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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
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製作
投資

多チャンネル

番組制作
放送 プラットフォーム 伝送路 受信機

開発
カスタマ
センター

多チャンネル
に相応しい映
画やアニメ

多チャンネル
でしか出来
ないスポーツ
番組等

チャンネル

とりまとめ

番組情報

スタジオ
マーケティング

販売促進

サービス開発

カスタマーサー
ビス、イベント

日本最大の
プレイアウト

エンコーディ
ング

送出

配信

素材伝送

通信

海外

受信機スペック

メーカーと開発

世界で最も進
んだ映像ハン
ドリングﾞの出
来るカスタマー
センター

統合後のスカパーJSATグループ

（C）２００７ゲゲゲの鬼太郎フィルムパートナーズ

（C）BLUE DRAGONプロジェクト／テレビ東京

スカパーJSATグループは、すべての人に個性的で豊かな映像ライフを
お届けするメディアグループです。

スカパーJSATグループは、すべての人に個性的で豊かな映像ライフを
お届けするメディアグループです。
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統合グループの理念

�日本の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、市場の拡大を牽引し、多チャン
ネル放送を通じて利用者の豊かな生活に寄与
する。

�すべての人に多様な映像コンテンツを楽しんで
いただくことを目指し、パイオニア精神をもって
新たな技術を取り入れ、利用しやすい環境と充
実した放送・通信サービスを提供する。
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環境の変化と統合グループのサービス

■　地上デジタル放送の普及
� ２００８年の北京オリンピック

� ２０１１年の地上アナログ放送の停波

■　光ファイバの普及と機能向上
� ＮＴＴによる３,０００万加入計画の推進

� ２００８年のＮＧＮ開始

■　モバイル環境の更なる進歩
� ３．５Gなど携帯電話の進歩

� ＷｉＭＡＸなど無線ＬＡＮの進歩

■　ネットにおける映像コンテンツ流通の拡大
� 投稿型・参加型の拡大等による流通コン
テンツ量の増大

� 玉石混交の様々な映像サービスの登場

■　トリプル・クワトロプレイ・ＦＭＣを中心に通
信・放送の大きな事業グループ化の進展

■　地上デジタル放送の普及
� ２００８年の北京オリンピック

� ２０１１年の地上アナログ放送の停波

■　光ファイバの普及と機能向上
� ＮＴＴによる３,０００万加入計画の推進

� ２００８年のＮＧＮ開始

■　モバイル環境の更なる進歩
� ３．５Gなど携帯電話の進歩

� ＷｉＭＡＸなど無線ＬＡＮの進歩

■　ネットにおける映像コンテンツ流通の拡大
� 投稿型・参加型の拡大等による流通コン
テンツ量の増大

� 玉石混交の様々な映像サービスの登場

■　トリプル・クワトロプレイ・ＦＭＣを中心に通
信・放送の大きな事業グループ化の進展

■　 家庭（ホーム）における多様で快適
かつ良質の映像コンテンツ提供

～すべての「世帯」を対象に～

■　 個人（パーソナル）がいつでもどこ
でも簡単に楽しむことが出来る多
様なコンテンツの提供

～すべての「個人」を対象に～

■　 家庭（ホーム）における多様で快適
かつ良質の映像コンテンツ提供

～すべての「世帯」を対象に～

■　 個人（パーソナル）がいつでもどこ
でも簡単に楽しむことが出来る多
様なコンテンツの提供

～すべての「個人」を対象に～

統合グループが提供するサービス

■　 高品質かつ高信頼の衛星サービス
の提供
　～放送インフラ、通信インフラとして～

■　 高品質かつ高信頼の衛星サービス
の提供
　～放送インフラ、通信インフラとして～

外部環境認識

グループ資源の融合、結集、活用
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IP放送

VOD

ホームにおける各サービスの利用例

リビングのメインＴＶにて多数のＨＤ放送を

複数台割引

ホームネットワーク機能等を持つ
高機能受信機

「e2 by スカパー！入ってます！」 デジタルテレビ
に既に内蔵されているメリットを活かす

光ファイバによるトリプルプレイ

NTTグループとの連携強化

NGNへの対応
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パーソナルスカパー！のイメージ

どこにいても

チャットも可能

ともに楽しむ・繋がる

個人ユーザーの開拓に向けて、

Light なスカパー！サービスの開発を目指す

個人ユーザーの開拓に向けて、

Light なスカパー！サービスの開発を目指す

• IPを利用した小型モニタへのスカパー！配信を実現
– 個室TV
– モバイル端末
– PC

•個人の利用を前提としたLight なスカパー！を提供

• IPを利用した小型モニタへのスカパー！配信を実現
– 個室TV
– モバイル端末
– PC

•個人の利用を前提としたLight なスカパー！を提供

– ゲーム機
– PDA
– カーナビ

• セグメント化された多彩なコンテンツの開発と
流通をIPで

• P２P利用などによる低コスト配信ネットワークと
上り回線を使って、個人レベルの放送や通信
サービスも可能に

• セグメント化された多彩なコンテンツの開発と
流通をIPで

• P２P利用などによる低コスト配信ネットワークと
上り回線を使って、個人レベルの放送や通信
サービスも可能に
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中期経営計画の目標

■　FY２０１１統合グループ営業収益： 　 ２,４００億円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■　FY２０１１統合グループ経常利益： ３８０億円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■　FY２０１１統合グループEBITDA： 　 ５００億円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■　FY２０１１末時点で加入件数合計：　　　　　 ８００万件 *1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

＊１　総登録件数ベース（総登録件数：個人契約件数に、有料視聴契約前の無料視聴期間中の数（仮登録は「スカパー!」のみ）、法人契約件

数（代理店展示用含む）、技術開発用登録数などを加えた件数）

＊２ 個人契約件数ベース（個人契約数：有料視聴契約（個人本登録）を結び、視聴料の支払いが発生している加入件数）

ＩＰ、モバイル等

スカパー！光

e2 by スカパー！

スカパー！

サービス

130万件

　80万件

180万件

360万件

目標加入件数 *2
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目標に向けた施策・取り組み

× ×

お客様満足度の向上
加入者の増加
解約率の低下

お客様満足度の向上
加入者の増加
解約率の低下

ＩＰ、モバイル等

スカパー！光

e2 by スカパー！

スカパー！

プラットフォーム

コンテンツの充実

ＨＤサービス及び高機能受信機

お客様主義の徹底

サービス

新たな販売手法

販売ルートの拡大

販売戦略
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FY２００７ FY２００８ FY２００９ FY２０１０ FY２０１１

１st ステージ ２nd ステージ　＜HDサービスの開始と高機能受信機の導入による付加価値のサービスの提供＞

■お客様主義施策

■新販売戦略に基く施策

アナログ停波対策

販売戦略の再構築や解約防止
を重視したお客様主義の導入

スカパー！のマイルストーン

■ＨＤサービス開始

ＨＤチャンネルの開局
第一期 （２００８年夏予定） ： PPV （映画・サッカー・アダルト）、プレミアム等 （１０ｃｈ程度）

第二期 （２００９年秋予定）：HDパックを販売　

■高機能受信機投入

スカパー！サービスは０８年～０９年でHD多チャンネル放送と
高機能受信機の投入で大規模なリニューアル。３６０万まで加入者を引き上げる

スカパー！サービスは０８年～０９年でHD多チャンネル放送と
高機能受信機の投入で大規模なリニューアル。３６０万まで加入者を引き上げる

1ｓｔ ステージ　

プラットフォーム 目標加入者数
スカパー！ ３６０万

e２ by スカパー！ １８０万
スカパー！光 ８０万
IP、モバイルなど １３０万

(１) 解約防止策
　　 （復活促進・引越サポート等）

(２) 複数台割引

■コンテンツの充実

(２) 放送事業者販促の強化

(３) 広告宣伝施策の見直し

(１) 直販・訪販の開拓（エリア営業含む）

合計３０ｃｈ程度　
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e２ by スカパー！のマイルストーン

デジタルTV内蔵の最も手軽な e２ by スカパー！サービスで、
世帯普及率 ３.５％～ ４.０％ （１８０万加入） を目指す

デジタルTV内蔵の最も手軽な e２ by スカパー！サービスで、
世帯普及率 ３.５％～ ４.０％ （１８０万加入） を目指す

FY２００７ FY２００８ FY２００９ FY２０１０ FY２０１１

■ＨＤサービス開始

■お客様主義施策

5ch程度 １0ch程度

デジタルＴＶの需要予測

（出所：JEITA）

45.0
204.9

519.6

1,069.4

1,840.1

2,781.6

3,838.0

4,974.4

6,114.8

0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

6,000.0

7,000.0

2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年

台数
（万台）

CAGR : 84.8%

プラットフォーム 目標加入者数
スカパー！ ３６０万

e２ by スカパー！ １８０万
スカパー！光 ８０万
IP、モバイルなど １３０万

(１) 解約防止策
　　 （復活促進・引越サポート等）

(２) 複数台割引

■新販売戦略に基く施策

■コンテンツの更なる充実

(２) 放送事業者販促の強化

(３) 広告宣伝施策の見直し

(１) 直販・訪販の開拓（エリア営業含む）
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スカパー！光のマイルストーン

スカパー！光は、NTTの光ファイバーの普及と
大都市圏を中心としたエリアの拡大により ８０万加入を目指す

スカパー！光は、NTTの光ファイバーの普及と
大都市圏を中心としたエリアの拡大により ８０万加入を目指す

FY２００７ FY２００８ FY２００９ FY２０１０ FY２０１１

■戸建て展開の本格化
　（コスト構造の見直し）

■訪問販売、Bフレッツとの共同での量販店対人販売

■ ＶＯＤサービスとの連動

■HDサービスの開始

NTT 中期経営計画：
２０１０年度全国３，０００万世帯

NTT 中期経営計画：
２０１０年度全国３，０００万世帯

スカパー！光対象エリアを
１，０００万世帯以上に

スカパー！光対象エリアを
１，０００万世帯以上に

プラットフォーム 目標加入者数
スカパー！ ３６０万

e２ by スカパー！ １８０万
スカパー！光 ８０万
IP、モバイルなど １３０万

３０ch程度

アナログ停波対策
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IP、モバイルのマイルストーン

• 携帯端末への映像配信の推進

• 無線LAN / WiFi / WiMAX を活用した映像の配信の検討

• 地上波アナログ放送終了後の空き帯域を利用したモバイル向けマルチメディア放送への展開

• グリッドコンピューティングを活用した より幅広い映像配信サービスの検討

• 携帯端末への映像配信の推進

• 無線LAN / WiFi / WiMAX を活用した映像の配信の検討

• 地上波アナログ放送終了後の空き帯域を利用したモバイル向けマルチメディア放送への展開

• グリッドコンピューティングを活用した より幅広い映像配信サービスの検討

ＩＰ、モバイルは、権利処理の柔軟化や
携帯端末の高機能化も見据え、１３０万加入を目指す

ＩＰ、モバイルは、権利処理の柔軟化や
携帯端末の高機能化も見据え、１３０万加入を目指す

プラットフォーム 目標加入者数
スカパー！ ３６０万

e２ by スカパー！ １８０万
スカパー！光 ８０万
IP、モバイルなど １３０万

FY２００７ FY２００８ FY２００９ FY２０１０ FY２０１１

■NTTのFTTH普及計画

２０１０年度 ３,０００万世帯

IP 放送 （NGN に対応した IP 放送戦略）

モバイルなど

■ＩＰ放送参入 （コンテンツアグリゲーション）

■０８年～０９年にはNTTグループの進めるNGNに対応

HDチャンネルの投入

■Bフレッツ上の統合的放送体制の構築

RF（大都市周辺）

ＩＰ（全国）
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お客様主義の徹底とコンテンツの充実

• 複数台契約割引をはじめ、既存のお
客様を意識した各種割引サービスを
導入

• コールセンター機能をさらに充実し、
既存のお客様との対話を大幅に増加
することによって、お客様満足度の向
上、ARPU向上、解約防止を実現

– フレンドリーコールの拡充

– 相談ダイヤルの設置

– お客様の復活契約の推進

– ホームページの大胆なリニューアル

– 「CLUBスカパー」
「CSライフ e２ by スカパー！」
の大胆なリニューアル

• 複数台契約割引をはじめ、既存のお
客様を意識した各種割引サービスを
導入

• コールセンター機能をさらに充実し、
既存のお客様との対話を大幅に増加
することによって、お客様満足度の向
上、ARPU向上、解約防止を実現

– フレンドリーコールの拡充

– 相談ダイヤルの設置

– お客様の復活契約の推進

– ホームページの大胆なリニューアル

– 「CLUBスカパー」
「CSライフ e２ by スカパー！」
の大胆なリニューアル

• 有料多チャンネルマーケットの拡大
により放送事業者のコンテンツ強化

• ハイビジョン化の積極推進

• JリーグJ１/J２全試合生放送

– Jリーグをフックにしたエリア販促の
実施

• コンテンツの選別も視野に、自主コン
テンツ部門の収支の改善も図る。

（中心コンテンツ）

– Ｊリーグ
– ＵＥＦＡチャンピオンズリーグ

• 有料多チャンネルマーケットの拡大
により放送事業者のコンテンツ強化

• ハイビジョン化の積極推進

• JリーグJ１/J２全試合生放送

– Jリーグをフックにしたエリア販促の
実施

• コンテンツの選別も視野に、自主コン
テンツ部門の収支の改善も図る。

（中心コンテンツ）

– Ｊリーグ
– ＵＥＦＡチャンピオンズリーグ

■お客様主義の徹底 ■コンテンツの充実

サービス
お客様主義の徹底
コンテンツの充実

HDサービス及び高機能STB
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スカパー！ＨＤサービス及び高機能受信機の検討

◆　ＨＤチャンネルの開局

• 第１期　（２００８年夏予定） ： PPV （映画・サッカー ・アダルト）

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 プレミアム　等

• 第２期　（２００９年秋予定） ： HDパックを発売

◆　受信機

• ＭＰＥＧ-２（ＳＤ）、Ｈ．２６４（ＨＤ）に対応

• 地デジチューナー搭載モデルも予定

• ワンリモコンを実現

• ホームネットワーク接続を実現

◆　ＨＤチャンネルの開局

• 第１期　（２００８年夏予定） ： PPV （映画・サッカー ・アダルト）

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 プレミアム　等

• 第２期　（２００９年秋予定） ： HDパックを発売

◆　受信機

• ＭＰＥＧ-２（ＳＤ）、Ｈ．２６４（ＨＤ）に対応

• 地デジチューナー搭載モデルも予定

• ワンリモコンを実現

• ホームネットワーク接続を実現

統合の実現により、

– スカパー！でしかできない多チャンネルでの
HDサービスを構築

– レベニューシェア構造などの導入による放送
事業者が参入しやすいビジネスモデルの構
築を検討

統合の実現により、

– スカパー！でしかできない多チャンネルでの
HDサービスを構築

– レベニューシェア構造などの導入による放送
事業者が参入しやすいビジネスモデルの構
築を検討

◆　高機能受信機の開発（想定される機能例）

• HDTV対応のDVR

•ホームネットワーク 家庭内AV機器との連動

•ブロードバンド EPG　&　番組検索

•オンラインカスタマーサポート　

•視聴率情報の収集（IP回線）

•リモート番組録画予約 & 携帯によるPPV番組即時課金

•操作画面のデザインの柔軟な更新、広告掲載

◆　高機能受信機の開発（想定される機能例）

• HDTV対応のDVR

•ホームネットワーク 家庭内AV機器との連動

•ブロードバンド EPG　&　番組検索

•オンラインカスタマーサポート　

•視聴率情報の収集（IP回線）

•リモート番組録画予約 & 携帯によるPPV番組即時課金

•操作画面のデザインの柔軟な更新、広告掲載

■HD サービス開始 ■高機能受信機投入

高機能受信機の開発、投入で一気に
スカパー！サービスをリニューアル

高機能受信機の開発、投入で一気に
スカパー！サービスをリニューアル

サービス
お客様主義の徹底
コンテンツの充実

HDサービス及び高機能STB
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販売戦略の強化

• 様々な販売ルートでのお客様への訴求・獲得を目指す
– 家電販売店ルート
– レンタルやWebを利用した直販ルートの拡充
– NTTグループとの連携（スカパー！光、IP）

• 新たな販売手法の導入
– 直販・訪販の開拓（エリア営業含む）
– コンテンツ・ジャンル訴求による特定ターゲットの開拓
– Jリーグ放送などを活用したエリアプロモーションの強化

• 様々な販売ルートでのお客様への訴求・獲得を目指す
– 家電販売店ルート
– レンタルやWebを利用した直販ルートの拡充
– NTTグループとの連携（スカパー！光、IP）

• 新たな販売手法の導入
– 直販・訪販の開拓（エリア営業含む）
– コンテンツ・ジャンル訴求による特定ターゲットの開拓
– Jリーグ放送などを活用したエリアプロモーションの強化

■新販売戦略に基く施策

販売戦略
販売ルートの拡大
新たな販売手法
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衛星事業／サービスの展開

×

衛星インフラの安定供給
安定的利益創出

衛星インフラの安定供給
安定的利益創出

衛星優位領域の追求

による収益向上

衛星インフラの

効率的な構築

信頼性の高い

衛星運用
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衛星優位領域の追求

既存収益基盤に加え、衛星優位領域の新規開拓
により収益向上を図る

既存収益基盤に加え、衛星優位領域の新規開拓
により収益向上を図る

• HD放送
– スカパー！のＨＤチャンネル

• 移動体/モバイルユビキタス
– 陸・海・空域移動体ビジネス
– WiMAX、携帯端末と連動したビジネス

• 公共
– 政府公共機関
– 地方自治体
– デジタルデバイド
– 防災

• グローバル
– INTELSATグループとの戦略的提携の拡大（Horizons、IOR、POR）
– アジア市場での拡販とM&A

• HD放送
– スカパー！のＨＤチャンネル

• 移動体/モバイルユビキタス
– 陸・海・空域移動体ビジネス
– WiMAX、携帯端末と連動したビジネス

• 公共
– 政府公共機関
– 地方自治体
– デジタルデバイド
– 防災

• グローバル
– INTELSATグループとの戦略的提携の拡大（Horizons、IOR、POR）
– アジア市場での拡販とM&A

衛
星
優
位
領
域
　
　
　
　

既存収益基盤の維持・拡大

• テレポートサービスによる顧客サービスの充実
• NTTグループとの協業による拡販

既存収益基盤の維持・拡大

• テレポートサービスによる顧客サービスの充実
• NTTグループとの協業による拡販

新技術
の導入

新技術
の導入
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衛星インフラの安定供給

衛星名 軌道位置 主用途 カバーエリア 備考

JCSAT-1B 東経150度 企業向け通信 日本、アジア、ハワイ

JCSAT-2A 東経154度 企業向け通信 日本、アジア、オセアニア、ハワイ

JCSAT-3A 東経128度 スカパー！放送 日本、アジア、オセアニア、ハワイ

JCSAT-4A 東経124度 スカパー！放送 日本

JCSAT-R － 軌道上バックアップ衛星 日本、アジア、オセアニア、ハワイ

JCSAT-5A 東経132度 企業及びNTTグループ向け通信日本、東南アジア、ハワイ、オセアニア ㈱NTTドコモ専用Sバンドを搭載。

N-STARｂ 東経136度 NTTグループ向け通信 日本

JCSAT-110 東経110度 e2 by スカパー！用放送 日本 宇宙通信㈱との共同衛星。

Horizons-1 西経127度 在米企業向け通信 北米、ハワイ

JCSAT-11 － 軌道上バックアップ衛星 日本、アジア、オセアニア、ハワイ 2007年度打上予定。JCSAT-Rの後継機。

Horizons-2 西経74度 在米企業向け通信 北米 2008年度打上予定。INTELSAT社との共同衛星。

衛星インフラの効率的な構築
• 衛星調達効率性の追求

– 他社との共同衛星

信頼性の高い衛星運用
• バックアップ体制堅持

衛星インフラの効率的な構築
• 衛星調達効率性の追求

– 他社との共同衛星

信頼性の高い衛星運用
• バックアップ体制堅持
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e2 by スカパー！

スカパー！

＜単位：万件＞

累計個人契約件数

営業収益／
経常利益

750

391

＜スカパー！＞

＜ e2 by スカパー！＞

＜スカパー!　光＞

＜通信その他＞

関連ファクター

スカパー！のHD化開始／高機能受信機投入

NTTの3000万
光ファイバ化完了

e2 のHD化促進

Jリーグ全試合放送／自主コンテンツ収支改善

北京五輪 南アW杯

地デジ化の完了

衛星の効率的運用の推進

　　　　　　　ＲＦ と ＩＰ の連携

パーソナルスカパー！の実現

　ＩＰ 放送への参入

50

380

1,250



2007年度グループ業績見通し
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50億円15億円税引後当期純利益

1,250億円600億円営業収益

55億円20億円営業利益

50億円20億円経常利益

1,000円/株－1株あたり配当額

60万件－新規個人契約件数

9.2％－解約率

通期中間期連結業績

FY2007グループ連結業績予想

＊　経営統合に伴う「のれん代」 100 億円の 15 年定額償却を見込む。
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FY2007グループ主要施策
FY07 新規個人契約目標　25 － 27万件

■　JリーグJ1/J2全620試合放送を核とした地域マーケティング強化

■　「加入促進スタッフ」設置等による対面販売強化

■　DVR普及や複数台割引導入による多様な視聴への対応

FY07 新規個人契約目標　28 － 30万件

■　110度対応受信機普及の加速（FY06末出荷実績1,360万から更に加速見込み）

■　HDを３－５チャンネル程度追加予定

■　e2 by スカパー！ブランドの広告宣伝強化

FY07 新規個人契約目標　6 - 8万件　(その他有線系含め 7 - 9万件）

■　NTT各支店、量販店、訪問販売の3ルートを中心とした販促強化

■　首都圏郊外を中心とした更なるエリア拡大

■　ＩＰ放送との連携

お客様主義の徹底
　■　分かりやすい情報伝達の徹底（加入者向け番組情報誌やHPのリニューアル）

　■　引越しサポートの大規模展開

　■　フレンドリーコールの拡充、相談ダイヤル（故障や機器関連等）の新設　他

■　放送・通信取引先の積極的な新規開拓

■　HD化の推進サポート　　　　　　　

■　スカパーとの共同新規事業開発

衛星事業施策 衛星の優位性を生かした収益基盤の維持・強化

顧客満足度
アップ
解約防止

顧客満足度
アップ
解約防止
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注記事項

　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


