2,210 △ 230
金融資産への投資等 △ 2,651 1,783

財務活動によるキャッシュ・フロー 569 △ 5,346
短期借入による収入 - -
短期借入金の返済による支出 - △ 3,000
長期借入による収入 2,210 -
長期借入金の返済による支出 △ 699 △ 1,082
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 △ 941 △ 871

現金及び現金同等物の期首残高 3,966 2,871
現金及び現金同等物の期末残高 4,846 3,544

（単位：百万円）
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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

（単位：百万円）

JSAT International Inc.
（連結対象子会社：当社持分100%） 341 140 120 120

㈱衛星ネットワーク
（連結対象子会社：当社持分92%） 1,058 93 93 53

㈱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%） 781 △ 166 △ 169 △ 169

㈱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%） 4,126 141 140 78

営業収益
当四半期
純利益

経常利益営業利益

＊JSAT International Inc. (JII）の数値は、1月～３月であります。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。
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JCSAT-10の打上概要

現在、東経128度で運用しているJCSAT-3号機
の後継機として打上予定。JCSAT-3号機は、CS
デジタル多チャンネル放送「スカイパーフェクTV！」
や国内外の通信に利用されている。

打上日時：
８月１２日（土）７時１４分５２秒（日本時間）
打上場所：
南米フランス領ギアナ クールー基地
打上ロケット：
Arian 5（アリアンスペース社）
衛星の主要諸元：

(1)型式 ：A2100AX 
（ロッキード・マーティン社）

(2)中継器本数 ：Kuバンド×30本
Cバンド×12本

(3)カバーエリア ：日本、東アジア、東南アジア
ハワイ、オセアニア

(４)軌道位置 ：東経128度で運用予定

衛星打上、運用状況について

JCSAT-110
(110°E)

JCSAT-R
(Backup)

JCSAT-4A
(124°E)

JCSAT-3
(128°E)

JCSAT-1B
(150°E)

JCSAT-5A
(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7月末現在)

※8/12JCSAT-10打上予定

通信衛星JCSAT-5A（調達時名称JCSAT-9)の運用開始

4月13日 打上成功

6月8日 衛星製造メーカーロッキード・マーティン社により正式引き渡し完了

7月 NTTドコモの衛星電話サービスにてSバンドの運用が開始
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衛星インターネットサービス等を活用した

デジタルデバイド解消への取り組み

○旭川医科大学と共同で行なった
遠隔医療の実証実験に成功

光ファイバーやADSLの利用が困難な世帯は
全国に約340万世帯※1

このような地域では、情報や医療機関の不足、教育の
問題など様々な問題が発生。

→衛星インターネットを活用した全国の山間部や
離島などブロードバンド未整備地域のブロード
バンド化に寄与

○鹿児島大学「コミュニティ・ブロードバンド プロジェクト」を支援

通信条件が不利な鹿児島県「小宝島」をJSATの衛星インターネットでブロードバンド化

※１. 出典：総務省次世代ブロードバンド構想2010より



11

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。
（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

。

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
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