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株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ



1

本日の説明内容

I. 経営統合の背景と目的

II. 経営統合の概要

III.経営統合の意義とシナジー効果

IV.統合グループの中期目標
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I. 経営統合の背景と目的
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スカパー！／JSATの現状
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JSAT

有料多チャンネルプラットフォーム
として国内最大の地位を獲得。
NTTとの連携によりFTTHによる
放送事業も本格展開を開始

JSATはアジア太平洋地域最大の
衛星保有会社。国内外の衛星通
信事業に加え、スカパー！の衛星
放送プラットフォーム事業をインフ
ラ面から一手に支えている

加入件数
400万件超
（総登録件数） 通信衛星

9機保有

スカパー！とJSATは成長する日本の
有料多チャンネル放送業界を担う両輪

スカパー！ 総登録件数の伸び

加入件数
（万件）
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欧米・日本の衛星放送の構造の違い

日本においては、プラットフォームと衛星運営が別会社で行われている

両者がそれぞれの事業範囲内で利益最大化を追求しており、総合的な
市場拡大の活動に限界あり

日本においては、プラットフォームと衛星運営が別会社で行われている

両者がそれぞれの事業範囲内で利益最大化を追求しており、総合的な
市場拡大の活動に限界あり

日本

番組制作・調達

編成・放送

プラットフォーム

衛星保有

受信機製造

スカパー！

JSAT

委託・役務事業者

番組供給事業者

SONY、Humaxなど

米国 英国 各国共通

DIRECTV

Echostar

CATV

SES

BSkyB
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経営統合の背景と目的

有料多チャンネル放送業界の
市場成長ポテンシャル

地上デジタル放送
の開始

IP放送の普及

FTTHインフラ
の普及

携帯電話の
高度化・メディア化

CATVの台頭

放送・通信をめぐる大きな環境変化
メディア間の競争激化

諸外国に比べ
未だ低い世帯普及率

多様なコンテンツ
嗜好の拡大

デジタルテレビ
の普及

メディア間競争に打ち勝ち、有料多チャンネル放送業界の成長ポ
テンシャルを現実化するための根本的な事業構造の改革が必要

メディア間競争に打ち勝ち、有料多チャンネル放送業界の成長ポ
テンシャルを現実化するための根本的な事業構造の改革が必要

スカパー！とJSATは持株会社体制のもと、両社の事業を統合スカパー！とJSATは持株会社体制のもと、両社の事業を統合
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II. 経営統合の概要
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経営統合までのスケジュール

共同株式移転方式により、スカパー！及びJSATは
持株会社の100%子会社となる形態で経営統合

共同株式移転方式により、スカパー！及びJSATは
持株会社の100%子会社となる形態で経営統合

2006年10月 基本合意書締結

2007年1月初旬（予定） 共同株式移転計画の作成

及び共同株式移転契約の締結

2007年2月初旬（予定） 共同株式移転に係る臨時株主総会

2007年3月末頃（予定） スカパー！／JSAT 上場廃止

2007年4月 （予定） 持株会社発足
持株会社株式の上場
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経営統合の方法

共同株式移転による持株会社の設立による経営統合共同株式移転による持株会社の設立による経営統合

持株会社の商号は
スカパー・JSAT株式会社
（英文表記: SKY Perfect JSAT Corporation）

100% 100%

事業子会社:
スカパー！

事業子会社:
JSAT

JSAT株主スカパー！株主

持株 会 社
スカパー・JSAT株式会社

企画戦略機能
グループ管理機能

等
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株式移転比率

共同株式移転により、スカパー！及びJSATの
既存株主は持株会社の株主となる

株式移転比率は、以下の通り

スカパー！株式1株に対する持株会社株式の割当株式数 1株

JSAT株式1株に対する持株会社株式の割当株式数 4株
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主な役員構成

持株会社（候補者）

代表取締役会長 秋山 政徳（ＪＳＡＴ）

代表取締役社長 仁藤 雅夫（スカパー！）

取締役 住友 裕郎（ＪＳＡＴ）

取締役 平林 良司（スカパー！）

事業子会社: スカパー！
代表取締役会長 篠木 廣幸

代表取締役社長 仁藤 雅夫

事業子会社: JSAT

代表取締役社長 磯崎 澄
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III. 経営統合の意義とシナジー効果
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経営統合により期待されるシナジー効果

１．DTH事業運営の最適化とDTH市場の更なる拡大１．DTH事業運営の最適化とDTH市場の更なる拡大

２．規模の拡大によるメディア横断的水平展開の強化２．規模の拡大によるメディア横断的水平展開の強化

３．持株会社機能の強化による更なるグループ展開へ３．持株会社機能の強化による更なるグループ展開へ
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シナジー効果１

DTH事業運営の最適化とDTH市場の更なる拡大

＜統合前＞

衛星運営とプラットフォーム事業で事業範囲が分断され、2社

がそれぞれの事業範囲内で「部分最適」を追求

衛星運営とプラットフォーム事業で事業範囲が分断され、2社

がそれぞれの事業範囲内で「部分最適」を追求

＜統合後＞

衛星運営とプラットフォームの一体化（垂直統合）・採算の一元

化により、衛星放送事業での「全体最適」を追求可能に

マーケティング強化によるＤＴＨ市場の一層の拡大

視聴者の満足度の更なる向上

－ 良質なコンテンツの維持・提供の強化

－ HD番組の充実

－ 便利で使いやすい高機能受信機 等

衛星運営とプラットフォームの一体化（垂直統合）・採算の一元

化により、衛星放送事業での「全体最適」を追求可能に

マーケティング強化によるＤＴＨ市場の一層の拡大

視聴者の満足度の更なる向上

－ 良質なコンテンツの維持・提供の強化

－ HD番組の充実

－ 便利で使いやすい高機能受信機 等
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DTH事業運営の最適化とDTH市場の拡大（１）

スカパー！とJSATがそ
れぞれの事業範囲内で
利益の最大化を追求

加入者・放送事業者へ
のサービス提供に限界

プラットフォームと衛星
運営・採算の一元化
加入者向けサービスの
向上

放送事業者への
サービス最大化
（加入件数拡大）
顧客満足度向上

現状 問題 解決策 成果

トランスポンダ
使用料

加入者

マーケティング

業務手数料

スカパー！ JSAT

放送事業者
統合前
（部分最適）

トランスポンダ
使用料

業務手数料

積極的なマーケティング
／ コンテンツ投資

加入者

放送事業者統合後
（全体最適）

スカパー！ JSAT
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DTH事業運営の最適化とDTH市場の拡大（２）

高画質への視聴者ニーズに応え、

2008年夏をめどに「Ｈ.264」* と「ＤＶＢ-Ｓ.２」*による124／128度のＨＤ化
（約10チャンネル）を開始

→ 2009年秋には20チャンネル程度の追加で、合計30チャンネル程度の
ＨＤ体制の構築

110度ＣＳにおけるＨＤ化の加速

放送事業者のＨＤ化を支援・推進する体制を構築可能

世界的に普及の見込まれる新しい伝送方式と圧縮方式を

採用し、従来方式と比較し大幅に少ない帯域でＨＤ放送が

可能に

* H.264とは・・・現行放送方式のMPEG-2が高機能化されたMPEG-4よりも更なる発展をとげた映像符号化方式で、より一層圧縮率を高めることが可能。

* DVB-S.2とは・・・世界の衛星事業者がテレビ放送やデータ送信に使用している伝送方式「DVB-S規格」と比べて、衛星回線の利用効率がチャネル･
コーディングや変調の進歩により約30％向上する次世代衛星伝送規格。
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DTH事業運営の最適化とDTH市場の拡大（３）

視聴者のニーズに迅速・的確に対応した商品の投入

－ハイスペックＤＶＲ、双方向対応等、高機能受信機の開発・提供

－良質なコンテンツの維持・提供の強化

©Getty Images/AFLO

※現在のスカパー！ＤＶＲ

※現在のスカパー！２ルームアンテナ

(C)月刊バレーボール
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シナジー効果２

規模の拡大による水平展開の強化

有料多チャンネル放送のリーディングカンパニーとし

ての地位確保により水平展開も強化

利益・ＣＦの大型化・安定化により Ｍ＆Ａ を含む

新規事業展開を加速

有料多チャンネル放送のリーディングカンパニーとし

ての地位確保により水平展開も強化

利益・ＣＦの大型化・安定化により Ｍ＆Ａ を含む

新規事業展開を加速
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規模の拡大による水平展開の強化（１）

統合新グループ

JSAT

FY05 営業収益
FY05 EBITDA

単純合算

820億円
50億円

440億円
190億円

1,260億円
240億円

マルチプラットフォーム
事業

DTH事業 衛星通信事業

スカパー！光
IP放送・VOD
モバイル

国内通信
グローバル
公共
移動体

スカパー！

スカパー！
（124/128）
スカパー！110事業内容

ＤＴＨで培われた
コンテンツを生かした

成長戦略
位置付け

コア事業としての
収益力拡大

安定的利益
創出
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規模の拡大による水平展開の強化（２）

地上波 レンタル 衛星 FTTH/CATV IP VOD モバイル

スカパースカパー！！

視聴者・消費者

JSATJSAT

新規事業

スカパー！光

有線系サービス

（→NTT連携強化）

レンタルSTB

DVR等

有線サービス

バックボーン

（→安定）

地上波
再送信

（→一体化）

コンテンツアグリゲーションの強化
放送事業者との関係強化（→更に強化）／コンテンツ投資(→資金力強化）／ハイビジョン化（→加速化）

新会社
営業収益： 1,260億円
ＥＢＩＴＤＡ： 240億円

新会社
営業収益： 1,260億円
ＥＢＩＴＤＡ： 240億円

コンテンツ

プラット

フォーム

伝送路

端末

ディスプレイ

（2005年度実績値 単純合算）
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シナジー効果３

持株会社機能の強化による更なるグループ展開へ

持株会社がグループ経営の全体最適を図るための企画、

運営、管理機能を統括し、グループ内の最適な資金計画・投

資計画等について機動的かつ柔軟に対応することで、効率的

なグループ経営が可能

第２ステップのグループ展開も視野に

持株会社がグループ経営の全体最適を図るための企画、

運営、管理機能を統括し、グループ内の最適な資金計画・投

資計画等について機動的かつ柔軟に対応することで、効率的

なグループ経営が可能

第２ステップのグループ展開も視野に
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持株会社機能強化による更なるグループ展開

＜第１段階＞

持株会社

プラットフォーム
事業

衛星通信
事業

有線事業 コンテンツ
事業

新規
事業

モバイル
事業

新規
事業

＜第２段階 (イメージ）＞

持株会社

スカパー！JSAT

子会社子会社 子会社

将来展開イメージ

顧客管理
事業
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通信事業の展開・拡大

国内・海外の衛星インフラの安定供給

– 社会インフラとして

– 衛星放送インフラとして

衛星優位領域へのビジネス拡大

– モバイルブロードバンド

– デジタルデバイド

– 防災

衛星の隣接・発展応用領域へ水平・垂直展開

国内・海外の衛星インフラの安定供給

– 社会インフラとして

– 衛星放送インフラとして

衛星優位領域へのビジネス拡大

– モバイルブロードバンド

– デジタルデバイド

– 防災

衛星の隣接・発展応用領域へ水平・垂直展開
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既存衛星通信事業の収益向上と衛星優位領域へ展開

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ

移動体／
モバイルユビキタス

公共

ﾘﾓｰﾄ
ｾﾝｼﾝｸﾞ

ｲﾝﾃﾙｻｯﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ
との戦略的提携
の拡大

政府機関
地方自治体

デジタルデバイド

陸・海・空域移動体ビジネス領域
モバイルブロードバンド環境

国内 海外 衛星隣接領域

測位

通信事業

衛星優位領域

衛星通信既存領域

発
展
応
用
領
域

衛
星
通
信

通信事業の展開・拡大

衛星+
光・無線
系の
組合せ
・補完
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公正性・中立性・透明性の確保に向けて

経営統合により、本グループでは衛星事業、プラットフォーム事業、CS放

送事業、有線放送事業、を兼営することとなるため、これまで以上に公正

性・中立性・透明性の確保に向けて自ら積極的に取り組んで参ります

■ 受託放送事業者・電気通信事業者として：

これまで通り、放送法・電気通信事業法など関連法令を遵守し、総務

大臣に届け出た提供条件による受託放送役務の提供、並びに約款に

よる電気通信役務の提供を行って参ります

■ プラットフォーム事業者として：

社団法人衛星放送協会によって設立されます「プラットフォームの在り

方に関する協議会」に参加し、現行の「衛星放送に関するプラット

フォーム業務に係るガイドライン」の見直しを検討して参ります

経営統合により、本グループでは衛星事業、プラットフォーム事業、CS放

送事業、有線放送事業、を兼営することとなるため、これまで以上に公正

性・中立性・透明性の確保に向けて自ら積極的に取り組んで参ります

■ 受託放送事業者・電気通信事業者として：

これまで通り、放送法・電気通信事業法など関連法令を遵守し、総務

大臣に届け出た提供条件による受託放送役務の提供、並びに約款に

よる電気通信役務の提供を行って参ります

■ プラットフォーム事業者として：

社団法人衛星放送協会によって設立されます「プラットフォームの在り

方に関する協議会」に参加し、現行の「衛星放送に関するプラット

フォーム業務に係るガイドライン」の見直しを検討して参ります
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Ⅳ.統合グループの中期目標
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統合グループの財務イメージ

（単位：億円）

2007年3月期業績見込み スカパー！（連結） ＪＳＡＴ（連結） 単純合算

営業収益 875 385 1,260

経常利益 10 102 112

当期利益 15 60 75

総資産（06年3月末） 1,331 1,697 3,028

時価総額　※ 1,414 1,007 2,421

※2006年3月末時点における発行済株式数（除く自己株式）と
　 2006年10月25日時点の株価から算出
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統合グループの中期目標イメージ

１．統合後のグループ事業計画は2007年3月末までに

策定予定。

スカパー！とJSATは各々中期事業計画について

見直し準備中。

２．中期目標イメージ（2011年）

加入者数 ７００～８００万件 （モバイル、IP放送等含む）

売上高 ２，０００～３，０００億円
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Disclaimer

本資料に記載されている将来の業績に関する計画、見通し、戦略などは、
現在入手可能な情報から得られた当社グループの経営者の判断にもとづ
いております。従いまして、これら業績見通しのみに全面的に依拠して投資
判断を下すことは控えられるようお願いいたします。実際の業績は、様々な
重要な要素により、これら業績見通しとは大きく異なる結果となりうることを
ご承知おき下さい。

＜本資料及び当社ＩＲに関するお問い合わせ先＞

ジェイサット㈱ 広報 IR部 TEL : 03-5219-7778

㈱スカイパーフェクト・コミュニケーションズ 広報・IR部 TEL : 03-5468-9400

本資料に記載されている将来の業績に関する計画、見通し、戦略などは、
現在入手可能な情報から得られた当社グループの経営者の判断にもとづ
いております。従いまして、これら業績見通しのみに全面的に依拠して投資
判断を下すことは控えられるようお願いいたします。実際の業績は、様々な
重要な要素により、これら業績見通しとは大きく異なる結果となりうることを
ご承知おき下さい。

＜本資料及び当社ＩＲに関するお問い合わせ先＞

ジェイサット㈱ 広報 IR部 TEL : 03-5219-7778

㈱スカイパーフェクト・コミュニケーションズ 広報・IR部 TEL : 03-5468-9400
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