
１．平成18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日） 

３．配当状況 

※ 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６ページ及び９ページを参照して下さい。 

    

平成19年３月期 個別中間財務諸表の概要 平成18年11月10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11月10日 配当支払開始日  平成18年12月8日 

単元株制度採用の有無 無     

(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９月中間期 16,573 △18.2 5,811 － 6,243 －

17年９月中間期 20,261 △0.7 381 △92.5 71 △98.6

18年３月期 40,123 △3.6 3,786 △61.2 4,169 △56.2

  中間(当期)純利益 
１株当たり中間
(当期)純利益 

  百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 3,592 － 10,122 67

17年９月中間期 △8,420 － △23,685 24

18年３月期 △9,320 － △26,240 10

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 354,892株 17年９月中間期 355,515株 18年３月期 355,204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、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

(2)財政状態  

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

  百万円 百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 167,379 84,234 50.3 237,351 83

17年９月中間期 152,204 85,714 56.3 241,521 03

18年３月期 164,653 83,585 50.8 235,522 66

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 354,892株 17年９月中間期 354,893株 18年３月期 354,892株 

  ②期末自己株式数 18年９月中間期 1,525株 17年９月中間期 1,525株 18年３月期 1,525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 

    百万円  百万円 百万円  百万円

通 期   34,700   9,500 9,800 5,700 

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期）  16,061円20銭 

・現金配当 １株当たり配当金（円）

 中間期末 期末 年間

18年3月期 3,000 3,000 6,000

19年3月期（実績） 3,000 －
6,000

19年3月期（予想） － 3,000
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Ⅴ．【中間財務諸表等】 
(1)【中間財務諸表】 

 ①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号 

金額（千円) 
構成比
（％）

金額（千円) 
構成比
（％）

金額（千円) 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金  1,974,493   2,054,973   2,427,827   

２．売掛金  1,328,453   957,547   2,118,447   

３．有価証券  1,247,308   12,996,489   8,061,124   

４．たな卸資産  182,358   210,563   111,004   

５．短期貸付金  10,000,000   7,400,000   9,300,000   

６．その他  8,303,565   3,713,309   3,740,595   

貸倒引当金  △56,395   △26,043   △25,575   

流動資産合計   22,979,783 15.1  27,306,839 16.3  25,733,423 15.6 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

（1）建物  2,568,247   2,405,931   2,465,415   

（2）構築物  541,668   502,525   520,274   

（3）空中線設備  550,969   706,979   580,492   

（4）機械及び装置  4,371,467   3,329,682   2,077,234   

（5）通信衛星設備  40,677,847   76,740,878   33,326,585   

（6）工具、器具及
び備品  204,225   211,444   193,463   

（7）土地  2,335,836   2,332,636   2,335,836   

（8）建設仮勘定  31,684,879   7,706,341   45,653,248   

計  82,935,141   93,936,422   87,152,550   

２．無形固定資産  2,734,267   970,316   618,729   

３．投資その他の資産           

（1）投資有価証券 ※2 31,084,203   27,864,968   34,220,232   

（2）関係会社株式  7,924,090   5,324,090   5,324,090   

 (3) 繰延税金資産  －   9,386,546   7,983,199   

（4）その他  5,079,581   2,847,842   3,938,169   

貸倒引当金  △532,225   △257,480   △316,846   

計  43,555,648   45,165,967   51,148,845   

固定資産合計   129,225,057 84.9  140,072,705 83.7  138,920,124 84.4 

資産合計   152,204,840 100.0  167,379,544 100.0  164,653,548 100.0 
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前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号 

金額（千円) 
構成比
（％）

金額（千円) 
構成比
（％）

金額（千円) 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金  63,525   15,412   135,172   

２．短期借入金 ※2,4 6,947,911   11,682,984   9,615,492   

３．一年以内償還予定
社債 

  －   19,592,000   19,592,000   

４．衛星移行費用引当
金 

  3,216,559   493,386   573,426   

５．事業整理損失引当
金 

  －   397,699   419,375   

６．その他 ※5 7,662,953   13,741,575   10,598,900   

流動負債合計   17,890,949 11.8  45,923,057 27.5  40,934,366 24.8 

Ⅱ 固定負債           

１．転換社債  19,592,000   －   －   

２．長期借入金 ※2 27,163,584   33,886,240   36,702,732   

３．退職給付引当金  1,042,849   1,041,017   1,088,450   

４．役員退職慰労引当
金  76,803   72,293   89,425   

５．事業整理損失引当
金  －   1,265,346   1,453,358   

６．その他  724,529   957,204   799,990   

固定負債合計   48,599,766 31.9  37,222,102 22.2  40,133,957 24.4 

負債合計   66,490,716 43.7  83,145,160 49.7  81,068,323 49.2 

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   53,769,570 35.4  － －  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  7,490,469   －   7,490,469   

資本剰余金合計   21,260,821 14.0  － －  21,260,821 12.9 

Ⅲ 利益剰余金           

１．中間（当期）未処 
 分利益  9,353,341   －   7,388,514   

利益剰余金合計   9,353,341 6.1  － －  7,388,514 4.5 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   1,722,127 1.1  － －  1,558,180 0.9 

Ⅴ 自己株式   △391,736 △0.3  － －  △391,863 △0.2 

資本合計   85,714,124 56.3  － －  83,585,224 50.8 

負債資本合計   152,204,840 100.0  － －  164,653,548 100.0 
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前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号 

金額（千円) 
構成比
（％）

金額（千円) 
構成比
（％）

金額（千円) 
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金   － －  53,769,570 32.1  － － 

２．資本剰余金           

(1)資本準備金  －   13,770,352   －   

(2)その他資本剰余金   －   7,490,469   －   

資本剰余金合計   － －  21,260,821 12.7  － － 

３．利益剰余金           

(1) その他利益剰余金           

 繰越利益剰余金  －   9,916,295   －   

利益剰余金合計   － －  9,916,295 5.9  － － 

４. 自己株式   － －  △391,863 △0.2  － － 

株主資本合計   － －  84,554,824 50.5  － － 

Ⅱ  評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金   － －  △566,990 △0.3  － － 

２．繰延ヘッジ損益   － －  246,551 0.1  － － 

評価・換算差額等合
計   － －  △320,439 △0.2  － － 

純資産合計   － －  84,234,384 50.3  － － 

負債純資産合計   － －  167,379,544 100.0  － － 
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 ②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前事業年度の要約損益計算書 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

区分 
注記番
号 

金額（千円) 
百分比 
（％） 

金額（千円) 
百分比
（％）

金額（千円) 
百分比 
（％） 

Ⅰ 営業収益   20,261,345 100.0  16,573,280 100.0  40,123,825 100.0 

Ⅱ 営業原価  ※5  17,057,973 84.2  8,109,126 48.9  30,412,001 75.8 

営業総利益   3,203,372 15.8  8,464,153 51.1  9,711,824 24.2 

Ⅲ 販売費及び一般
管理費  

※5  2,821,721 13.9  2,652,746 16.0  5,925,034 14.8 

営業利益   381,650 1.9  5,811,406 35.1  3,786,789 9.4 

Ⅳ 営業外収益 ※1  431,717 2.1  617,037 3.7  1,203,625 3.0 

Ⅴ 営業外費用 ※2,5   742,099 3.6  184,872 1.1  821,036 2.0 

経常利益   71,268 0.4  6,243,571 37.7  4,169,378 10.4 

Ⅵ 特別利益 ※3  94,619 0.4  － －  1,141,675 2.8 

Ⅶ 特別損失 
※4,5, 

  7 
 14,220,745 70.2  25,182 0.2  19,650,010 48.9 

税引前中間（当
期）純利益又は
純損失(△) 

  △14,054,857 △69.4  6,218,389 37.5  △14,338,956 △35.7 

法人税、住民税
及び事業税 

※6 △5,634,393     2,625,931     2,351,854     

法人税等調整
額 

  － △5,634,393 △27.8 － 2,625,931 15.8 △7,370,198 △5,018,344 △12.5 

中間（当期）純
利益又は純損失
(△) 

  △8,420,464 △41.6  3,592,457 21.7  △9,320,611 △23.2 

前期繰越利益   17,773,805   －   17,773,805  

中間配当額   －   －   1,064,679  

中間（当期）未
処分利益   9,353,341   －   7,388,514  
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 ③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

（単位：千円） 

(注)平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

株主資本  

 資本金 

資本剰余金  利益剰余金

自己株式  
株主資本  
合計   資本 

準備金 

その他  
資本  
剰余金  

資本  
剰余金  
合計  

その他利益剰
余金 利益  

剰余金  
合計  

繰越利益  

剰余金  

平成18年３月31日 残高  53,769,570 13,770,352 7,490,469 21,260,821 7,388,514 7,388,514 △391,863 82,027,043 

中間会計期間中の変動額          

剰余金の配当 (注)     △1,064,677 △1,064,677  △1,064,677 

中間純利益     3,592,457 3,592,457  3,592,457 

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額） 

        

中間会計期間中の変動額合

計     
    2,527,780 2,527,780  2,527,780 

平成18年９月30日 残高 53,769,570 13,770,352 7,490,469 21,260,821 9,916,295 9,916,295 △391,863 84,554,824 

  

評価・換算差額等 

純資産合計 その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年３月31日 残高 1,558,180 -  1,558,180 83,585,224 

中間会計期間中の変動額     

剰余金の配当 (注) 

  
   △1,064,677

中間純利益    3,592,457

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額） 

△2,125,171 246,551 △1,878,619 △1,878,619 

中間会計期間中の変動額合計 △2,125,171 246,551 △1,878,619 649,160 

平成18年９月30日 残高 △566,990 246,551 △320,439 84,234,384 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

１．資産の評価基準及び評

価方法 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 

子会社及び関連会社株式 子会社及び関連会社株式 子会社及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 同左 同左 

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格
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） 

 中間決算日の市場価格
等に基づく時価法（評価
差額は全部純資産直入法
により処理し、売却原価
は移動平均法により算
定） 

 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）  

 時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 同左 同左 

 (2）デリバティブ (2）デリバティブ (2）デリバティブ 

 時価法 同左 同左 

 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 

   商品   商品   商品 

     移動平均法による原価法によっ

ております。 

同左 同左 

 仕掛品 仕掛品  
  個別法による原価法によってお

ります。 

同左 ──────

 貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

 個別法による低価法によって

おります。 

同左 同左 

２．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 (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。 

 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 ： ２～15年

工具、器具及び

備品 
： ２～15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 ： ５～９年

通信衛星設備 ： 10～15年

工具、器具及び

備品 
： ２～15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、当中

間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 

3,914,264千円増加し、営業利益

は3,784,272千円減少、経常利益

は3,914,264千円減少、税引前中

間純損失は3,914,264千円増加し

ております。 

 （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。 

 

-45-



項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(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  (2）無形固定資産  (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。 

定額法によっております。 

  なお、のれんについては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。 

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。 

３．引当金の計上基準 （1）貸倒引当金 （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 同左 

 (2）退職給付引当金 (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、当

中間会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上し

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、当

中間会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上し

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年～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 (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、当社内規に基づく当

中間期末要支給見積額を計上し

ております。 

同左  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。 

 (4）衛星移行費用引当金 (4）衛星移行費用引当金 (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ＪＣＳＡ

Ｔ－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

ンテナ振向費用の見積額を衛星

移行費用引当金に計上しており

ます。 

  通信衛星ＪＣＳＡＴ－１Ｂの

障害に伴い、通信衛星ＪＣＳＡ

Ｔ－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

ンテナ振向費用の中間決算日以

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。 

  通信衛星ＪＣＳＡＴ－１Ｂの

障害に伴い、通信衛星ＪＣＳＡ

Ｔ－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。 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

 ────── (5）事業整理損失引当金 (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。 

同左 

４．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、中間

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。 

同左  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。 

５．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 同左 

６．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 (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。 

 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に

ついては振当処理を採用してお

ります。 

 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。 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (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。 

 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

替予約取引を用いております。 

 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。 

 (3）ヘッジ方針 (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 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 (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 同左 

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

(1）収益の計上基準 (1）収益の計上基準 (1）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 同左 

 (2）消費税等の会計処理 (2）消費税等の会計処理 (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。 

同左 同左 

 (3）連結納税制度の適用 

 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。 

-47-



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

前事業年度 

(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) 

 当中間会計期間より、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。これにより税引前

中間純損失は9,274,998千円増加して

おります。 

 なお、減損損失累計額については、

改正後の中間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。 

──────  (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。  

────── (役員賞与に関する会計基準) 

 当中間会計期間より、「役員賞与

に関する会計基準」(企業会計基準

第４号 平成17年11月29日)を適用

しております。これによる損益への

影響は軽微であります。 

────── 

────── (貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準) 

 当中間会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」(企業会計基準第５号 

平成17年12月９日)及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針(企業会計基準

適用指針第８号 平成17年12月９

日)を適用しております。 

 従来の「資本の部」の合計に相

当する金額は83,987,833千円であ

ります。なお、当中間会計期間に

おける中間貸借対照表の純資産の

部については、中間財務諸表等規

則の改正に伴い、改正後の中間財

務諸表等規則により作成しており

ます。 

────── 
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表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

 「関係会社株式」は、前中間会計期間まで、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、当中間期末において資産の総額の100分の５を超え

たため区分掲記いたしました。 

 なお、前中間期末の「関係会社株式」の金額は、

6,688,890千円です。 

 「繰延税金資産」は、前中間会計期間まで、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、当中間期末において資産の総額の100分の５を超え

たため区分掲記いたしました。 

 なお、前中間期末の「繰延税金資産」の金額は、

258,374千円です。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前事業年度末 

（平成18年３月31日） 

※1 有形固定資産の減価償却累計額 

  112,636,631千円 

※1 有形固定資産の減価償却累計額 

  104,521,850千円 

※1 有形固定資産の減価償却累計額 

  119,639,485千円 

※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。 

 担保付債務は次のとおりであります。 

（1年以内に返済予定のものを含む）  

投資有価証券 13,953,420千円 

長期借入金 5,694,280千円 

※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。 

 担保付債務は次のとおりであります。 

（1年以内に返済予定のものを含む）  

投資有価証券 10,363,158千円 

長期借入金 3,688,660千円 

※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。 

 担保付債務は次のとおりであります。 

（1年以内に返済予定のものを含む）  

投資有価証券 13,577,148千円 

長期借入金 3,688,660千円 

 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。 

 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。 

  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  

International 

Inc. 

823,263 

（7,272 

 千USドル） 

15,849,400 

（140,000 

 千USドル） 

保証先 
金額（千円） 

保証債務 保証限度額

JSAT  

International

Inc. 

8,175,769 

（69,350 

 千USドル）

16,504,600 

（140,000 

 千USドル）

保証先 
金額（千円） 

保証債務 保証限度額

JSAT  

International 

Inc. 

3,856,960 

（32,833 

 千USドル） 

16,445,800 

（140,000 

 千USドル）

 上記は外貨建保証債務であり、中間期末

日の為替相場により円換算しております。 

 上記は外貨建保証債務であり、中間期末

日の為替相場により円換算しております。 

 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 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中間会

計期間末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。 

※4 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中間会

計期間末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。 

※4 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 

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 

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 

※5 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の

うえ、金額的重要性が乏しいため、流動負

債「その他」に含めて表示しております。 

※5 消費税等の取扱い 

同左 
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日) 

※1 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 49,458千円 

有価証券利息 129,333千円 

受取配当金 205,518千円 

解除料収入 18,160千円 

※1 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 73,817千円 

有価証券利息 114,728千円 

受取配当金 168,726千円 

為替差益 179,762千円 

雑収入 69,845千円 

※1 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 121,084千円 

有価証券利息 223,093千円 

受取配当金 228,074千円 

為替差益 278,751千円 

解除料収入 33,722千円 

出資金評価益 232,267千円 

※2 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 199,836千円 

為替差損 142,402千円 

減価償却費 369,010千円 

(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。) 

※2 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 168,528千円 

※2 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 375,645千円 

減価償却費 369,010千円 

(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。) 

※3 特別利益のうち主要なもの 

投資有価証券売却益 94,619千円 

────── 
   

※3 特別利益のうち主要なもの 

投資有価証券売却益 80,315千円 

損害保険料収入 1,061,359千円 

（特別利益に計上した損害保険料収入

は、通信衛星JCSAT-1Bの障害に伴う、当

該通信衛星の損害保険料であります。） 

※4 特別損失のうち主要なもの 

投資有価証券評価損 18,409千円 

減損損失 9,274,998千円  

通信衛星障害損失 4,927,336 千円 

（特別損失に計上した通信衛星障害損失

は、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3,296,179千円及び通信衛星JCSAT-

1Bのバックアップを行った予備通信衛星J

CSAT-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1,631,156千円であり

ます。） 

※4 特別損失のうち主要なもの 

投資有価証券償還損 21,982千円 

減損損失 3,200千円 

※4 特別損失のうち主要なもの 

投資有価証券評価損 39,852千円 

投資有価証券売却損 125,656千円 

減損損失 9,274,998千円  

通信衛星障害損失 3,315,363千円  

事業整理損 6,663,619千円 

貸倒引当金繰入 145,476千円 

特別退職金 85,043千円 

（特別損失に計上した通信衛星障害損失

は、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J

CSAT-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1,304,925千円であり

ます。 

  事業整理損は、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。）

※5 減価償却実施額 

有形固定資産 13,468,744千円 

無形固定資産 349,736千円 

※5 減価償却実施額 

有形固定資産 4,205,217千円 

無形固定資産 79,280千円 

※5 減価償却実施額 

有形固定資産 21,419,352千円 

無形固定資産 729,633千円 

※6 法人税、住民税及び事業税 

 当中間会計期間における税金費用につ

いては、簡便法による税効果会計を適用

しているため、法人税等調整額は「法人

税、住民税及び事業税」に含めて表示し

ております。 

※6 法人税、住民税及び事業税 

同左 
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前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日) 

 ※7 減損損失 

 (１) 減損損失を認識した資産又は資産グ

ループ 

(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。 

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 

 ※7 減損損失 

 (１) 減損損失を認識した資産又は資産グ

ループ 

(２)減損損失を認識するに至った経緯 

当社は、遊休資産について、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 

 土地の帳簿価額の減少額3,200千円を減

損損失として特別損失に計上しておりま

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。 

(５)回収可能価額の算定方法 

 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。 

場所 用途 種類 

 茨城県桜川市 遊休資産 土地 

 ※7 減損損失 

 (１) 減損損失を認識した資産又は資産グ

ループ 

(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。 

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 

(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。 

(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)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。 

(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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（中間株主資本等変動計算書関係） 

 当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  
前事業年度末株式数

（株） 

当中間会計期間増加

株式数（株） 

当中間会計期間減少 

株式数（株） 

当中間会計期間末株

式数（株） 

   普通株式  1,525.5 －   －  1,525.5 

合計 1,525.5 －  －  1,525.5 
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（リース取引関係） 

＜借主側＞ 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(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

中間期末残高相当額 

(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

中間期末残高相当額 

(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 

中間期末

残高相当

額 

 （千円） （千円） （千円） 

機械及

び装置 
382,379 236,581 145,797 

工具、

器具及

び備品 

7,635 5,514 2,120 

合計 390,014 242,096 147,918 

 
取得価額

相当額 

減価償却

累計額相

当額 

中間期末

残高相当

額 

 （千円） （千円） （千円）

機械及

び装置 
508,481 234,874 273,607

合計 508,481 234,874 273,607

 
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）未経過リース料中間期末残高

相当額 

(2）未経過リース料中間期末残高

相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当

額 

１年内 123,400千円 

１年超 24,260千円 

 合計 147,661千円 

１年内 76,242千円

１年超 198,888千円

 合計 275,131千円

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 

(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 63,659千円 

減価償却費相当額 61,741千円 

支払利息相当額 1,699千円 

支払リース料 76,534千円 

減価償却費相当額 69,581千円 

支払利息相当額 8,112千円 

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 (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 同左 

(5）利息相当額の算定方法 (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。 

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 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 未経過リース料 

１年内 423,736千円 

１年超 1,483,076千円 

 合計 1,906,813千円 

１年内 423,736千円

１年超 1,059,340千円

 合計 1,483,076千円

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＞ 

前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

前事業年度 

(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

額及び中間期末残高 

 (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) 

中間期末
残高 
（千円） 

通信衛星
設備 

3,268,817 2,741,588 527,228 

合計 3,268,817 2,741,588 527,228 

   

 

  

 ────── 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額  (2）未経過リース料期末残高相当額 

１年内 572,840千円 

合計 572,840千円 

   

 ────── 

(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 831,000千円 

減価償却費 632,674千円 

受取利息相当額 23,933千円 

 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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（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前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。 

（１株当たり情報） 

 中間連結財務諸表を作成しているため、１株当たり情報の注記を省略しております。 
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（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

──────  持株会社設立による経営統合の基本合

意について 

  

当社及び株式会社スカイパーフェク

ト・コミュニケーションズ（以下、

「スカパー！」といいます。）は平成

18年10月26日開催のそれぞれの取締役

会による決議において、今後の共同株

式移転計画の作成及び共同株式移転契

約の締結、臨時株主総会の承認決議並

びに関係官庁等の確認その他所要の手

続きを経ることを前提として、株式移

転により、両社の完全親会社となる持

株会社、スカパー・ＪＳＡＴ株式会社

（以下、「持株会社」といいます。）

を設立し、その傘下で経営統合（以

下、「本経営統合」といいます。）を

行うことを決定し、基本合意書を締結

致しました。  

１．本経営統合の目的 

 相互の尊重と対等な精神のもとに両

社の経営資源を統合し、シナジー効果

の発現により、日本における有料多チ

ャンネル放送の更なる市場拡大を図る

とともに、通信・放送の融合を見据え

た総合的な事業の拡大と経営の効率化

を通じて企業価値を最大限に高めるこ

とを目的とします。 

２．本経営統合の概要 

(１)本経営統合のスキーム 

 当社及びスカパー！は平成19年２月

に開催予定のそれぞれの臨時株主総会

及び関係官庁等の確認を前提に、当社

及びスカパー！を完全子会社とする共

同株式移転を行う方法で両社の完全親

会社を設立することにより、平成19年

４月２日を目処として、持株会社体制

に移行し、両社の経営を統合すること

を予定しております。なお、今後、手

続を進める中で、やむを得ない状況が

生じた場合は、両社協議の上、共同株

式移転による経営統合のスキームを変

更することがあります。 

           ────── 
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前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

 (２)本経営統合のスケジュール 

 平成19年１月初旬(予定) 

  共同株式移転計画の作成及び共同株 

   式移転計画の締結(両社) 

 平成19年２月初旬(予定) 

  株式移転承認に係る臨時株主総会  

  (両社) 

 平成19年３月27日(予定) 

  両社株式上場廃止日 

 平成19年４月２日(予定) 

  持株会社設立登記日・持株会社株式

上場日 

 平成19年５月中旬(予定) 

  株券交付日(持株会社) 

 なお、今後、手続を進める中で、やむ

を得ない状況が生じた場合は、両社協議

の上、日程を変更することがあります。

(３)株式移転比率 

 株式移転に際して両社の株式に割り当

てる持株会社の普通株式数の比率(株式

移転比率)を、以下の通りと致します(以

下「本株式移転比率」といいます。)。 

  

 これにより、当社の普通株式１株に対

し、持株会社の普通株式４株を、スカパ

ー！の普通株式１株に対し、持株会社の

普通株式１株を、それぞれ割り当てま

す。 

 本株式移転比率につきましては、当社

はメリルリンチ日本証券株式会社を、ス

カパー！はモルガン・スタンレー証券株

式会社をファイナンシャル・アドバイザ

ーにそれぞれ任命し、本株式移転比率に

対する第三者機関としての評価を依頼し

ました。両ファイナンシャル・アドバイ

ザーはそれぞれ市場株価分析、ＤＣＦ

(ディスカウントキャッシュフロー)分析

等を用いて両社の企業・株式価値を算定

し、その評価を踏まえ、両社が交渉・協

議を行い決定致しました。 

 但し、上記株式移転比率は、算定の基

礎となる諸条件に重大な変更が生じた場

合は、両社協議の上、変更することがあ

ります。 

会社名 当社 スカパー！

株式移転比率 4 1 
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前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

  ３．スカパー！(連結)の概要(平成18年

３月末現在) 

 ４．持株会社の概要(予定) 

（１）商号 

 スカパー・ＪＳＡＴ株式会社 

 【英文名:ＳＫＹ Ｐｅｒｆｅｃｔ ＪＳ

ＡＴ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ】 

（２）事業内容 

 －グループの全体最適を図るための企

画、運営、管理等を行い、各社の権限と

責任を明確にしたうえで、業務執行を管

理・統括し、グループ全体の経営を統括

する。 

 －グループの経営資源を有効活用し、

利益成長を促進させるとともに統合効果

を早期に実現させる視点からグループ経

営戦略を策定し、これを実行する。 

（３）本店所在地 

 未定 

    

(1)商号 
株式会社スカイパーフェクト・

コミュニケーションズ 

(2)事業概要 
有料多チャンネル放送プラット

ホームサービス 

(3)設立年月日 1994年11月  

(4)本店所在地  東京都渋谷区 

(5)代表者  代表取締役社長 仁藤 雅夫  

(6)資本金  50,083百万円  

(7)発行済株式

総数  
 2,270,365株 

(8)株主資本  93,999百万円  

(9)総資産  133,171百万円  

(10)決算期  ３月31日  

(11)従業員数  468名  

(12)主要取引

先  

株式会社ペイ・パー・ビュー・

ジャパン  

(13)大株主及び

持株比率  

株式会社ソニー・放送

メディア 
12.47% 

株式会社フジテレビジ

ョン 
12.47% 

伊藤忠商事株式会社

(みずほ信託退職給付

信託(伊藤忠商事口再

信託受託者資産管理サ

ービス信託)を含む) 

12.47% 

ジェイサット株式会社 6.91% 

株式会社東京放送  5.68% 
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前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

 （４）取締役及び監査役候補者  

（５）資本金 

 未定 

（６）発行予定株式数 

 設立時発行予定株式数 

 普通株式3,696,037株 

（７）決算期 

 ３月31日 

（８）会計監査人 

 監査法人トーマツ 

役職  氏名  現職  

代表取締役会長秋山 政徳 

ジェイサット(株)

取締役 専務執行

役員 

代表取締役社長仁籐 雅夫 

(株)スカイパーフ

ェクト・コミュニ

ケーションズ代表

取締役社長  

取締役 住友 裕郎 
ジェイサット(株)

上級執行役員 

取締役 平林 良司 

(株)スカイパーフ

ェクト・コミュニ

ケーションズ常務

取締役  
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