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

※ 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 中間決算短信（連結） 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 

親会社等の名称 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショズ株式会社 

親会社等における当社の議決権所有比率 17.8% 

米国会計基準採用の有無 無 

(1）経営成績（連結）の進捗状況 （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 中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 18,544 △15.7 6,302 － 6,557 － 3,853 －

17年９月中間期 21,996 0.9 △93 － △830 － △9,153 －

18年３月期 43,952 △1.0 2,636 △67.3 2,309 △69.3 △7,928 －

 
１株当たり 

中間(当期)純利益 
潜在株式調整後１株当たり

中間(当期)純利益 

 円 銭 円 銭

18年９月中間期 10,858 23 10,103 19

17年９月中間期 △25,747 51 － －

18年３月期 △22,320 52 － －

（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 △145百万円 17年９月中間期 △290百万円 18年３月期 △447百万円 

  ②期中平均株式数（連結） 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 

  ③会計処理の方法の変更 無 

  ④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)連結財政状態  

  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 176,310 83,875 47.5 235,790 86

17年９月中間期 151,778 82,660 54.5 232,915 34

18年３月期 169,733 82,888 48.8 233,559 08

（注） 期末発行済株式数（連結） 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 

(3)連結キャッシュ・フローの状況  

  
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による
キャッシュ・フロー 

財務活動による
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円

18年９月中間期 12,800 △15,845 2,152 3,065

17年９月中間期 13,057 △10,782 △1,406 3,777

18年３月期 22,310 △33,902 12,606 3,966

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 2社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 3社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 0社 （除外） 0社 持分法（新規） 0社 （除外） 0社

２．平成19年３月期の連結業績予想（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 38,500 10,200 10,200 6,000

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 16,906円53銭   
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Ⅰ．企業集団の状況 
 当社グループは、電気通信事業者であるジェイサット㈱（当社）を核として、子会社２社、持分法適用関連会社３社

より構成されており、その他の関係会社が１社あります。当社グループは、通信衛星によるネットワーク関連サービ

ス、映像関連サービスを主たる業務としております。 

平成18年９月30日現在の事業の系統図は、次のとおりです。 

 ※１連結子会社 

 ※２持分法適用関連会社 

 ※３その他の関係会社 

 ※４Horizons Satellite Holdings LLCの連結子会社 
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Ⅱ．経営方針 

 (ａ）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、衛星という社会性の高いインフラストラクチャーを保有し、この資産を通じて開拓した様々なサー

ビスを提供するために存在するという経営理念を掲げ、株主の皆様、お客様、社会、従業員など、すべてのステークホ

ルダーにとって存在価値のある企業を目指しております。 

 また、当社グループは、平成15年10月に策定しましたコーポーレートスローガン

「JSAT, Creating Satellite Solutions」のもと、当社グループのコアコンピタンスを①衛星・映像ソリューション提

供力及び ②放送・通信融合ソリューション提供力と定め、このコアコンピタンスを活かしたお客様のビジネス発展への

貢献を実現し、企業価値の増大を図って参ることを基本としております。 

 (ｂ）会社の利益配分に関する基本方針 

 当社の利益配分につきましては、①企業価値の極大化を念頭に、健全な財務体質の維持及び積極的な事業展開に備え

るための内部留保の充実等を勘案し、②業績に連動しつつ、かつ③長期に当社株式を保有していただく株主の皆様のご

期待にお応えするため、長期安定的な配当を継続することを基本方針としております。 

 なお、当期につきましても、この基本方針に基づき、１株当たり6,000円の年間配当を実施したいと考えております。

 (ｃ）目標とする経営指標 

 当社グループは、キャッシュ・フローの増大による企業価値向上を目指しており、かつ通信業界における国際間企業

比較がＥＢＩＴＤＡによるものが一般的であることから、経営指標としてＥＢＩＴＤＡ（当期（中間）純利益に支払利

息、法人税等、減価償却費等の償却費、減損損失を加算した数値）を重視して、経営を行っております。また同時にＲ

ＯＥ（株主資本利益率）の向上による株主満足度の向上を目標としております。 

 (ｄ）会社の対処すべき課題と中長期的な会社の経営戦略 

 当社は、日本における有料多チャンネル放送の更なる市場拡大及び国内外の衛星通信・衛星放送インフラの更なる発

展のため、㈱スカイパーフェクト・コミュニケーションズと経営資源を統合し、経営の効率化及びシナジー効果の発現

により企業価値を最大限に高めることを目的として、経営統合することで基本合意いたしました。 

 平成19年１月に共同株式移転計画を作成し共同株式移転契約を締結した後、同年２月に臨時株主総会を開催し、株主

様の御承認をいただき、関係官庁の確認等必要な手続を経ることを前提として同年４月に両社の完全親会社となる持株

会社を設立する予定です。 

 当面の最重要課題は、この経営統合を円滑に実現することであり、鋭意準備を進めて参ります。  

  

 (ｅ）その他、会社の経営上の重要な事項 

①通信衛星ＪＣＳＡＴ－５Ａの打ち上げ 

 当社は、平成18年４月13日、通信衛星９号機の打ち上げを行ない、無事に成功いたしました。当該衛星は、東経132度

においてＮ－ＳＴＡＲａの後継機として同年６月８日に正式引き渡しを完了し、ＪＣＳＡＴ－５Ａと命名され、運用を

開始致しました。 

②通信衛星ＪＣＳＡＴ－３Ａの打ち上げ 

 当社は、平成18年８月12日、通信衛星10号機の打ち上げを行ない、無事に成功いたしました。当該衛星は、東経128度

においてＪＣＳＡＴ－３の後継機として同年９月25日に正式引き渡しを完了し、ＪＣＳＡＴ－３Ａと命名され、運用を開

始致しました。  
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Ⅲ．経営成績及び財政状態 

(１）経営成績 

①当中間連結会計期間の状況 

 当中間連結会計期間のわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の増加など民間需要に支えられ、好調を維持しまし

たが、個人所得の伸び悩みから消費経済の回復には遅れがみられました。 

  このような状況下、当社グループの当中間連結会計期間の経営成績は以下のようになりました。 

連結業績の推移 

                                                   （単位：百万円） 

（注１）１株当たり中間純利益（△損失）は、期中平均株数に基づき算出しております。 

当社は第21期及び第22期に自己株式を取得、第22期に自己株式を消却しておりますので、期中平均株数が減少し

ております。 

（注２）当社ではＥＢＩＴＤＡを、中間純利益（△損失）に支払利息、法人税等、減価償却費等の償却費、減損損失を加

算して算出しております。 

（注３）ＥＢＩＴＤＡマージンは営業収益に対するＥＢＩＴＤＡの比率です。 

  

サービス別連結営業収益の推移 

                                                  （単位：百万円） 

区分 
第21期 

（平成17年３月期） 

中間 

第22期 
（平成18年３月期） 

中間 

第23期 
（平成19年３月期） 

中間 

営業収益 21,809 21,996 18,544 

営業利益(△損失) 4,311 △93 6,302 

経常利益(△損失) 4,286 △830 6,557 

中間純利益(△損失) 2,316 △9,153 3,853 

１株当たり中間純利益(△損失)（円） 6,413.67 △25,747.51 10,858.23 

期中平均株数 361,252 355,515 354,892 

営業キャッシュ・フロー 13,936 13,057 12,800 

ＥＢＩＴＤＡ 12,917 8,546 11,414 

ＥＢＩＴＤＡマージン 59.2% 38.9% 61.6%  

区分 
第21期

（平成17年３月期） 

中間 

第22期
（平成18年３月期） 

中間 

第23期 
（平成19年３月期） 

中間 

ネットワーク関連サービス 7,968 8,371 5,388 

映像関連サービス 13,549 13,367 12,939 

その他 290 257 216 

合計 21,809 21,996 18,544 
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 当中間連結会計期間の営業収益は、前中間連結会計期間と比べ、3,452百万円減の18,544百万円となりました。これ

は主に以下の理由によるものです。 

 

 ネットワーク関連サービス  

 ・増収要因：Ｈｏｒｉｚｏｎｓ－１サービスの拡大           

 ・減収要因：一部顧客の利用縮小・解約 

  映像関連サービス 

 ・減収要因：一部顧客の利用減少 

 

 営業原価は前年同期と比べ9,258百万円減の9,227百万円となりました。これは、前年同期は通信衛星の減価償却の耐

用年数を燃料寿命によるものから燃料寿命と設計寿命のいずれか短い方を選択することに変更したことによる追加の減

価償却費を計上したこと及び前期末に償却終了した通信衛星の代替機は当中間期中からの稼動となったことにより減価

償却費が7,484百万円減少したことが主な要因です。この結果、営業総利益は前年同期と比べて5,805百万円増の9,317

百万円となりました。 

 

 営業利益は前年同期と比べ6,396百万円改善し6,302百万円となりました。これは前述の、営業総利益が増加したこと

に加え、前期末にジャパンケーブルキャスト㈱が連結対象から外れたことにより、販売費及び一般管理費が前年同期と

比べ590百万円減の3,015百万円となったことによります。 

 経常利益は前年同期に比べ7,388百万円改善し6,557百万円となりました。 

 中間純利益は前年同期に比べ13,007百万円改善し3,853百万円となりました。これは、前年同期は減損損失9,274百万

円及び通信衛星障害損失4,926百万円の計上があったことによるものです。 
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 なお、四半期の経営成績は次のとおりです。 

（注１）１株当たり四半期純利益(△損失)は、期中平均株数に基づき算出しております。 

（注２）当社ではＥＢＩＴＤＡを、四半期純利益に支払利息、法人税等、減価償却費等の償却費、減損損失を加算した数

値として算出しております。 

（注３）ＥＢＩＴＤＡマージンは営業収益に対するＥＢＩＴＤＡの比率です。 

  

②通期の見通し 

 当中間連結会計期間においては、ネットワーク関連サービスが期初公表した中間期業績予想より増加したこと及び営

業費用が下期にずれ込んだことなどにより、期初の計画を上回る結果となりました。 

  下期には中間期の営業利益増加に加え新規案件の受注及び、期初公表した通期業績予想に比べ金融費用の減少が見込

まれることなどにより、通期の見通しは平成18年10月26日に発表いたしました通り、営業収益38,500百万円、営業利益

10,200百万円、経常利益10,200百万円、当期純利益6,000百万円と致しております。 

③中間配当 

 当中間会計期間におきましては、平成18年11月10日の取締役会決議により、１株当たり3,000円の中間配当を実施す

ることと致しました。 

【四半期毎の業績推移（連結）】 （単位：百万円）

区分 
第22期 

(平成18年3月期)
７月～９月 

第22期 
(平成18年3月期)
10月～12月 

第22期 
(平成18年3月期)
１月～３月 

第23期 
(平成19年3月期) 
４月～６月 

第23期 
(平成19年3月期)
７月～９月 

営業収益 10,918 10,538 11,416 9,109 9,434 

営業利益(△損失) △2,576 1,156 1,573 3,217 3,085 

経常利益(△損失) △3,214 1,382 1,757 3,246 3,310 

四半期純利益(△損失) △10,410 855 369 1,932 1,920 

１株当たり四半期純利益(△損失)

（円） 
△29,335.13 2,411.62 1,040.89 5,446.40 5,411.83 

期中平均株数 354,893 354,893 354,892 354,892 354,892 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
4,272 5,054 4,199 8,727 4,073 

EBITDA 1,727 6,203 4,469 5,345 6,069 

EBITDAマージン 15.8％  58.9％  39.2％  58.7％  64.3％  

【四半期毎のサービス別営業収益推移（連結）】 （単位：百万円）

区分 
第22期 

(平成18年3月期)
７月～９月 

第22期 
(平成18年3月期)
10月～12月 

第22期 
(平成18年3月期)
１月～３月 

第23期 
(平成19年3月期) 
４月～６月 

第23期 
(平成19年3月期)
７月～９月 

ネットワーク関連サービス 4,390 3,826 3,878 2,503 2,884 

映像関連サービス 6,395 6,493 7,291 6,501 6,438 

その他 131 218 247 104 111 

合計 10,918 10,538 11,416 9,109 9,434 
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(２）財政状態 

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローは以下のとおりです。 

・営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期に比べ257百万円減少し12,800百万円の収入となりました。これは、税

金等調整前中間純利益が6,532百万円となり前年同期に比べ21,488百万円改善しましたが、減価償却費が7,852百万円、減

損損失が9,271百万円減少し、前年同期に計上した通信衛星障害損失4,926百万円が本年は発生していないことが主な要因

です。 

・投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動に使用したキャッシュ・フローは前年同期に比べ5,063百万円増の15,845百万円の支出となりました。設備投

資に使用したキャッシュ・フローは11,311百万円、事業投資に使用したキャッシュ・フローは4,239百万円です。設備投

資に使用したキャッシュ・フローのうち主なものは通信衛星ＪＣＳＡＴ－９、ＪＣＳＡＴ－１０並びにＪＣＳＡＴ－１１

の調達のための支出10,796百万円です。その他の投資活動によるキャッシュ・フローは主に資金の短期的運用を目的とし

た金融資産への投資・回収により発生したものです。 

・財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動によるキャッシュ・フローは2,152百万円の収入となりました。その内訳は、国際協力銀行を中心とした借入

金の返済1,119百万円、事業資金目的を中心とした借入れによる収入4,329百万円、配当金の支払による支出1,058百万円

です。 

 以上の結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は3,065百万円となりました。 

要約中間連結キャッシュ・フロー計算書の推移 

（単位：百万円） 

区分 
第21期 

（平成17年３月期）
中間 

第22期 
（平成18年３月期）

中間 

第23期 
（平成19年３月期）

中間 

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,936 13,057 12,800 

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,344 △10,782 △15,845 

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,203 △1,406 2,152 

現金及び現金同等物に係る換算差額 11 37 △8 

現金及び現金同等物の増加額 400 905 △901 

現金及び現金同等物の期首残高 2,233 2,871 3,966 

現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 2,633 3,777 3,065 
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キャッシュ・フロー指標の推移 

  

 （注） 自己資本比率：自己資本÷総資産 
     時価ベースの自己資本比率：株式時価総額÷総資産 
     債務償還年数：有利子負債÷営業キャッシュ・フロー 
     インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー÷利払い 
 ※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 
 ※ 株式時価総額は、中間期末株価終値×中間期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 
 ※ 有利子負債は、中間連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としており 

ます。また、利払いについては、中間連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

  

なお、四半期キャッシュ・フローは次のとおりです。 

区分 
第21期 

（平成17年３月期）
中間 

第22期 
（平成18年３月期）

中間 

第23期 
（平成19年３月期）

中間 

自己資本比率（％） 57.6 54.5 47.5 

時価ベースの自己資本比率（％） 66.2 57.8 56.0 

債務償還年数（年） 2.5 2.7 4.2 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 47.9 62.2 37.1 

【四半期毎の要約連結キャッシュ・フロー計算書の推移】 （単位：百万円）

区分 
第22期 

(平成18年3月期)
７月～９月 

第22期 
(平成18年3月期)
10月～12月 

第22期 
(平成18年3月期)
１月～３月 

第23期 
(平成19年3月期) 
４月～６月 

第23期 
(平成19年3月期)
７月～９月 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

4,272 5,054 4,199 8,727 4,073 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

△8,000 △12,338 △10,781 △8,410 △7,435 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

3,939 6,309 7,704 569 1,583 

現金及び現金同等物に係る
換算差額 

20 26 15 △5 △2 

現金及び現金同等物の 
増加（△減少）額 

232 △948 1,137 880 △1,781 

現金及び現金同等物の 
期首残高 

3,544 3,777 2,828 3,966 4,846 

現金及び現金同等物の 
期末残高 

3,777 2,828 3,966 4,846 3,065 
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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 

・衛星の軌道位置及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及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、または実現出来ないリスク 

・重要な子会社・関係会社の事業に関し、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

想定通りの結果を産み出さない可能性があること。 

・為替変動及び金利変動等の経済的状況の変化に係るリスク 

・日本国内及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及び業績に影響を及ぼすリスク 
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Ⅳ．【中間連結財務諸表等】 
(1) 【中間連結財務諸表】 

 ①【中間連結貸借対照表】 

  
前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表 
（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   3,777,217   3,183,030   4,084,384  

２．売掛金   1,760,512   1,290,807   2,509,137  

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

４．たな卸資産   282,825   273,262   174,306  

５．短期貸付金   10,000,000   6,970,528   9,300,000  

６．その他   9,005,504   4,084,030   4,029,321  

貸倒引当金   △69,203   △30,680   △30,526  

流動資産合計   26,004,164 17.1  28,767,467 16.3  28,127,748 16.6 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

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

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

(3) その他  12,497,771 84,860,498  11,239,328 95,686,548  10,017,900 88,997,733  

２．無形固定資産   2,760,368   978,461   629,141  

３．投資その他の資産           

(1) 投資有価証券 ※２ 35,553,088    32,239,503    38,879,615    

(2) 繰延税金資産   －    9,495,907    8,087,386    

(3) その他  2,748,790    9,421,156    5,350,895    

貸倒引当金  △532,645 37,769,233  △278,209 50,878,357  △339,088 51,978,809  

固定資産合計   125,390,100 82.6  147,543,367 83.7  141,605,684 83.4 

Ⅲ 繰延資産                 

１．開業費   384,368    －    －   

繰延資産合計   384,368 0.3  － －  － － 

資産合計   151,778,633 100.0  176,310,834 100.0  169,733,432 100.0 
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表 
（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   239,872   130,090   313,134  

２．短期借入金 ※2,3  7,247,911   11,772,984   9,885,492  

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   559,186  

５．事業整理損失引当金    －   397,699   419,375  

６．その他   7,959,744   13,996,189   10,821,654  

流動負債合計   18,664,087 12.3  46,382,349 26.3  41,590,842 24.5 

Ⅱ 固定負債           

１．社債   19,592,000   －   －  

２．長期借入金 ※２  28,086,847   41,924,167   40,671,205  

３．退職給付引当金   1,253,307   1,257,072   1,309,726  

４．役員退職慰労引当金   88,697   81,883   105,211  

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

６．その他   1,259,372   1,524,396   1,529,970  

固定負債合計   50,280,224 33.1  46,052,866 26.1  45,069,471 26.6 

負債合計   68,944,311 45.4  92,435,216 52.4  86,660,314 51.1 

（少数株主持分）           

少数株主持分   174,298 0.1  － －  184,752 0.1 

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   53,769,570 35.5  － －  53,769,570 31.7 

Ⅱ 資本剰余金   21,260,821 14.0  － －  21,260,821 12.5 

Ⅲ 利益剰余金   6,655,625 4.4  － －  6,816,218 4.0 

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

Ⅴ 為替換算調整勘定   △356,385 △0.2  － －  △124,561 △0.1 

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

資本合計   82,660,022 54.5  － －  82,888,366 48.8 

負債、少数株主持分及
び資本合計   151,778,633 100.0  － －  169,733,432 100.0 

（純資産の部）                     

Ⅰ 株主資本                     

１．資本金     － －   53,769,570 30.5   － － 

２．資本剰余金    － －   21,260,821 12.1   － － 

３．利益剰余金     － －   9,605,044 5.4   － － 

４. 自己株式     － －   △391,863 △0.2   － － 

 株主資本合計     － －   84,243,573 47.8   － － 

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   － － 

３．為替換算調整勘定     － －   △242,725 △0.1   － － 

評価・換算差額等合計     － －   △563,164 △0.3   － － 

Ⅲ 少数株主持分     － －   195,209 0.1   － － 

純資産合計     － －   83,875,618 47.6   － － 

負債及び純資産合計     － －   176,310,834 100.0   － － 
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 ②【中間連結損益計算書】 

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

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

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(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   21,996,912 100.0  18,544,721 100.0  43,952,451 100.0 

Ⅱ 営業原価   18,485,188 84.0  9,227,142 49.8  33,633,233 76.5 

営業総利益   3,511,724 16.0  9,317,578 50.2  10,319,217 23.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１  3,605,543 16.4  3,015,150 16.2  7,682,750 17.5 

営業利益 
又は営業損失(△)   △93,819 △0.4  6,302,427 34.0  2,636,466 6.0 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  133,688   383,193   308,890   

２．受取配当金  155,444   169,067   178,000   

３．為替差益  －   180,798   253,901   

４．解除料収入  18,160   8,648   33,722   

５．出資金評価益  －   －   232,267   

６．設備負担金収入  41,806   －   －   

７．その他  28,405 377,504 1.7 72,240 813,949 4.4 98,818 1,105,600 2.5 

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  202,431   396,436   441,326   

２．為替差損  142,347   －   －   

３．持分法による投資
損失   290,791   145,855   447,639   

４．減価償却費 ※４ 369,010   －   369,010   

５．その他  109,651 1,114,231 5.1 16,531 558,822 3.0 174,941 1,432,917 3.2 

経常利益 
又は経常損失(△)   △830,546 △3.8  6,557,554 35.4  2,309,149 5.3 

Ⅵ 特別利益           
１．投資有価証券売却
益  94,619     －     80,315     

２．損害保険料収入 ※５ － 94,619 0.4 － －   1,061,359 1,141,675 2.5 

Ⅶ 特別損失           
１．投資有価証券評価
損  18,409   －   39,852   

２．投資有価証券売却
損  －   －   125,656   

３．投資有価証券償還
損  －   21,982   －   

４. 減損損失 ※３ 9,274,998   3,200   9,274,998   

５. 通信衛星障害損失 ※５ 4,926,885     －     3,004,144     

６. 事業整理損 ※６ －     －     3,823,890     

７. 開業費償却   －     －     338,610     

８. 貸倒引当金繰入   －     －     145,476     

９. 特別退職金   － 14,220,294 64.6 － 25,182 0.2 85,043 16,837,672 38.3 

税金等調整前中間
（当期）純利益 
又は純損失(△) 

  △14,956,222 △68.0  6,532,371 35.2  △13,386,847 △30.5 

法人税、住民税及
び事業税 

※２ △5,808,906     2,668,410     1,964,765     

法人税等調整額   － △5,808,906 △26.4 － 2,668,410 14.4 △7,440,023 △5,475,257 △12.5 

少数株主利益   6,314 0.0  10,456 0.0  16,768 0.0 

中間（当期）純利
益又は純損失(△)   △9,153,630 △41.6  3,853,504 20.8  △7,928,358 △18.0 

           

-12-



 ③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

〔中間連結剰余金計算書〕 

〔中間連結株主資本等変動計算書〕 

当中間連結会計期間（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。 

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

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

(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） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   31,188,380   31,188,380 

Ⅱ 資本剰余金減少高        

１．自己株式消却額  9,927,558 9,927,558 9,927,558 9,927,558 

Ⅲ 資本剰余金中間期末(期末)残高   21,260,821  21,260,821 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   16,928,543  16,928,543 

Ⅱ 利益剰余金減少高      

１．中間（当期）純損失  9,153,630  7,928,358  

２．配当金  1,069,254  2,133,933  

３．役員賞与  50,034 10,272,918 50,034 10,112,325 

Ⅲ 利益剰余金中間期末(期末)残高    6,655,625  6,816,218 

 
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

平成18年３月31日 残高 53,769,570 21,260,821 6,816,218 △391,863 81,454,747 

中間連結会計期間中の変動額      

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

中間純利益     3,853,504   3,853,504 

株主資本以外の項目の当中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
          

中間連結会計期間中の変動額合計     2,788,826   2,788,826 

平成18年９月30日 残高 53,769,570 21,260,821 9,605,044 △391,863 84,243,573 

 
評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計その他有価証券
評価差額金 

繰延ヘッジ損益
為替換算
調整勘定 

評価・換算差額
等合計 

平成18年３月31日 残高 1,558,180 － △124,561 1,433,619 184,752 83,073,118 

中間連結会計期間中の変動額       

剰余金の配当 (注)           △1,064,677 

中間純利益           3,853,504 

株主資本以外の項目の当中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
△2,125,171 246,551 △118,164 △1,996,784 10,456 △1,986,327 

中間連結会計期間中の変動額合計 △2,125,171 246,551 △118,164 △1,996,784 10,456 802,499 

平成18年９月30日 残高 △566,990 246,551 △242,725 △563,164 195,209 83,875,618 
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 ④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

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

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

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロ
ー計算書 
(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） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロ
ー     

税金等調整前中間（当期）純利
益又は純損失(△)  △14,956,222 6,532,371 △13,386,847 

減価償却費  12,345,683 4,492,978 21,162,906 

減損損失  9,274,998 3,200 9,274,998 

開業費償却  － － 439,278 

貸倒引当金の増減額(減少:△)  164,719 △60,723 △212,390 

事業整理損失引当金の減少額   － △209,687 － 

退職給付引当金の増減額(減少：
△)  73,451 △52,653 132,452 

役員退職慰労引当金の増減額(減
少：△)  13,431 △23,328 29,945 

受取利息及び受取配当金  △289,133 △552,261 △486,890 

支払利息  202,431 396,436 441,326 

為替差損益（差益：△）  140,510 △229,991 △227,610 

出資金評価益  － － △232,267 

持分法による投資損失  290,791 145,855 447,639 

投資有価証券売却益  △94,619 － △80,315 

損害保険料収入  － － △1,061,359 

投資有価証券評価損  18,409 － 39,852 

投資有価証券売却損   － － 125,656 

投資有価証券償還損   － 21,982 － 

通信衛星障害損失  4,926,885 － 3,004,144 

事業整理損  － － 3,823,890 

貸倒引当金繰入   － － 145,476 

特別退職金   － － 85,043 

売掛金の増減額(増加：△)   540,736 1,218,330 △297,033 

前受金の増加額  － 2,004,904 － 

その他  1,498,354 46,420 1,899,117 

小計  14,150,428 13,733,832 25,067,012 

利息及び配当金の受取額  224,116 572,656 464,367 

利息の支払額  △209,806 △345,232 △451,302 

損害保険料の受取額  － － 1,061,359 

通信衛星障害による支払額  － △62,585 △1,135,225 

法人税等の支払額  △1,107,379 △1,098,330 △2,695,480 

営業活動によるキャッシュ・フロ
ー  13,057,358 12,800,341 22,310,730 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日)

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

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロ
ー計算書 
(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） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロ
ー     

定期預金の預入による支出  － － △110,260 

有価証券の取得による支出  － △6,900,033 △8,140,829 

有価証券の償還による収入  － 4,498,995 100,000 

短期貸付金の純増減額（増加：
△）  △1,400,000 － － 

短期貸付による支出  － △6,000,000 △25,900,000 

短期貸付金の回収による収入  － 7,900,000 25,500,000 

有形固定資産の取得による支出  △5,351,307 △10,989,714 △17,666,311 

有形固定資産の売却による収入  228 － 326,383 

無形固定資産の取得による支出  △996,936 △322,255 △1,563,760 

無形固定資産の売却による収入  － － 273,844 

投資有価証券の取得による支出  △8,650,293 △595,723 △25,163,155 

投資有価証券の売却による収入  6,158,747 243,725 16,133,349 

投資有価証券の償還による収入  510,233 558,878 5,066,858 

関連会社株式取得による支出  △230,200 － △230,200 

連結範囲の変更を伴う子会社株式
売却による収入  － － 390,588 

長期貸付けによる支出  △823,263 △4,239,842 △3,718,614 

長期貸付金の回収による収入  － － 800,000 

投資活動によるキャッシュ・フロ
ー  △10,782,790 △15,845,969 △33,902,106 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロ
ー     

短期借入れによる収入  200,000 90,000 270,000 

短期借入金の返済による支出  △3,170,000 △170,000 △5,270,000 

長期借入れによる収入  6,823,263 4,239,842 28,718,614 

長期借入金の返済による支出  △3,798,911 △949,000 △8,592,182 

自己株式の取得による支出  △392,127 － △392,254 

配当金の支払額  △1,064,561 △1,058,042 △2,123,123 

少数株主への配当金の支払額  △4,377 － △4,377 

財務活動によるキャッシュ・フロ
ー  △1,406,715 2,152,799 12,606,677 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差
額  37,531 △8,252 79,180 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減
少：△)  905,384 △901,080 1,094,481 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,871,832 3,966,314 2,871,832 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高  3,777,217 3,065,233 3,966,314 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日) 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数   ３社 

連結子会社名 

 ㈱衛星ネットワーク 

JSAT International Inc. 

ジャパン ケーブルキャスト

㈱ 

  なお、子会社はすべて連結され

ております。 

 連結子会社の数   ２社 

 連結子会社名 

㈱衛星ネットワーク   

JSAT International Inc． 

  なお、子会社はすべて連結され

ております。 

 連結子会社の数   ２社 

 連結子会社名 

  ㈱衛星ネットワーク   

   JSAT International Inc． 

  子会社はすべて連結されてお

ります。 

  なお、ジャパン ケーブルキャス

ト㈱については、平成18年３月31

日に全株式を譲渡したことによ

り、連結子会社から除外しており

ます。  

２．持分法の適用に関する事

項 

持分法適用関連会社の数 ３社 

持分法適用関連会社名 

㈱ペイ・パー・ビュー・ジャ

パン 

   Horizons Satellite 

    Holdings LLC 

     ㈱スカパー・マーケティング 

 なお、関連会社はすべて持分法

を適用しております。 

 Horizons Satellite Holdings LLC

は新たに設立されたことにより、当

中間連結会計期間より持分法適用関

連会社となりました。 

また、Horizons Satellite LLCは、

Horizons Satellite Holdings LLC

の子会社となったため、持分法適用

関連会社から除外いたしました。 

持分法適用関連会社の数 ３社 

持分法適用関連会社名 

㈱ペイ・パー・ビュー・ジャ

パン 

   Horizons Satellite 

    Holdings LLC 

     ㈱スカパー・マーケティング 

 なお、関連会社はすべて持分法

を適用しております。 

持分法適用関連会社の数 ３社 

持分法適用関連会社名 

㈱ペイ・パー・ビュー・ジャ

パン 

   Horizons Satellite 

    Holdings LLC 

     ㈱スカパー・マーケティング 

 関連会社はすべて持分法を適用

しております。 

 なお、Horizons Satellite Holdin

gs LLCは新たに設立されたことによ

り、当連結会計度より持分法適用関

連会社となりました。 

また、Horizons Satellite LLCはHo

rizons Satellite Holdings LLCの

子会社となったため、持分法適用関

連会社から除外いたしました。 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

 連結子会社のうちJSAT 

International Inc.の中間決算日

は、６月30日であります。 

 中間連結財務諸表の作成に当た

っては、同中間決算日現在の中間

財務諸表を使用しております。た

だし、中間連結決算日との間に発

生した重要な取引については、連

結上必要な調整を行っておりま

す。 

      同左  連結子会社のうちJSAT 

International Inc.の決算日は、 

12月31日であります。 

 連結財務諸表の作成に当たって

は、同決算日現在の財務諸表を使

用しております。但し、連結決算

日との間に発生した重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を行

っております。 

４．会計処理基準に関する事

項 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

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) 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

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) 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

①有価証券 

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) 

 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 

時価のないもの 

同左 
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項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日) 

 ②デリバティブ 

時価法 

②デリバティブ 

同左 

②デリバティブ 

同左 

 ③たな卸資産 

商品 

 移動平均法による原価

法によっております。 

③たな卸資産 

商品 

同左 

③たな卸資産 

商品 

同左 

 仕掛品 

 個別法による原価法

によっております。 

仕掛品 

同左 

－ 

  

 貯蔵品 

 主として個別法による

低価法によっておりま

す。 

貯蔵品 

同左 

貯蔵品 

同左 

 (2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

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。 

通信衛星設備：２～15年 

その他   ：２～50年 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

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。 

通信衛星設備：10～15年 

その他   ：２～50年 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

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。 

通信衛星設備：２～15年 

その他   ：２～50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

間連結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、営業損失

は3,784,272千円、経常損失及び

税金等調整前中間純損失は、そ

れぞれ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、設計寿命を越えた期間の運

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、当連

結会計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 

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

金等調整前当期純損失は5,16

1,220千円増加しております。 

 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 

 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。 

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。 
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項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日) 

 (3）重要な引当金の計上基準 

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。 

(3）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

 ②退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務の見込額に基づ

き、当中間連結会計期間末にお

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、

各連結会計年度における発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年、17年、1

8年及び19年）により、翌連結会

計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（当社17年）に

よる定額法により費用処理して

おります。 

②退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務の見込額に基づ

き、当中間連結会計期間末にお

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、

各連結会計年度における発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年、16～19

年）により、翌連結会計年度か

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（当社17年）により定額

法で費用処理しております。 

②退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

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、

各連結会計年度における発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年、16～19

年）により、翌連結会計年度か

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（当社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 

 役員の退職慰労金の支給に備

えるため、当社及び国内連結子

会社においては内規に基づく中

間期末要支給見積額を計上して

おります。 

③役員退職慰労引当金 

同左 

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、当社及び国内連結子

会社においては内規に基づく期

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 

 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

向費用の見積額を衛星移行費

用引当金に計上しておりま

す。 

  

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。 

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。 

⑤事業整理損失引当金 

同左 

 (4）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間

連結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。な

お、在外子会社等の資産及び負

債は、在外子会社等の中間決算

日の直物為替相場により円貨に

換算し、収益及び費用は期中平

均相場により円貨に換算し、換

算差額は資本の部における為替

換算調整勘定に含めて計上して

おります。 

(4）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間

連結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。な

お、在外子会社等の資産及び負

債は、在外子会社等の中間決算

日の直物為替相場により円貨に

換算し、収益及び費用は期中平

均相場により円貨に換算し、換

算差額は純資産の部における為

替換算調整勘定に含めて計上し

ております。 

(4）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結

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。なお、

在外子会社等の資産及び負債

は、在外子会社等の決算日の直

物為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均相

場により円貨に換算し、換算差

額は資本の部における為替換算

調整勘定に含めて計上しており

ます。 
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項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日) 

 (5）重要な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。 

(5）重要なリース取引の処理方法 

同左 

(5）重要なリース取引の処理方法 

同左 

 (6）重要なヘッジ会計の方法 (6）重要なヘッジ会計の方法 (6）重要なヘッジ会計の方法 

 ①ヘッジ会計の方法 

 当社は、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。 

①ヘッジ会計の方法 

 当社は、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。 

①ヘッジ会計の方法 

 当社は、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 

 当社は、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。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 当社は、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。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 当社は、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 

 当社は、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。 

③ヘッジ方針 

      同左 

③ヘッジ方針 

      同左 

 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。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 
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項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日) 

 (7) 繰延資産の処理方法  ────── (7) 繰延資産の処理方法 

  ①開業費  ①開業費 

  商法施行規則の規定する最長

期間（５年間）にわたり償却す

ることとしております。  

  JC-HITS事業の譲渡に伴い当連

結会計年度に一括償却しており

ます。 

 (8) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

  

(7) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

  

(8) その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

 ①収益の計上基準 

 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。 

①収益の計上基準 

同左 

①収益の計上基準 

同左 

 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。 

②消費税等の会計処理 

同左 

②消費税等の会計処理 

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 

  前連結会計年度より連結納税

制度を適用しておりましたが、

当連結会計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、当連結会計年度末現在、

連結納税制度の適用を取りやめ

ております。  

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及び現金同

等物)は、手許現金及び随時引き出

し可能な預金のほか、取得日から

３カ月以内に満期の到来する流動

性の高い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない短期投資

からなっております。 

同左  連結キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金同等

物)は、手許現金及び随時引き出し

可能な預金のほか、取得日から３

ケ月以内に満期の到来する流動性

の高い、容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない短期投資から

なっております。 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更  

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(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) 

 当中間連結会計期間より、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。これにより税金

等調整前中間純損失は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、

改正後の中間連結財務諸表規則に基づ

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） 

 当連結会計年度より、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1

0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、税金等調整

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、改正後の連結財務諸表規則に基

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) 

 当中間連結会計期間より、「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) 

 当中間連結会計期間より、「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83,433,857千円でありま

す。なお、当中間連結会計期間にお

ける中間連結貸借対照表の純資産の

部については、中間連結財務諸表規

則の改正に伴い、改正後の中間連結

財務諸表規則により作成しておりま

す。 

────── 
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表示方法の変更  

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

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

────── 

 (中間連結貸借対照表関係) 

「繰延税金資産」は、前中間連結会計期間まで、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、当中間連結会計期間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、前中間連結会計期間末の「繰延税金資産」の

金額は、285,758千円です。 

  

 (中間連結損益計算書関係) 

 「持分法による投資損失」は、前中間連結会計期間

まで営業外費用の「その他」に含めて表示しておりま

したが、当中間連結会計期間において、営業外費用の

総額の100分の10を超えたため区分掲記しております。 

 なお、前中間連結会計期間の「持分法による投資損

失」は、59,900千円であります。 

────── 

  (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 「持分法による投資損失」は、前中間連結会計期間

まで営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」

に含めて表示しておりましたが、当中間連結会計期間

において、重要性が増加したため区分掲記しておりま

す。 

 なお、前中間連結会計期間の「持分法による投資損

失」は、59,900千円であります。 

  (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 「前受金の増加額」は、前中間連結会計期間まで営

業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含め

て表示しておりましたが、当中間連結会計期間におい

て、重要性が増加したため区分掲記しております。 

 なお、前中間連結会計期間の「前受金の増加額」

は、1,516,314千円であります。 

-22-



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 

（平成18年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※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 

115,106,938千円 107,213,044千円 122,201,260千円 

※２．担保資産及び担保付債務 ※２．担保資産及び担保付債務 ※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 

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 

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．当座貸越契約（借手側） ※３．当座貸越契約（借手側） ※３．当座貸越契約（借手側） 

 当社及び国内連結子会社において

は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行８行と当座貸越契約を

締結しております。これら契約に基

づく当中間連結会計期間末の借入未

実行残高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 6,289,000千円 

借入実行残高 200,000千円 

差引額 6,089,000千円 

 当社及び国内連結子会社において

は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行６行と当座貸越契約を

締結しております。これら契約に基

づく当中間連結会計期間末の借入未

実行残高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 5,789,000千円 

借入実行残高 90,000千円 

差引額 5,699,000千円 

 当社及び国内連結子会社において

は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行７行と当座貸越契約を

締結しております。これら契約に基

づく当連結会計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 6,289,000千円 

借入実行残高 170,000千円 

差引額 6,119,000千円 
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（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日) 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要なも

の 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要なも

の 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要なも

の 

給与 884,269千円     給与 760,265千円 

    専門作業委託費 321,516千円 

   給与 1,730,953千円 

   賞与 522,561千円 

   専門作業委託費 885,385千円 

※２．法人税、住民税及び事業税 

  当中間連結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。 

※２．法人税、住民税及び事業税 

同左 

 

 ※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 

(２)減損損失を認識するに至った経緯 

当社グループは、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 

 ※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 

(２)減損損失を認識するに至った経緯 

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 

 当社及び連結子会社は、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 

 ※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 

(２)減損損失を認識するに至った経緯 

当社グループは、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 

 当社及び連結子会社は、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。 

 (４)資産をグループ化した方法 

 当社及び連結子会社は、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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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(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。 

 (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．減価償却費 

 営業外費用に計上した減価償却費は、

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。 

────── ※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．通信衛星障害損失 

  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3,295,729千円及び通信衛星JCSA

T-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1,631,156千円

であります。 

────── ※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1,699,219千円及び

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．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㈱の株式売却益1,353,064千円、同事

業提供用固定資産の売却損3,295,701千円

及び翌連結会計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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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

 ２．新株予約権に関する事項 

   該当事項はありません。 

  

 ３．配当に関する事項 

配当金支払額 

基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの 

  
前連結会計年度末 

株式数（株） 

当中間連結会計期間

増加株式数（株） 

当中間連結会計期間

減少株式数（株） 

当中間連結会計期間

末株式数（株） 

 発行済株式     

   普通株式  356,418 －  －   356,418 

合計 356,418   －   －   356,418 

 自己株式         

   普通株式  1,525.5 －   －  1,525.5 

合計 1,525.5 －  －  1,525.5 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年6月27日 

定時株主総会 
普通株式 1,064,677 3,000 平成18年３月31日 平成18年６月27日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年11月10日 

取締役会 
普通株式 1,064,677 利益剰余金 3,000 平成18年９月30日 平成18年12月8日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日) 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関

係 

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 3,777,217千円 

現金及び現金同等物の

中間期末残高 
3,777,217千円 

現金及び預金勘定 3,183,030千円 

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金 
△117,797千円 

現金及び現金同等物の

中間期末残高 
3,065,233千円 

現金及び預金勘定 4,084,384千円 

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金 
△118,070千円 

現金及び現金同等物の

期末残高 
3,966,314千円 

  ２．当連結会計年度に株式の売却により連結子

会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内

訳 

 株式の売却によりジャパン ケーブルキャスト

㈱が連結子会社でなくなったことに伴う売却時

の資産及び負債の内訳並びにジャパン ケーブ

ルキャスト㈱株式の売却価額と売却による収入

は次のとおりであります。 

流動資産 983,483千円 

固定資産 665,745千円 

流動負債  △1,086,374千円 

固定負債 △802,583千円 

株式の売却益 1,353,064千円 

株式の売却価額 1,113,335千円 

未収入金 △543,335千円 

現金及び現金同等物  △179,411千円 

差引：売却による収入 390,588千円 
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（リース取引関係） 

＜借主側＞ 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(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 
(千円) 

減価償却
累計額相
当額 
(千円) 

中間期末
残高相当
額 
（千円） 

有形固定
資産その
他 

1,393,716 972,247 421,469 

無形固定
資産 

25,930 13,234 12,695 

合計 1,419,646 985,482 434,164 

 
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額相
当額 
(千円) 

中間期末
残高相当
額 
（千円） 

有形固定
資産その
他 

1,004,597 503,973 500,623

無形固定
資産 

23,504 2,285 21,219

合計 1,028,101 506,258 521,842

 
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額相
当額 
(千円) 

期末残高
相当額 
（千円） 

有形固定
資産その
他 

1,052,570 428,798 623,771

合計 1,052,570 428,798 623,771

(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 249,904千円 

１年超 198,411千円 

合計 448,316千円 

１年内 154,392千円 

１年超 377,308千円 

合計 531,701千円 

１年内 205,310千円 

１年超 434,045千円 

合計 639,356千円 

(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 200,993千円 

減価償却費相当額 186,112千円 

支払利息相当額 7,435千円 

支払リース料 123,025千円 

減価償却費相当額 111,510千円 

支払利息相当額 12,502千円 

支払リース料 351,201千円 

減価償却費相当額 316,804千円 

支払利息相当額 23,468千円 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 主として、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。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

  同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(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。 

(5）利息相当額の算定方法 

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。 

(5）利息相当額の算定方法 

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 

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 1,483,076千円 

合計 1,906,813千円 

１年内 430,259千円 

１年超 1,069,559千円 

合計 1,499,819千円 

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＞ 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(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 

有形固定
資産その
他 

105,699 31,925 73,773 

合計 3,374,516 2,773,514 601,002 

 ────── 

(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 593,695千円 

１年超 54,548千円 

合計 648,244千円 

 ────── 

(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 842,276千円 

減価償却費 643,244千円 

受取利息相当額 24,981千円 

 受取リース料 1,298,452千円 

減価償却費 1,181,042千円 

受取利息相当額 33,011千円 

(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 

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。 
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（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円） 

差額（千円）

(1）株式 11,524,162 14,632,418 3,108,256 

(2）債券    

      国債 500,000 499,800 △200 

社債 6,450,384 6,364,441 △85,942 

米国債 3,191,278 3,178,257 △13,021 

その他 1,000,000 937,700 △62,300 

(3）その他 4,887,692 4,827,079 △60,613 

合計 27,553,517 30,439,696 2,886,178 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 1,609,381 

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合へ

の出資 
299,371 

合計 1,908,752 

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上
額（千円） 

差額（千円）

(1）株式 15,015,456 14,135,584 △879,871 

(2）債券    

      国債 999,558 999,180 △378 

社債 12,129,278 12,094,631 △34,646 

米国債 2,349,148 2,290,602 △58,545 

その他 3,001,970 2,951,170 △50,800 

(3）その他 5,796,148 5,817,154 21,006 

合計 39,291,560 38,288,324 △1,003,236 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 1,597,770 

コマーシャル・ペーパー 499,332 

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合へ

の出資 
472,968 

合計 2,570,071 
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前連結会計年度末（平成18年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円）

(1）株式 15,016,544 17,882,036 2,865,492 

(2）債券    

国債 500,000 499,150 △850 

社債 9,570,792 9,538,824 △31,968 

米国債 2,340,931 2,247,971 △92,959 

その他 3,004,232 2,922,221 △82,011 

(3）その他 5,992,817 5,909,752 △83,065 

合計 36,425,318 38,999,956 2,574,637 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 1,603,055 

コマーシャル・ペーパー 1,499,368 

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合へ

の出資 
175,914 

合計 3,278,338 
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（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）、当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）及び前連結会計期間

末（平成18年３月31日） 

 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

（注）１．オプション取引のその他の取引は、将来の特定の日において一定の為替レンジの上限または下限 

     で交換するレンジフォワード取引であり、オプション料は発生しておりません。記載した契約額 

     等は、その上限で計算した金額であります。 

   ２．ヘッジ会計及び振当処理が適用されているデリバティブ取引は、記載対象から除いております。 

  
前中間連結会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 

（平成18年３月31日） 

対象物の種

類 
取引の種類 

契約額等 

（千円） 

時価 

（千円） 

評価損益 

（千円） 

契約額等 

（千円） 

時価 

（千円） 

評価損益 

（千円） 

契約額等 

（千円） 

時価 

（千円） 

評価損益 

（千円） 

通貨 

オプション取引 

その他の取引 
         

米ドル 2,698,269 △163,215 △163,215 2,510,105 254,622 254,622 － － － 

合計 2,698,269 △163,215 △163,215 2,510,105 254,622 254,622 － － － 
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（セグメント情報） 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

 前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月

１日 至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 当社及び連結子会社の事業は、通信衛星による単一事業であります。従いまして、開示対象となるセグメン

トはありませんので記載は省略しております。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

 前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月

１日 至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 全セグメントの営業収益の合計に占める本邦の営業収益の割合が90%を超えているため、所在地別セグメン

ト情報の記載は省略しております。 

ｃ．海外売上高 

 前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月

１日 至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 海外営業収益は、連結営業収益の10%未満のため記載は省略しております。 

-33-



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益又は純損失(△)及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(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 232,915円34銭

１株当たり中間純損失 25,747円51銭

 ― 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益は、

潜在株式はあるものの、中間純損失を計上

したため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 235,790円86銭

１株当たり中間純利益 10,858円23銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益 
  10,103円19銭

  

  

  

 

１株当たり純資産額 233,559円08銭

１株当たり当期純損失    22,320円52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。 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日) 

１株当たり中間（当期）純利益又は純損失(△)    

中間（当期）純利益又は純損失(△)（千円） △9,153,630 3,853,504 △7,928,358 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

（うち利益処分による役員賞与金（千円）） （－） （－） （－）

普通株式に係る中間（当期）純利益又は純損失

(△)（千円） 
△9,153,630 3,853,504 △7,928,358 

期中平均株式数（株） 355,515 354,892 355,204 

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益    

中間（当期）純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加数（株） － 26,522 － 

（うち転換社債（株）） － (26,522) － 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり中間（当期）純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

第１回ユーロ円建転換社債
(額面総額19,592,000千円)。
新株予約権２種類（新株予約
権の数2,000個）。 

新株予約権２種類（新株予約
権の数2,000個）。 

第１回ユーロ円建転換社債
(額面総額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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（重要な後発事象） 

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

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

前連結会計年度 
(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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前連結中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(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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前連結中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(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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前連結中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

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

前連結会計年度 
(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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