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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 営業収益に消費税等は含まれておりません。 

２ 第９期までの「潜在株式調整後１株当たり当期純利益」については当期純損失が計上されているため記載し

ておりません。 

３ 「自己資本利益率」は、期中平均純資産額（純資産額の期首と期末の単純平均）により算出しております。

４ 第９期までの「株価収益率」については、当期純損失が計上されているため記載しておりません。 

５ 従業員数は、就業人員数を表示しております。但し第９期より、業務委託契約に基づき派遣された人員につ

いては、就業時間を始め、就労に関する諸条件が当社規程の適用範囲ではない為、平均臨時雇用者数に含め

ておりません。 

６ 第９期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利

益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

営業収益 (百万円) 59,432 70,373 72,475 74,016 82,329

経常利益
（経常損失：△）

(百万円) △11,901 △19,025 4,853 3,681 106

当期純利益
（当期純損失：△）

(百万円) △12,248 △18,893 4,384 3,709 357

純資産額 (百万円) 107,548 88,795 96,258 89,408 93,999

総資産額 (百万円) 146,477 117,341 126,536 121,132 133,171

１株当たり純資産額 (円) 48,070.98 39,687.86 42,449.21 41,332.86 43,661.41

１株当たり当期純利益
（１株当たり当期純損失
：△）

(円) △5,475.12 △8,444.56 1,957.23 1,630.78 162.56

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

(円) ― ― 1,955.30 1,629.52 162.54

自己資本比率 (％) 73.4 75.7 76.1 73.8 70.6

自己資本利益率 (％) △10.8 △19.2 4.7 4.0 0.4

株価収益率 (倍) ― ― 80.22 51.14 532.73

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △10,075 △7,135 8,322 4,302 3,582

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △48,006 △11,796 1,296 △7,087 4,981

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △947 △661 △2,081 △10,916 △492

現金及び現金同等物の 
期末残高

(百万円) 57,803 38,102 45,941 32,239 40,310

従業員数

［外、平均臨時雇用

者数］

(人)
275

［68］

284

［67］

295

［99］

379

［108］

468

［147］



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 営業収益に消費税等は含まれておりません。 

２ 第９期までの「潜在株式調整後１株当たり当期純利益」については当期純損失が計上されているため記載し

ておりません。 

３ 「自己資本利益率」は、期中平均純資産額（純資産額の期首と期末の単純平均）により算出しております。

４ 第９期までの「株価収益率」については、当期純損失が計上されているため記載しておりません。 

５ 従業員数は、就業人員数を表示しております。但し第９期より、業務委託契約に基づき派遣された人員につ

いては、就業時間を始め、就労に関する諸条件が当社規程の適用範囲ではない為、平均臨時雇用者数に含め

ておりません。 

６ 第10期の１株当たり配当額は、記念配当500円であります。 

７ 第９期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利

益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。 

  

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

営業収益 (百万円) 58,396 68,179 70,028 71,881 74,377

経常利益
（経常損失：△）

(百万円) △11,534 △17,449 5,073 4,677 3,261

当期純利益
（当期純損失：△）

(百万円) △12,016 △18,372 4,495 4,532 3,480

資本金 (百万円) 139,459 139,461 50,014 50,037 50,083

発行済株式総数 (株) 2,237,282 2,237,351 2,267,608 2,268,509 2,270,365

純資産額 (百万円) 108,077 89,845 97,419 91,393 99,109

総資産額 (百万円) 140,108 110,615 121,522 113,573 123,894

１株当たり純資産額 (円) 48,307.48 40,157.21 42,961.38 42,250.23 46,034.66

１株当たり配当額
（内１株当たり中間
配当額）

(円) 
(円)

―
(―)

―
(―)

500.0
(―)

750.0
(―)

750.0
(―)

１株当たり当期純利益
（１株当たり当期純損失
：△）

(円) △5,371.20 △8,211.69 2,006.91 1,994.04 1,612.55

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

(円) ― ― 2,004.94 1,992.50 1,612.36

自己資本比率 (％) 77.1 81.2 80.2 80.5 80.0

自己資本利益率 (％) △10.5 △18.6 4.6 4.8 3.7

株価収益率 (倍) ― ― 78.23 41.82 53.70

配当性向 (％) ― ― 24.9 37.6 46.5

従業員数
［外、平均臨時雇用
者数］

(人)
205
［58］

204
［64］

214
［72］

217
［77］

206
［86］



２ 【沿革】 

  

平成６年11月 「株式会社ディーエムシー企画」を設立(本店所在地：東京都港区虎ノ門一丁目26

番５号、資本金 100百万円)

平成７年７月 「株式会社ディーエムシー」に商号変更

    ９月 「日本デジタル放送サービス株式会社」に商号変更、本店所在地を東京都渋谷区渋

谷二丁目15番１号東邦生命ビル（現在は渋谷クロスタワーにビル名変更）に移転

平成８年４月 多チャンネル放送サービスにおける重要サービスであるペイ・パー・ビューの放送

会社「株式会社ペイ・パー・ビュー・ジャパン」を設立（現・連結子会社）

平成９年１月 通信衛星JCSAT-3を利用した有料放送を開始（サービス名称：パーフェクＴＶ！）

平成10年５月

    ７月

    12月

「ジェイ・スカイ・ビー株式会社」(平成８年12月設立)と対等合併、サービス名称

を「スカイパーフェクＴＶ！（略称：スカパー！）」に変更  

通信衛星JCSAT-４（平成11年６月よりJCSAT-4A）を利用した有料放送を開始 

総登録者数が100万件を突破

平成11年７月

    11月

    12月

イタリアサッカーリーグ「セリエＡ」の日本における３シーズンの独占的なテレビ 

放送権を獲得 

一般第二種通信事業「スカイパーフェクＴＶ！通信サービス」開始 

顧客管理業務のための企画会社「エスエヌ企画株式会社」(平成12年８月に事業会

社化し、商号を「株式会社データネットワークセンター」に変更)を東日本電信電

話株式会社と合弁により設立（現・連結子会社）

平成12年３月 「株式会社ディレク・ティービー」(サービス名称：ディレクＴＶ)がサービスを終

了することに伴い、ディレクＴＶ加入者のスカイパーフェクＴＶ！への移行に協力

する旨を発表（協力期間：平成12年12月まで）

    ６月 総登録者数が200万件を突破 

「株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ」に商号変更

    ８月 「2002 FIFAワールドカップTM 韓国・日本」の日本国内でのＣＳ独占放送権（全64

試合等）を取得

    ９月 東経110度ＣＳ放送サービスにおける委託放送事業者「マルチチャンネルエンター

テイメント株式会社」を設立（現・連結子会社）

    10月 東京証券取引所マザーズに上場（資本金139,455百万円）

平成13年７月 イングランドプロサッカーリーグ「プレミアリーグ」、フランスプロサッカーリー

グ「ディビジョンアン」の日本国内独占放送権を取得

10月 プロレス・格闘技専門チャンネル「ＦＩＧＨＴＩＮＧ ＴＶ サムライ」を運営す

る委託放送事業者「株式会社サムライティービー」の株式を取得（現・連結子会

社）

平成14年１月 株式会社データネットワークセンターへ顧客管理業務を移管

    ２月 総登録者数が300万件を突破

    ５月 「2002 FIFAワールドカップTM 韓国・日本」全64試合を、10チャンネルを使い、無

料放送・生中継

    ６月 衛星データ通信サービス“ＳＫＹ”データサービス開始

    ７月 110度ＣＳを利用した衛星デジタル多チャンネル放送「スカイパーフェクＴＶ！２ 

」（平成16年３月よりサービス名称を「スカイパーフェクＴＶ！110（略称：スカ

パー！110）」に変更）本放送開始

    ８月 ブロードバンドコンテンツ配信サービス「スカパー！ＢＢ」の本格サービスを開始

    ９月 「セリエA」の日本国内独占放送権（３シーズン）を再び取得

平成15年４月 「UEFAチャンピオンズリーグTM」の日本国内独占放送権（３シーズン）を取得

６月 光ファイバーを利用した映像配信の事業会社「株式会社オプティキャスト」を設立

（現・連結子会社）



平成16年２月 「メジャーリーグ・ベースボール（ＭＬＢ）」のＣＳ独占放送権（５シーズン）を

取得 

「株式会社オプティキャスト」の有線役務利用放送事業者登録完了を受け、「スカ

パー！対応 光ファイバーＴＶ ＯＰＣＡＳ（オプキャス）」（現サービス名称：

光パーフェクTV！（略称：スカパー！光）サービス提供開始

３月 東経110度ＣＳデジタル多チャンネル放送のプラットフォーム事業を行う「株式会

社プラット・ワン」と合併 

東京証券取引所市場第一部へ市場変更

７月 コンテンツ開発・投資事業を行うための企画会社「株式会社スカパー・ウェルシン

ク」（平成16年11月事業会社化）を設立（現・連結子会社）

８月 連結子会社の株式会社オプティキャストにおいて、株式会社ユーズコミュニケーシ

ョンズの光ファイバー網を利用した「光パーフェクTV！」サービスの提供開始

９月 スカパー！110において株式会社スター・チャンネルのＨＤ放送「スター・チャン

ネル ハイビジョン」の放送開始

11月 スカパー！110において新しいベーシックパック「スカパー！110パック」の販売開

始

12月 連結子会社の株式会社オプティキャストにおいて、中国電力株式会社の100％子会

社である「株式会社エネルギア・コミュニケーションズ」との広島県福山市におけ

る光ファイバーを利用した映像配信事業提携についての基本合意書を締結

平成17年１月 連結子会社の株式会社オプティキャストにおいて、福島県郡山市における都市型Ｃ

ＡＴＶ事業を検討するための企画会社「株式会社インフォメーションネットワーク

郡山」の株式を取得（現・連結子会社）

２月 スカパー！用受信機のレンタル販売を展開するための企画会社「株式会社スカパ

ー・マーケティング」（平成17年６月事業会社化）をジェイサット株式会社と共同

設立（現・連結子会社）

３月 有線テレビジョン放送法による有線テレビ放送事業及び有線ラジオ放送事業を行う

「株式会社ケーブルテレビ足立」の株式を取得（現・連結子会社）

５月 「FIFA ワールドカップTM ドイツ大会」のＣＳ放送権を取得 

個人情報保護に関してプライバシーマークを取得

６月 株式会社スカパー・モバイルを設立（現・連結子会社）

株式会社インデックス(現・株式会社インデックス・ホールディングス）の株式を
取得

７月 「2006年 FIBA バスケットボール世界選手権」の日本国内独占テレビ放送権を取

得

８月 放送開始１０周年記念事業の一環として「スカパー！東京プラージュ2005」を開催

９月 目黒メディアセンターで最新デジタル技術を投入した送出設備への切り替えを完了

11月 中国電力株式会社の子会社・株式会社エネルギア・コミュニケーションズの光ファ

イバー回線を利用して広島県福山市で光パーフェクＴＶ！サービスを開始 

日本有数のスポーツ系映像コンテンツ放送・配給会社である株式会社ジェイ・スポ

ーツ・ブロードキャスティングの株式を１５％取得（現・持分法適用関連会社）

12月 「スカパー！よくばりパック」と「スカパー！えらべる１５」の発売を開始 

株式会社ケーブルテレビ足立がケーブルテレビ業界で日本初の完全デジタル放送化

を実施 

初の本格的なサッカー携帯サイト「スカパー！ＷＯＲＬＤ ＳＯＣＣＥＲ」の提供

を開始 

光ファイバーを利用した多チャンネル放送サービス等の販売に関する運営会社・株

式会社オプティキャスト・マーケティングを設立（現・連結子会社） 

スカパー！１１０サービスの放送事業者である株式会社シーエス・ナウの全株式を



 
  

取得（現・連結子会社）

平成18年２月 日活株式会社の株式を１５%取得

 

 

 

 

 

平成18年３月31日現在、スカパー！：テレビ103事業者／191チャンネル、ラジオ2

事業者／101チャンネル、加入者（総登録件数）3,737千件、スカパー！110：テレ

ビ14事業者／72チャンネル（データ放送含む）、加入者（総登録件数）321千件、

「ピカパー！」有料多チャンネルサービス：テレビ171チャンネル／ラジオ101チャ

ンネル、加入者（総登録件数）8千件、その他有線系40千件



３ 【事業の内容】 

当社グループ（当社及び連結子会社）は、東経128度上の通信衛星JCSAT-3及び東経124度上の通信衛星

JCSAT-4Aを利用する衛星デジタル多チャンネル放送スカパー！、及び東経110度上の通信衛星N-SAT-110を

利用する衛星デジタル多チャンネル放送スカパー！110において、放送事業者、衛星の運営事業者及び加

入者に対してプラットフォームサービスを提供するとともに、同衛星上にて放送サービスを展開していま

す。また、これらを基盤としながら、成長戦略の実現に向けて、視聴料収入をベースに、コンテンツサー

ビスの強化及び新規サービスの立上げに努めています。顧客管理業務及びデジタル衛星放送普及促進業

務、放送番組送出関連業務とこれらに付随する業務を総称して「プラットフォームサービス」と呼んでい

ます。 

プラットフォームサービスにおける当社グループと放送事業者、衛星の運営事業者及び加入者等との関

係を図示すると以下のようになります。 

  

  

(1) 衛星放送について 

① 衛星放送について 

衛星放送とは、静止軌道上の人工衛星を利用して行う放送であり、その特徴として、 

ａ 広域・同報性（一つの送信点である静止軌道位置から一波でほぼ日本全域をカバーした全国放送

が可能であること） 

ｂ 大容量（帯域幅が地上波に比べて広帯域の伝送路を有し、大量の情報伝送能力をもっているこ

と） 

ｃ 耐災害性（中継局を必要としないため地上災害の影響を受けることが少ないこと） 

等があります。 

衛星放送には放送衛星（ＢＳ：Broadcasting Satellite）を用いるものと通信衛星（ＣＳ：



Communication Satellite）を用いるものがあり、それぞれに対応する衛星放送用の受信機を用い

て受信することが可能です。スカパー！及びスカパー！110は、通信衛星を利用するＣＳデジタル多

チャンネル放送です。 

  

② デジタル放送について 

デジタル技術の進展によって衛星放送でのデジタル化が進行しておりますが、映像・音声のデジタ

ル化による主なメリットとしては、 

ａ 圧縮技術により同じ帯域幅でより多くの情報の効率的な伝送が可能となること 

ｂ 品質が劣化することなく伝送、加工、録画・録音等が可能となること 

ｃ ＥＰＧ（Electronic Program Guide 電子番組ガイドの略）や双方向サービス等の高機能化・高

付加価値化が可能となること 

ｄ インターネットやパーソナル・コンピュータ等との親和性も高いこと 

等があります。 

  

(2) ＣＳ多チャンネル放送における放送法・電気通信役務利用放送法とプラットフォーム事業者の役割に

ついて 

① 放送法（委託・受託放送制度） 

従来の放送事業者は、その独立性、自主性を確保し、加入者からの放送の継続性・安定性の要請に

応えるため、放送局の管理主体と番組の提供主体が同一であることが必要であると判断され、免許が

付与されてきました。 

しかしながら、ＣＳ放送についてはその制度化に際し、既存の通信事業者の通信衛星を利用する必

要があったこと、及び多様化し変化の早い消費者のニーズに対応するため、様々な放送主体と多様な

放送番組(専門放送)を確保することが求められ、放送設備運営と放送番組運営を分離した委託・受託

放送制度が導入されました。 

ここに放送事業者が委託放送事業者と受託放送事業者に分離され、委託放送事業者が放送番組を制

作・編集し、放送局を管理・運用する受託放送事業者にその放送を委託することで放送サービスが提

供されることになりました。 

  

② 電気通信役務利用放送法 

通信と放送の伝送路における融合の進展に対応したＣＳ放送及び有線テレビジョン放送の設備利用

の規制緩和の一環として、平成14年１月28日に「電気通信役務利用放送法」が施行されました。同法

に基づき、一定の要件を満たせば、随時、電気通信役務利用放送事業者として登録され、通信設備を

有する電気通信事業者から電気通信役務の提供を受けてサービスを行うことが可能となりました。 

  

③ プラットフォーム事業者の役割 

ＣＳ多チャンネル放送においては、特に加入者への放送サービス提供という観点から見た場合、放

送番組の提供者である放送事業者が主体的に位置付けられておりますが、現実に「多チャンネル放送

サービス」を運営していくためには、100社以上の放送事業者による個々の番組（チャンネル）を

「一つの商品」として統合する機能が不可欠であること、送出及び顧客管理関連等の各設備や放送サ

ービス普及のための広告宣伝等に必要となる大規模な投資をより効率化しスケールメリットを享受す

ることの必要性等から「プラットフォーム事業者」という役割が必要となります。 

当社は、そうした役割を担う事業者として設立され、「プラットフォームサービス」を放送事業者

（一部業務は、受託放送事業者及び電気通信事業者）から受託して業務を行っております。 



また、サービス全体を俯瞰することができるプラットフォーム事業者は、多くのマーケティング情

報や事業運営上のノウハウを蓄積しており、事業展開上重要な経営課題である普及促進活動に関して

は、プラットフォーム事業者の判断によって資金が投入されます。さらに、個々の放送事業者では獲

得困難な番組コンテンツについては、自ら調達・制作する等の事業展開に進出しており、多チャンネ

ル放送事業の中核的存在に位置付けられています。 

  

(3) 当社グループの事業内容について 

当社グループの事業は、顧客管理業務及びデジタル衛星放送普及促進業務、放送番組送出関連業務等

の衛星デジタル多チャンネル放送サービス、及びこれに付随する業務として委託放送サービス、コンテ

ンツサービス、新規サービスを行っており、その内容は以下のとおりです。 

① 衛星デジタル多チャンネル放送サービス 

ａ 顧客管理業務 

主に、1）有料放送サービスの加入に関する問合わせ対応や加入処理を行うサービス、2）有料放

送サービス提供のためのＩＣカードの発行や貸与、加入者情報の管理、有料放送サービス契約変更

（番組契約変更）、解約等の処理を行う有料放送維持サービス、3）ＥＰＧ、プロモーションチャ

ンネル、番組ガイド誌、ホームページ等の各種媒体による放送番組等の情報告知サービス、及びカ

スタマーセンターでの各種問合わせ対応等を行う情報提供サービス、4）有料放送に係る視聴料金

等の課金請求及び収納を行う課金・収納サービス、を行うものとなっています。 

連結子会社の「株式会社データネットワークセンター」（議決権比率51.00％）は、当社の顧客

管理業務を中心にサービスを行う一方で、他社の顧客対応業務も受託しています。 

ｂ デジタル衛星放送普及促進業務 

1）テレビ、新聞等のマスメディアを利用した広告宣伝業務、2）加入契約獲得のための代理店網

の構築・維持業務、3）受信機規格の作成及び管理業務、を行うものとなっています。 

連結子会社の「株式会社スカパー・マーケティング」（議決権比率51.00％）は、レンタル方式

によるスカパー！受信機の供給により、更なる有料多チャンネル放送市場の拡大を図ることを目的

として、平成17年２月１日に設立し、平成17年６月１日よりレンタル事業を開始しています。 

ｃ 放送番組送出関連業務 

1）放送事業者から受託する放送番組デジタル信号変換業務（放送番組の映像・音声信号等を衛

星放送の規格に適合したデジタル信号に変換する業務で、エンコーダシステムから多重化装置の入

端までを含む。）、2）衛星の運営事業者から受託する放送番組をアップリンクする業務（各放送

番組のデジタル信号を多重化、変調し送信する業務）を行うものです。 

ｄ その他のプラットフォーム関連業務 

プラットフォームの維持及び運営を目的として、上記ａ、ｂ、及びｃの業務以外に、番組ガイド

誌の課金・収納業務、スタジオ設備の運営業務等を行っています。 

  

② 放送サービス 

当社は、自らを放送事業者として２つのプロモーションチャンネル「ＣＬＵＢスカパー！ＴＶ

（200ch）」「スカパー！インフォメーションチャンネル（202ch）」及びＥＰＧ放送を運営していま

す。 

主要な関係会社における当該サービスの展開は次のとおりとなります。 

ａ 株式会社ペイ・パー・ビュー・ジャパン 



同社（議決権比率65.00％）は、スカパー！上の電気通信役務利用放送事業者であり、ハリウッド

映画やスポーツ番組を中心とした「パーフェクトチョイス（110～115／139／160～162／171～174／

176・177／180～186ch）」及び「パーフェクトチョイス プレミア！（179ch）」の全24チャンネルに

おいてペイ・パー・ビューサービスを行っています。 

ｂ 株式会社サムライティービー 

同社（議決権比率80.25％）は、スカパー！上の委託放送事業者としてプロレス・格闘技専門チャ

ンネル「ＦＩＧＨＴＩＮＧ ＴＶ サムライ（301ch）」を放送し、スカパー！110においては、マルチ

チャンネルエンターテイメント株式会社に対する番組供給事業者となっています。 

ｃ マルチチャンネルエンターテイメント株式会社 

同社（議決権比率90.00％）は、スカパー！110上の委託放送事業者として、「ＦＯＸ（312ch）」

「スペースシャワーＴＶ（322ch）」「カートゥーンネットワーク（331ch）」「ＦＩＧＨＴＩＮＧ 

ＴＶ サムライ（259ch）」「スカチャン！110（801・802ch）」「スカパー！110プロモ（100ch）」

「スター・チャンネル ハイビジョン（888ch）」の８チャンネル及びＥＰＧ放送を運営しています。

なお、「スカチャン！110（801・802ch）においては、当社が独自の編成方針に基いてコンテンツを

調達して放送を委託しています。 

ｄ 株式会社ジェイ・スポーツ・ブロードキャスティング 

当社は、平成17年11月1日に株式会社ジェイ・スポーツ・ブロードキャスティングに対して出資

（議決権比率15.0％）をいたしました。同社は、日本有数のスポーツ専門チャンネルであり、独自の

スポーツコンテンツを展開しています。 

  

③ コンテンツサービス 

当社グループは、従来からプラットフォームサービス全体の新規加入と顧客維持（解約防止等）及

び収益機会追求を目的として、スポーツ番組を中心とした自主コンテンツを調達し、株式会社ペイ・

パー・ビュー・ジャパン及びマルチチャンネルエンターテイメント株式会社に放送を委託していま

す。また、当社が調達したコンテンツは、他放送事業者に対してライセンスの付与を行う等、多チャ

ンネル機能を有効に使って運営しています。 

また、コンテンツ調達に加え、連結子会社の株式会社スカパー・ウェルシンク（議決権比率

100.00％）を通じて、当連結会計年度に公開された映画「交渉人 真下正義」及び「容疑者 室井慎

次」等への出資を行っています。 

  

④ 新規サービス 

当社グループでは、伝送路と視聴形態の多様化に合わせて、集合住宅や戸建て住宅向けに光ファイ

バーを活用した映像配信事業、ＣＡＴＶ事業者との連携、モバイル事業等、新たなサービスへの展開

を図っています。 

 主要な連結子会社における当該サービスの展開は次のとおりとなります。 

ａ 株式会社オプティキャスト／株式会社オプティキャスト・マーケティング 

株式会社オプティキャスト（議決権比率100.00％）は、東日本電信電話株式会社（NTT東日本）・

西日本電信電話株式会社（NTT西日本）等が提供する光ファイバーを利用して、スカパー！の多チャ

ンネル放送に加え、地上波放送（地上デジタル放送含む）、ＢＳデジタル放送、ＦＭ放送等、主要な

放送を網羅した同時再送信サービスであるスカパー！光を展開しています。平成17年12月19日には、

同社の100％出資による新設分割により、株式会社オプティキャスト・マーケティングを設立しまし

た。株式会社オプティキャスト・マーケティングは、平成18年1月25日に株式会社オプティキャス



ト、NTT東日本及びNTT西日本を引受け先として新株を発行しました。これにより、株式会社オプテ

ィキャスト・マーケティングに対する株式会社オプティキャストの議決権比率は51.00％となりまし

た。株式会社オプティキャスト・マーケティングは、当社グループとNTT東西の協力関係のもと、ス

カパー！光、Ｂフレッツ、ひかり電話のいわゆるトリプルプレイサービスの普及・拡大を図ることを

目指しています。 

 なお、平成18年3月末現在、集合住宅向けにサービスが開始されている物件は578物件（全41,169

戸）で、既に導入が決定している物件は454物件（全61,420戸）となっています。 

ｂ 株式会社ケーブルテレビ足立 

同社（議決権比率77.29％）は、平成17年12月1日に完全デジタル放送を全面的に実施いたしまし

た。これにより、足立区内約12万世帯に地上デジタル放送及びＢＳデジタル放送をパススルーで再送

信するとともに、ＣＳデジタル多チャンネル放送においては約250チャンネルを、約3万9千世帯（平

成18年3月末）に対して放送することになりました。 

ｃ 株式会社スカパー・モバイル 

平成17年6月1日に設立いたしました同社（議決権比率51.00％）は、本格的な事業展開の第一弾と

して、平成17年12月よりスカパー！と連携した初の本格的なサッカー携帯サイト「スカパー！WORLD 

SOCCER」を開始し、また平成18年1月より格闘技とプロレスの情報を網羅した「スカパー！バトル

LIFE！！」を開始いたしました。 

  



(4) 送出システム・顧客管理システムについて 

プラットフォームサービスにおける当社グループの送出システム及び顧客管理システムの概要は、下

図のとおりです。 

  

 

  

主なシステムの役割は、以下のとおりです。 
  

名 称 役 割

① 送受信システム（ＲＦ） 圧縮された映像・音声信号等をデジタル変調するシステム

② エンコーダシステム（ＥＮＣ） 

 

映像・音声信号を符号化・圧縮する装置で、デジタル放送を支える基幹

システム

③ ベースバンドシステム（ＢＢ） 

 

プログラム素材の受入・内部での制作及びスケジュールに従ったＥＮＣ

への送出を行うシステム

④ 電子番組情報システム（ＥＰＧ） 

 

デジタル放送の代表的な付加サービスである電子番組ガイド等を提供す

るためのシステム

⑤ 番組統合管理システム（ＰＭＳ・

ＢＤＰＳ）

素材の登録、各サービス毎の番組編成、素材の編成、番組の価格設定を

行うシステム

⑥ 顧客管理システム（ＳＭＳ） 

 

 

加入者の基本情報（視聴契約情報や決済情報等）をデータベース化し管

理する装置で、制限受信システム（ＣＡＳ）とともに有料放送を支える

基幹システム

⑦ 鍵管理システム（ＳＡＳ） 

 

加入者の契約に基づくＥＭＭ(個別限定受信情報)の作成やＩＣカードの

発行管理を行うシステム

⑧ 制限受信システム（ＣＡＳ） 

 

加入者の視聴契約状況により有料チャンネルの視聴を可能又は不可能に

するシステム

⑨ カスタマーセンターシステム

（ＣＳＳ）

カスタマーセンターでの運用業務を支援するシステム

⑩ 受信機及びＩＣカード 受信機はデコーダーを内蔵しています。受信機のスロットルに挿入され

たＩＣカードは、視聴契約情報を管理したり、視聴情報を蓄積したりし

ます。また、受信機は電話回線と接続することができ、公衆回線網を通

して視聴記録の収集や双方向サービスの提供を可能にしています。



  



(5) 事業における主な関与者との関係等について 

プラットフォームサービスにおける主な関与者との関係図は、以下のとおりです。 

  

 

  

① 放送事業者 

当社グループは、放送事業者より顧客管理業務及びデジタル衛星放送普及促進業務、放送番組送出

関連業務等を受託し、放送事業者より業務手数料を受領しています。チャンネル間のパッケージ組成

は放送事業者間の協議により決定されますが、当社グループでは加入者の満足度の向上を図るべく、

パッケージの組成に関しても放送事業者に協力しており、ともに加入者満足度と業務の質的な向上を

図ることにより、ＣＳデジタル放送事業の成長、発展を目指しています。 

  

② 衛星の運営事業者 

当社は、衛星の運営事業者より放送番組アップリンク業務を受託し、アップリンク料を受領してい

ます。また、プロモーションチャンネル及びＥＰＧ等の放送につきましては、当社自らが委託放送事

業者となっているため、衛星の運営事業者からトランスポンダーの貸与を受けています。なお、当社

サービスで使用する衛星は衛星の運営事業者が所有、運用しています。 

  

③ 加入者 

当社グループは、加入者と有料放送視聴契約を締結している放送事業者の代理人として、加入者に

加入処理、ＩＣカードの発行・貸与、有料放送サービス契約変更、課金・収納等を行っています。 

  

④ 受信機メーカー 

当社グループのサービスの受信には受信機が必要とされ、当社は、受信機の低価格化及び広告活動

のタイアップ等で新規加入者獲得を促進すべく、受信機との販売促進協力を目的として、受信機メー

カーに対して出荷件数に応じたサブシディ（補助金）を支払っています。 

  

⑤ 受信機販売代理店 

平成18年３月末現在、90,753件が販売代理店となっています。販売代理店は、受信機販売、アンテ

ナ取付け、視聴契約の取次ぎ、顧客への番組情報の提供等を行っており、当社は、販売代理店に対し

て有料放送登録件数等に応じた各種インセンティブ（報奨金）を支払っています。 

  



４ 【関係会社の状況】 

  

 
（注）１ 特定子会社です。 

２ 持分は100分の20未満となっていますが、実質的に影響力を持っているため関連会社としています。 

名称 住所
資本金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所有割合(％) 関係内容

（連結子会社）

株式会社データネット
ワークセンター(注)１

東京都 
渋谷区

100
双方向サービス等を含め
た多チャンネル放送サー
ビスの顧客管理業務

51.00
当社は、顧客管理業務を委託し、当該業
務手数料を支払っております。 
役員の兼任 １名

マルチチャンネルエン
ターテイメント株式会
社

東京都 
渋谷区

10
東経110度上の通信衛星N-
SAT-110における衛星放送
事業

90.00

当社は、調達したコンテンツを提供し、
当該提供料を受領しております。また、
放送を委託し、当該委託料を支払ってお
ります。 
役員の兼任 １名

株式会社サムライティ
ービー 

東京都 
渋谷区

12
放送法による委託放送業
務

80.25

当社は、送信業務、顧客管理業務及びデ
ジタル放送普及促進業務等を受託し、当
該業務に対する手数料を受領しておりま
す。 
なお、当社から借入を受けております。 
役員の兼任 無

株式会社オプティキャ
スト

東京都 
渋谷区

 
3,380

光ファイバーを利用した
映像配信事業

100.00

当社は、顧客管理業務及び光ファイバー
を利用した映像配信の普及促進業務等を
受託し、当該業務に対する手数料を受領
しております。
役員の兼任 ５名

株式会社オプティキャ
スト・マーケティング

東京都 
渋谷区

1,862 
光ファイバーを利用した
映像配信サービス提供事
業

51.00
（うち間接所有

51.00）

取引はありません。 
役員の兼任 ３名

株式会社スカパー・ウ
ェルシンク

東京都 
渋谷区

480
コンテンツ開発・投資事
業

100.00

当社は、コンテンツの提供を受けてお
り、使用料を支払っております。 
なお、当社から借入を受けております。 
役員の兼任 無

株式会社スカパー・マ
ーケティング   

東京都 
渋谷区

480
レンタル方式によるスカ
パー！受信機の供給事業

51.00

当社は、代理店の契約をしており、イン
センティブを支払っております。 
なお、当社から借入を受けております。 
役員の兼任 １名

株式会社ペイ・パー・
ビ ュ ー・ジ ャ パ ン 
（注）１

東京都 
渋谷区

2,500
電気通信役務利用放送法
による放送業務

65.00

当社は、送信業務、顧客管理業務及びデ
ジタル放送普及促進業務等を受託し、当
該業務に対する手数料を受領しておりま
す。また、当社は自主コンテンツの放送
を委託しております。 
役員の兼任 １名

株式会社インフォメー
ションネットワーク郡
山

福島県 
郡山市

60
都市型ＣＡＴＶ事業を検
討するための企画事業

66.67
（うち間接所有

66.67）

取引はありません。 
役員の兼任 ２名

株式会社ケーブルテレ
ビ足立

東京都 
足立区

2,063

有線テレビジョン放送法
による有線テレビ放送事
業及び有線ラジオ放送事
業

77.29
当社は、顧客管理業務を受託しておりま
す。
役員の兼任 １名

株式会社スカパー・モ
バイル

東京都 
渋谷区

480 モバイル関連事業 51.00

当社は、携帯向けコンテンツを提供して
おり、提供料を受領しております。ま
た、当社は携帯向けの広告宣伝業務を委
託しております。 
役員の兼任 無

株式会社シーエス・ナ
ウ

東京都 
渋谷区

10
放送法による委託放送業
務

100.00
取引はありません。 
役員の兼任 無

（持分法適用関連会
社）

株式会社システム・ク
リエイト

神奈川
県 
横浜市 
西区

19
コンピューターソフトウ
ェアの受託開発・製造販
売事業

32.26
当社は、独自のシステムを購入し、同シ
ステムの作業業務を委託しております。 
役員の兼任 無

株式会社ジェイ・スポ
ーツ・ブロードキャス
ティング（注）２

東京都 
江東区

3,834
放送法による委託放送業
務

15.00

当社は、送信業務、顧客管理業務及びデ
ジタル放送普及促進業務等を受託し、当
該業務に対する手数料を受領しておりま
す。また、当社は放送権を取得しており
ます。 
役員の兼任 無



５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年３月31日現在 

 
(注)１ 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は［ ］内に年間の平均人員を外数で記載しております。但 

し、業務委託契約に基づき派遣された人員については、就業時間を始め、就労に関する諸条件が当社グルー

プの規程の適用範囲ではない為、臨時従業員数に含めておりません。 

２ 当連結会計年度において、株式会社スカパー・モバイル及び株式会社オプティキャスト・マーケティング 

          が連結子会社になったことにより、従業員数が前連結会計年度より増加しております。  

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年３月31日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は［ ］内に年間の平均人員を外数で記載しております。但

し、業務委託契約に基づき派遣された人員については、就業時間を始め、就労に関する諸条件が当社規程の

適用範囲ではない為、臨時従業員数に含めておりません。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

(3) 労働組合の状況 

当社グループには、労働組合は組織されておりません。 

また、労使関係について特に記載すべき事項はありません。 

  

区分 事業部門 管理部門 合計

従業員数(人) 351［103］ 117［44］ 468［147］

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

206［86］ 38.7 3.0 7,709,625

 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当連結会計年度の日本経済は、原油や原材料の高騰による景気への影響が懸念されましたが、企業収

益の好転による設備投資の増加や消費者の購買意欲の高まり等、緩やかに回復する兆しが見られまし

た。 

 放送業界では、ＢＳデジタル放送の普及数も平成18年3月末で1,237万件（社団法人ＢＳデジタル放送

推進協会発表）を超え、地上デジタル放送も関東、中京、近畿地区からその周辺地域へと視聴エリアを

徐々に拡大し、開始当初の予想より順調に立ち上がってきています。加えて、平成18年4月1日より地上

デジタル放送を携帯電話等でも受信できるワンセグが開始されます。また、ＣＡＴＶ事業者は広域連携

を進め、ＭＳＯ（Multiple Systems Operator)化を図り、大手通信事業者もＦＴＴＨ（Fiber To The 

Home）の基盤を整備することで共に、多チャンネル放送、インターネット、ＩＰ電話を統合したいわゆ

るトリプルプレイの市場の拡大を目指しています。さらに、ブロードバンドの普及により、有力なＩＴ

事業者が積極的に無料の動画を配信したり、地上波系のテレビ局も自社で保有するコンテンツのインタ

ーネット配信を開始する等、放送業界は、放送と通信の融合が進展する新たな競争環境において大きな

変革の時を迎えています。 

 このような状況下におきまして、当社グループでは、成長のトレンドを維持しつつ成長のシナリオの

実現に向けて事業を行ってまいりました。具体的には、当社グループのコア事業であるスカパー！及び

スカパー！110において、加入者の拡大を図るべく積極的な販売促進活動の展開や解約防止策を実践し

てまいりました。また、「コンテンツアグリゲータ戦略」及び「マルチプラットフォーム戦略」を両輪

として更なる成長に向けた事業構造改革を推し進めてまいりました。 

  

当社グループの前連結会計年度及び当連結会計年度の業務サービス別営業収益は、「２ 生産、受注

及び販売の状況（3）販売実績 ① 業務サービス別営業収益」に記載のとおりであり、また、当連結会

計年度における業務サービス別業績の概況は、以下のとおりです。なお、業務サービス別とは、当社グ

ループのサービスを、衛星デジタル多チャンネル放送サービスである「顧客管理業務及びデジタル衛星

放送普及促進業務」、「放送番組送出関連業務」、当該サービスの付随業務、委託放送サービス、コン

テンツサービス、新規サービスから構成される「その他プラットフォーム関連業務」に区分したものと

なっています。 

  

① 顧客管理業務及びデジタル衛星放送普及促進業務 

＜顧客管理業務＞ 

顧客管理業務は、放送事業者のために加入処理・有料放送維持・情報提供・課金・収納等のサービ

スを行い、当該サービスに対する手数料を放送事業者より受領しています。当該手数料収益の増減

は、加入件数、解約率及び平均視聴料単価（ARPU：Average Revenue Per User）に大きな影響を受

けることとなります。 

 当連結会計年度の加入件数は、総登録者の新規受付数658千件（前期比28.0％増）、解約件数375千

件（前期比11.3％増）、純増数283千件（前期比59.8％増）となり、平成18年3月末の累計総登録件数

は4,106千件に達しました。個人契約件数は、新規受付数520千件（前期比20.5％増）、解約件数295

千件（前期比3.0％減）、純増数226千件（前期比76.3％増）となり、平成18年3月末の累計個人契約



件数は3,536千件に達しました。また、個人解約率は8.6％となっており、前期比0.8ポイント改善

しています。当連結会計年度においては、加入件数は増加傾向で推移いたしましたが、これは、「ス

カパー！アンテナ取付けおまかせ０円キャンペーン」等の積極的な販売促進活動や、「スカパー！レ

ンタルサービス」を開始する等、新たな販路を開拓したことと、カスタマーセンターにおける解約防

止策の本格化が主な要因となっています。なお、前連結会計年度及び当連結会計年度の登録件数及び

個人解約率の推移は、「２ 生産、受注及び販売の状況 （3）販売実績 ④ 登録件数及び解約率」

に記載のとおりです。 

 また、当連結会計年度におけるスカパー！及びスカパー！110の平均視聴料単価は3,443円（前期比

101円減）となっており、平均視聴料単価のうち当社の収益となる平均業務手数料単価は1,382円（前

期比31円減）となっています。平均視聴料単価に関しては、有力なコンテンツの投入等により向上を

図ってまいりましたが、加入者の番組選択におけるコスト意識の高まり等により、下落傾向を止める

に至っていない状況となっています。 

 前連結会計年度及び当連結会計年度における平均視聴料単価及び平均業務手数料単価の推移は、

「2．生産、受注及び販売の状況 （3）販売実績 ② 平均視聴料単価（ARPU)及び平均業務手数料単

価」に記載のとおりです。 

＜デジタル衛星放送普及促進業務＞ 

デジタル衛星放送普及促進業務は、有料デジタル多チャンネル放送普及のための広告宣伝や、加入

者獲得のための代理店網の構築、受信機規格の作成等となっており、当該サービスに対する手数料を

放送事業者より受領しています。 

 当連結会計年度におきましては、「2006 FIFA ワールドカップTM ドイツ大会」に向けたサッカーの

積極的な広告展開をはじめとして、話題の「韓流シネマフェスティバル2005」、恒例になりました夏

の音楽イベント（夏フェス）を放送する等、加入者の獲得と顧客満足度の向上を図ってまいりまし

た。さらに、放送開始10周年記念事業として平成17年8月には、国立代々木競技場オリンピックプロ

ムナード周辺で「スカパー！東京プラージュ2005」を開催し、多くのお客様にデジタル多チャンネル

放送の魅力を堪能していただきました。平成17年12月からは、66チャンネル見られる「スカパー！よ

くばりパック」（平成18年3月現在、合計68チャンネル、税込3,500円／月）と、同パックから15チャ

ンネルを選ぶことができる「スカパー！えらべる15」（税込2,800円／月）の加入受付を開始する

等、商品力の強化を図ってまいりました。 

 スカパー！110においては、三波共用のデジタルテレビの普及に合わせて「冬の０円キャンペー

ン」を行い加入者の獲得に努めました。また、平成18年のプロ野球シーズンの開幕とともに、スカパ

ー！との同内容の「プロ野球セット」の販売を開始いたしました。 

 当社グループは、加入者獲得効率の経営指標として、新規加入者1人当たり獲得費用（SAC：

Subscriber Acquisition Cost）により管理を行っています。前連結会計年度及び当連結会計年度に

おける新規加入者1人当たり獲得費用の推移は、「２ 生産、受注及び販売の状況 （3）販売実績

③ 新規加入者1人当たり獲得費用（SAC)」に記載のとおりです。  

当連結会計年度におきましては、顧客管理業務及びデジタル衛星放送普及促進業務に関する営業収

益は、前連結会計年度に比べ登録件数が順調に推移したこと等により、前連結会計年度に比し1,980

百万円（4.1％）増収の50,588百万円となりました。 

  

② 放送番組送出関連業務 

放送番組送出関連業務は、放送番組の映像・音声信号等を衛星放送の規格に適合したデジタル信号



に変換する「放送番組デジタル信号変換業務」や、各放送番組のデジタル信号を多重化しアップリ

ンクする「放送番組アップリンク業務」からなっており、放送事業者及び衛星の運営事業者より手数

料を受領しています。 

当連結会計年度におきましては、放送番組送出関連業務に関する営業収益は、前連結会計年度に比

し694百万円（7.1％）減収の9,073百万円となりました。減収の主な要因は、株式会社ペイ・パー・

ビュー・ジャパンが前連結会計年度末に連結子会社となったことにより、当連結会計年度から、同社

からの業務手数料の受領が連結上相殺されたこと等によるものです。 

  

③ その他プラットフォーム関連業務 

その他プラットフォーム関連業務は、上記①及び②の業務以外に、放送番組の調達や制作を行うコ

ンテンツ供給業務、番組ガイド誌の課金・収納業務、通信サービス・ブロードバンドコンテンツ配信

サービス等の新規業務を行い、事業の更なる拡大と新たな収益源の創造を行っています。 

 このうち、コンテンツ供給業務としては、ヨーロッパサッカーの最高峰といわれる「UEFAチャンピ

オンズリーグTM」、イタリアの「セリエA」、イングランドの「プレミアリーグ」等のサッカーコンテ

ンツ、松井秀喜選手等、多くの日本人プレーヤーが活躍する「アメリカ・メジャーリーグ・ベースボ

ール（MLB）」、その他「韓流オールスターサミット」等、話題のコンテンツを提供してまいりまし

た。 

 当連結会計年度におきましては、その他プラットフォーム関連業務に関する営業収益は、前連結会

計年度に比し7,027百万円（44.9％）増収の22,667百万円になりました。増収の主な要因は、平成17

年3月に当社の連結子会社となった株式会社ペイ・パー・ビュー・ジャパン及び株式会社ケーブルテ

レビ足立の売上が寄与したこと等によります。 

以上の結果、当連結会計年度の営業収益は、前連結会計年度に比し8,313百万円（11.2％）増収の

82,329百万円となりました。一方、営業費用は、前連結会計年度に比し11,401百万円（16.0％）増加の

82,591百万円となりました。これは主に、積極的なマーケティング戦略によるマーケティングコストの

増加、株式会社オプティキャストにおけるサービス範囲拡充のための費用の増加等によるものです。そ

の結果、営業損益におきましては、261百万円の営業損失となりました。 

 営業外損益におきましては、営業外収益において余剰資金の効率的な運用による受取利息726百万円

等を計上しました。一方、営業外費用において関連会社における持分法適用による投資損失265百万円

等を計上しました。その結果、経常利益は、前連結会計年度に比し3,574百万円（97.1％）減少の106百

万円となりました。 

 特別損益におきましては、投資有価証券売却益1,023百万円、固定資産除却損456百万円及び減損損失

326百万円等を計上しました。その結果、当期純利益は、前連結会計年度に比し3,351百万円（90.4％）

減少の357百万円となりました。  

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ719百万円減少し3,582百万円となっ

ています。主な要因としては、税金等調整前当期純利益が230百万円と前連結会計年度に比べ3,415百万

円減少したこと等によるものです。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ12,069百万円増加し4,981百万円とな

っています。増加の主な要因としては、前連結会計年度に14,461百万円計上した有価証券の取得による

支出が、当連結会計年度は無かったこと等によるものです。 



 財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ10,423百万円増加し492百万円のマ

イナスとなっております。主な要因としては、自己株式（付随費用を含む）の取得による支出が1,012

百万円と前連結会計年度に比べ8,306百万円減少したこと等によるものです。 

 以上の様に、営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローのプラスが主因となり、現金及び現金

同等物の期末残高は前連結会計年度末より8,071百万円増加して、40,310百万円となっています。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

(前連結会計年度)(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

当社及び連結子会社は、サービスの提供にあたり、製品の生産を行っていないため、生産実績につい

て記載すべき事項はありません。 

  

(当連結会計年度)(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は、サービスの提供にあたり、製品の生産を行っていないため、生産実績につい

て記載すべき事項はありません。 

  

(2) 受注実績 

(前連結会計年度)(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

当社及び連結子会社は、受注生産を行っておりませんので記載すべき事項はありません。 

  

(当連結会計年度)(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は、受注生産を行っておりませんので記載すべき事項はありません。 

  

(3) 販売実績 

① 業務サービス別営業収益 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

② 平均視聴料単価（ＡＲＰＵ）及び平均業務手数料単価 

 
(注) １ 「平均視聴料単価」とは、１加入者当たりの１ヶ月間の視聴料（DTH）であり、フラットチャンネル視聴

料、ペイ・パー・ビュー視聴料、基本料、当社が放送権を取得したコンテンツについての視聴料の合計を請
求件数で除した値です。 

２ 「平均業務手数料単価」とは、当社が放送事業者より受け取る１加入者当たりの1ヶ月間の業務手数料であ
り、フラットチャンネル視聴料に関する業務手数料、ペイ・パー・ビュー視聴料に関する業務手数料、管理
手数料（基本料）、当社が放送権を取得したコンテンツについての業務手数料の合計を請求件数で除した値
です。 

  

業務サービス等の区分

前連結会計年度 当連結会計年度

営業収益
(百万円)

割合(％)
営業収益 
(百万円)

割合(％)

顧客管理業務及びデジタル衛星放送普及促進業務 48,608 65.7 50,588 61.5

放送番組送出関連業務 9,768 13.2 9,073 11.0

その他プラットフォーム関連業務 15,640 21.1 22,667 27.5

合計 74,016 100.0 82,329 100.0

前連結会計年度 当連結会計年度

平均視聴料単価（円） 3,544 3,443

平均業務手数料単価（円） 1,413 1,382



③ 新規加入者１人当たり獲得費用（ＳＡＣ） 

 
(注) ＳＡＣは、代理店手数料、広告宣伝費、販売促進費のマーケティング費用を新規受付数で除した値であり、販

売促進費に含まれる当社グループが加入促進の目的で無料放送を行ったコンテンツに関する放送権料の償却費

及び制作費等は、比較可能性の観点から上記計算には含めておりません。なお、当連結会計年度より連結対象

である株式会社スカパー・マーケティングにおける広告宣伝費等を含めています。 

  

④ 登録件数及び解約率 

 
(注) １ 各件数は、千件未満を四捨五入しており、個人解約率はパーセント未満第２位を四捨五入しています。 

２ 「総登録件数」とは、個人契約者、法人契約者、ＣＡＴＶ契約者、販売代理店店頭展示台数、技術開発用

等の総登録件数です。 

３ 「個人契約件数」とは、個人顧客が本登録した件数です。 

４ 「法人・仮登録他」とは、総登録件数より個人契約件数を差し引いた件数です。なお、仮登録とは、本登

録手続きを完了していない個人契約件数です。 

５ 「個人解約率」とは、当該対象会計年度の個人解約件数を同期間の期首及び期末の平均個人契約件数で除

し、年率に換算した値です。 

６ 前連結会計年度までは、スカパー！光経由での多チャンネル放送サービスの加入者数はスカパー！に含ま

れておりましたが、当連結会計年度より個別に発表をしています。なお、前連結会計年度末におけるサー

ビス開始以降の加入者数は、次のとおりです。。総登録者数（新規）802件、総登録者数（累計）834件、

個人契約者数（新規）711件、個人解約者数22件、個人契約者数（純増）689件、個人契約者数（累計）716

件（新規・解約は平成16年4月1日～平成17年3月31日の数値。累計は平成17年3月31日の数値） 

７ その他有線系サービスは、ケーブルテレビ他スカパー！光以外の有線伝送路経由でスカパー！のデジタル

方式を利用した多チャンネル有料放送契約を締結しているものです。連結子会社の株式会社ケーブルテレ

ビ足立（ＣＴＡ）のフルデジタル化によって（平成17年12月1日デジタル放送開始）、ＣＴＡにおける多チ

ャンネルサービス加入者数を考慮しています。なお、それに伴い当連結会計年度より、スカパー！、スカ

パー！110の衛星放送事業合計と有線事業合計を分けて記載しています。 

  

⑤ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
  

前連結会計年度 当連結会計年度

ＳＡＣ（円） 34,680 35,817

総登録件数（千件） 個人契約件数（千件） 法人・仮登録他（千件） 個人 

解約率 

（％）
新規 
受付数

解約数
純増 
加数

累計数
新規
受付数

解約数
純増
加数

累計数
新規
受付数

解約数
純増 
加数

累計数

前連結 
会計 
年度

スカパー！ 411 314 97 3,621 373 291 82 3,149 38 23 15 471 9.4

スカパー！110 103 24 79 203 59 13 46 161 44 10 34 42 9.7

合計 514 337 177 3,823 432 304 128 3,310 82 33 49 513 9.4

当連結 
会計 
年度

スカパー！ 409 292 117 3,737 381 275 106 3,255 28 17 11 482 8.6

スカパー！110 199 81 118 321 91 18 73 234 108 63 45 87 9.0

衛星放送事業合計 608 373 235 4,057 472 293 179 3,488 136 80 56 569 8.6

スカパー！光 8 0 8 9 8 0 8 9 0 0 0 0 5.4

その他有線系 41 1 40 40 40 1 39 39 1 0 1 1 -

有線事業合計 49 2 48 49 49 2 47 48 1 0 1 1 7.0

合計 658 375 283 4,106 520 295 226 3,536 137 80 57 570 8.6

前連結会計年度

金額（百万円） 割合（％）

（株）ペイ・パー・ビュー・ジャ
パン

11,772 15.9



３ 【対処すべき課題】 

当社グループの事業運営において対処すべき重要な課題は、放送と通信の融合が進展する等、変化の激

しい事業環境にあって、中長期的な成長を維持し、更なる収益拡大を実現することにより企業価値の最大

化を図ることにあります。当社グループを取り巻くメディア環境においては、デジタル技術の進展やライ

フスタイルの変化等を背景に、光ファイバーやモバイル等、ソフト（コンテンツ）を楽しむための伝送路

や視聴形態の多様化が進展しています。当社グループは、こうした変化に柔軟に対応して、更なる加入件

数の拡大、平均視聴料単価の向上及び低解約率の維持を図ることが当面の重要な課題と考えています。 

 その具体的施策としては、以下のとおりとなります。 

  

(1) コンテンツの充実 

コンテンツの観点からでは、当社グループはプラットフォームにおいて魅力あるコンテンツを提供する

ことが重要であると考えています。これまで「UEFAチャンピオンズリーグTM」や「セリエA」等のコンテン

ツを獲得しましたが、今後も放送事業者との連携によりプロ野球や国内外のサッカーをはじめとした有力

なコンテンツの放送を行います。 

 スカパー！及びスカパー！110では、平成18年6月から7月にかけて「2006 FIFAワールドカップTM ドイツ

大会」を全試合録画放送します。なお、スカパー！110においては、平成18年5月に開局する「スカチャ

ン！ハイビジョン」を通じて放送する予定です。このように、今後も魅力的なコンテンツを提供し続ける

ことで、新たな加入者を獲得するとともに、全加入者に対して平均視聴料単価の向上と解約率の低減を図

ります。 

(2) 受信機の供給に関する提案 

これまでの家電販売店等代理店による受信機の売り切り販売方式に加えて、株式会社スカパー・マーケ

ティングによる受信機のレンタル方式を新たに導入しました。アンテナの取付けから受信機の据付調整ま

でを同社が行い、スカパー！への加入をスムーズに取り次ぐことで新たな加入者の拡大を目指します。 

(3) 伝送路と視聴形態の多様化 

株式会社オプティキャストを通じてアンテナでの直接受信が難しい都市部マンション、小規模集合住宅

や戸建て住宅向けのサービスを展開します。また、ＣＡＴＶ事業者との提携や携帯電話等を活用した新規

事業の開発等により、当社グループとしての加入件数の拡大のみならず、事業規模の拡大を図ります。 

  



４ 【事業等のリスク】 

当社グループが将来の事業運営や財政状態に影響を及ぼす可能性があると認識している事項は、以下の

とおりです。 

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。

(1) 加入者獲得・維持に関するリスク 

加入者の獲得及びその維持は、当社グループの収益拡大にとって重要な要素です。当社グループはこ

れまで順調に加入件数を伸ばしてきており、平成18年3月末において総登録件数は4,106千件に達してい

ます。今後、広告宣伝費の投入、販売インセンティブの支給、自主コンテンツの投入等のマーケティン

グ施策にも関わらず、当社グループの計画通りに加入件数が伸びる保証はなく、加入件数が減少する等

の事態になった場合、当社グループの経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 なお、高水準で既存加入者の休止または解約が発生する場合には、営業収益が減少するため当社グル

ープの経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

(2) 利用衛星に関わるリスク 

当社グループのサービスは、衛星の運営事業者であるJSAT株式会社及び宇宙通信株式会社が所有する

通信衛星（JCSAT-3、JCSAT-4A、N-SAT-110）を利用しております。これらの衛星に故障等何らかの不具

合が生じた場合には、予備衛星はあるものの速やかに代替できるという保証はありません。また、JSAT

株式会社及び宇宙通信株式会社の免許更新状況、及びその他の理由により契約が更新できなくなった場

合には、当社グループのサービスの継続に重大な支障が生じ、経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があ

ります。 

  

(3) 放送事業者に関するリスク 

当社のサービスでは、100社を超える放送事業者が放送サービスを提供しています。その中には財政

状況の厳しい放送事業者も存在し、財政難等の原因による放送サービスの停止若しくは番組内容の質の

低下、または放送事業者の統廃合によるチャンネル数に減少があった場合、当社グループの経営成績等

は悪影響を受ける可能性があります。 

 また、視聴料金の決定権は放送事業者が持っており、値下げによる加入者増の効果がない場合や、値

上げにより加入者が減少した場合、当社グループの手数料収入が低下し経営成績等が悪化する可能性が

あります。 

 なお、放送事業者との間に締結する運用業務委託契約の有効期間は3年または5年となっており、契約

条件の交渉不成立または契約条件の悪化等によって、当社グループの経営成績等が悪影響を受ける可能

性があります。 

  

(4) 受信機及び受信機メーカーに関するリスク 

何らかの理由で受信機の製造がスカパー！またはスカパー！110の加入希望件数に合わない場合や、

受信機が市場に流通した後にその不具合が発覚した場合等には、当社グループのサービスへの加入動向

に影響が生じる可能性があります。 

  

(5) 販売代理店に関するリスク 

販売インセンティブの支給方針については基本的に3ヶ月毎の見直しを行っており、今後とも販売ル

ートの特性を考慮し柔軟な対応を行っていく方針です。しかしながら、販売インセンティブの設定にも



かかわらず加入件数が伸びない場合、販売インセンティブの支払いに見合うだけの視聴期間の維持が

できない場合等には、当社グループの経営成績等が悪影響を受ける可能性があります。 

  

(6) コンテンツ獲得に関するリスク 

コンテンツの価格の高騰、権利保有期間中の価値の低下、さらには権利獲得できない場合や期待され

た新規加入や収入が得られなかった場合には、当社グループの経営成績等は悪影響を受ける可能性があ

ります。 

  

(7) 競合のリスク 

技術革新の進展に伴い、様々なインフラを利用することによって当社グループと同様なサービスが開

始される可能性があります。現状においても、CS・BSデジタル放送のみならず、CATVやFTTH等有料放送

インフラは多様な広がりをみせています。また、現在にはない衛星放送利用帯域を、今後の国際調整の

結果として日本が獲得する可能性もあります。その際、当社グループと同様なサービスが競合相手とし

て市場参入する可能性もあります。これらメディアの多様化は、競合をもたらすと同時に、一方で新た

な収益機会となる可能性も含んでおり、当社グループの経営成績等に与える影響は不透明となっていま

す。 

  

(8) ＩＣカードのセキュリティー等に関するリスク 

ICカードのセキュリティーが破られ課金を免れて視聴された場合、当社グループは当該ICカードを無

効化する等の対策を施すことが可能ですが、このような対応で対処できない場合や、ICカードの経年変

化等による不具合により当社グループの経営成績等が悪影響を受ける可能性があります。なお、本リス

クは、放送事業者における著作権にも影響してくる可能性があります。 

  

(9) 顧客情報のセキュリティーに関するリスク 

当社グループは、当社サービスへの加入者情報をはじめとした顧客情報の保護については細心の注意

を払っております。しかしながら、第三者による不正アクセス等により当社グループや取引先から顧客

情報が流出した場合には、社会的信用の低下や不測のコスト負担等、当社グループの経営成績等が悪影

響を受ける可能性があります。 

  

(10) 大規模災害等による重大設備障害に関するリスク 

当社グループは、通信衛星による有料デジタル多チャンネル放送を行う放送設備として、青海放送セ

ンターを中心とした素材プレイアウト設備、目黒メデイアセンターを中心としたプラットフォーム設

備、都内を中心に3ヶ所のアップリンク設備を有しています。今後、予期せぬ大規模災害等により、社

屋やアップリンク設備の倒壊や、それに準ずる状態が発生した場合、当社グループはフルバックアップ

設備を有していないことから、当社グループの経営成績等に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

  



５ 【経営上の重要な契約等】 

(1) 地球局設備専用使用契約 

 
  

(2) 地球局設備終日使用契約 

 
  

(3) 110ＣＳ地球局設備終日使用契約 

 
  

(4) JCSAT-110地球局設備専用使用契約 

 
  

契約会社名 相手方の名称 契約内容 契約期間

（株）スカイパー

フェクト・コミュ

ニケーションズ

ジ ェ イ サ ッ ト

（株）

① 当社は、当社が使用権限を有する地球局設備

（３号衛星に関する東京都品川区及び東京都

港区に設置されている設備、ならびに、４号

衛星に関する東京都品川区及び東京都江東区

に設置されている設備）を、ジェイサット

（株）に対して専用使用をさせる。

② ジェイサット（株）は、当社に対して、上記

地球局設備の運用・保守業務を委託する。

③ ジェイサット（株）は、当社に対して、委託

放送事業者と受託放送事業者たるジェイサッ

ト（株）との間で締結される「衛星デジタル

多チャンネル放送サービス」の契約内容に応

じた所定の金額を、上記の使用及び委託の対

価として支払う。

平成13年４月１日か

ら５年間。但し、６

ヶ月前までに終了の

意思表示の無い場合

には、１年間自動更

新とし、以降も同様

とする。

契約会社名 相手方の名称 契約内容 契約期間

（株）スカイパー

フェクト・コミュ

ニケーションズ

（株）衛星ネット

ワーク

① （株）衛星ネットワークは、当社に対して、

東京都品川区に所在するアップリンク設備を

終日使用させる。

② 当社は、（株）衛星ネットワークに対して、

上記設備の運用・保守業務を委託する。

③ 当社は、（株）衛星ネットワークに対して、

上記の使用及び委託の対価を支払う。

平成16年５月12日か

ら１年間。但し、６

ヶ月前までに終了の

意思表示の無い場合

には、１年間自動更

新とし、以降も同様

とする。

契約会社名 相手方の名称 契約内容 契約期間

（株）スカイパー

フェクト・コミュ

ニケーションズ

（株）東北新社 ① （株）東北新社は、当社に対して、東京都世

田谷区に所在する110ＣＳ用アップリンク設備

を終日使用させる。

② 当社は、（株）東北新社に対して、上記設備

の運用・保守業務を委託する。

③ 当社は、（株）東北新社に対して、上記の使

用及び委託の対価を支払う。

平成14年５月１日か

ら５年間。但し、６

ヶ月前までに終了の

意思表示の無い場合

には、１年間自動更

新とし、以降も同様

とする。

契約会社名 相手方の名称 契約内容 契約期間

（株）スカイパー

フェクト・コミュ

ニケーションズ

ジ ェ イ サ ッ ト

（株）

① 当社は、当社が使用権限を有する地球局設備

（110度衛星に関する東京都世田谷区及び品川

区に設置されている設備）を、ジェイサット

（株）に対して専用使用をさせる。

② ジェイサット（株）は、当社に対して、上記

地球局設備の運用・保守業務を委託する。

③ ジェイサット（株）は、当社に対して、上記

の使用及び委託の対価を支払う。

平成14年5月１日か

ら５年間。但し、６

ヶ月前までに終了の

意思表示の無い場合

には、１年間自動更

新とし、以降も同様

とする。



(5) デジタル衛星放送送信業務委託契約 

 
  

(6) 有料放送運用業務委託契約 

 
  

(7) 無料放送運用業務委託契約 

 
  

(8) 「2005スカパー！ＩＲＤ普及促進サブシディー」に関する契約書 

 
  

契約会社名 相手方の名称 契約内容 契約期間

（株）スカイパー

フェクト・コミュ

ニケーションズ

当社プラットフォ
ーム上で放送サー
ビスを行っている
委託放送事業者
（平成18年３月末
現在：「スカイパ
ーフェクＴＶ！」
102 社、「スカイ
パーフェクＴＶ！
110」14社）

① 当社は、各放送事業者に対して、放送番組の

デジタル化、放送信号の監視、放送番組の同

時録画と保管等の業務を提供する。

② 各放送事業者は、当社に対して、所定の対価

を支払う。

放送事業者毎に異な

り、１年、５年又は

10年。

契約会社名 相手方の名称 契約内容 契約期間

（株）スカイパー

フェクト・コミュ

ニケーションズ

当社プラットフォ

ーム上で有料の放

送サービスを行っ

ている放送事業者

（平成18年３月末

現在：「スカイパ

ーフェクＴＶ！」 

92社、「スカイパ

ーフェクＴＶ！

110」12社）

① 当社は、放送事業者から、有料放送の加入登

録の処理業務、加入者への課金・収納業務、

ＩＣカードの発行業務、契約代理店網の構

築・維持業務、その他デジタル衛星放送の普

及促進業務を受託する。

② 放送事業者は、上記の対価を、当社に支払

う。

放送事業者毎に異な

り、１年、３年また

は５年。但し、３ヶ

月前または６ヶ月前

までに終了の意思表

示の無い場合には、

１年、３年または５

年の自動更新とし、

以降も同様とする。

契約会社名 相手方の名称 契約内容 契約期間

（株）スカイパー

フェクト・コミュ

ニケーションズ

当社プラットフォ

ーム上で無料の放

送サービスを行っ

ている放送事業者

（平成18年３月末

現在：「スカイパ

ーフェクＴＶ！」 

13社、「スカイパ

ーフェクＴＶ！ 

110」11社）

① 当社は、放送事業者から、番組検索サービス

（ＥＰＧ）、その他デジタル衛星放送の普及

促進業務を受託する。

② 放送事業者は、上記の対価を、当社に支払

う。

放送事業者毎に異な

り、１年、３年また

は５年。但し、３ヶ

月前または６ヶ月前

までに終了の意思表

示の無い場合には、

１年、３年または５

年の自動更新とし、

以降も同様とする。

契約会社名 相手方の名称 契約内容 契約期間

（株）スカイパー

フェクト・コミュ

ニケーションズ

当社プラットフォ

ーム用の受信機

（ＩＲＤ）を製造

しているメーカー

（平成18年3月末

現在3社）

① ＩＲＤメーカーは、契約期間において、ＩＲ

Ｄの普及促進活動を行う。

② 当社は、上記活動の結果として加入者が増加

することの対価として、ＩＲＤメーカーに対

して、所定の加入奨励金を支払う。

平成17年４月１日か

ら１年間。



(9) スカイパーフェクＴＶ！代理店契約 

 
  

(10) 株式会社データネットワークセンターに関する「合弁契約書」 

 
  

(11) 株式会社スター・チャンネルに対するコンテンツ補助費に関する「確認書」 

 
  

(12) (株)スカパー・モバイルに関する「合弁契約書」 

契約会社名 相手方の名称 契約内容 契約期間

（株）スカイパー

フェクト・コミュ

ニケーションズ

当社の契約代理店

である家電量販店

及びメーカー系列

の電器店、その他

の当社の契約代理

店(平成18年３月

末現在90,753店) 

① 代理店は、申込の勧誘、申込の取次、受信機

（ＩＲＤ）の設置・受信確認、加入者からの

クレーム受付、等の業務を行う。

② 当社は、代理店に対して、上記の対価とし

て、当社が規定する代理店手数料を支払う。

(注) クラビット（株）との「代理店契約」は、

平成14年４月21日をもって解除いたしまし

たが、「代理店契約」解除以前にクラビッ

ト（株）が当社の代理店として行った「ス

カイパーフェクＴＶ！」申込の取次ぎに対

する継続報奨金の支払いにつきましては、

従前の計算に基づき支払われます。

１年。但し、３ヶ月

前までに終了の意思

表示の無い場合に

は、１年の自動更新

とし、以降も同様と

する。

契約会社名 相手方の名称 契約内容 契約期間

（株）スカイパー

フェクト・コミュ

ニケーションズ

東日本電信電話

（株）

① 衛星を利用した放送事業、及び衛星を利用し

た放送と通信ネットワークによる双方向サー

ビス事業を行う。

② 資本金は60億円とし、出資比率は、当社が

51％、ＮＴＴ東日本及び他のＮＴＴグループ

会社が合計49％とする。

③ 取締役は５名以内とし、当社が代表取締役１

名と取締役２名を、ＮＴＴ東日本が取締役２

名を指名できる。

④ 当社は、（株）データネットワークセンター

に対して、顧客管理業務を委託し、（株）デ

ータネットワークセンターは、かかる業務

を、ＮＴＴ東日本またはＮＴＴ東日本の関連

会社に再委託する。

平成17年８月９日か

ら平成22年３月31日

までとする。但し、

６ヶ月前までに終了

の意思表示の無い場

合には、３年の自動

更新とし、以降も同

様とする。

契約会社名 相手方の名称 契約内容 契約期間

（株）スカイパー

フェクト・コミュ

ニケーションズ

伊藤忠商事（株） ＜伊藤忠商事（株）の義務＞

（株）スター・チャンネルをして以下の事項を

実行せしめること。

映画メジャースタジオ（Warner  Bros.  / 

Universal / Paramount / MGM：以下「本メジ

ャー」）との独占的放映権許諾契約（除く 

WOWOW）を前提として、当社のプラットフォー

ムサービスにおいて、本メジャーの新作映画及

び旧作を放映（以下「本放送」）する。

＜当社の義務＞

① 本放送の加入者数が、年度毎に一定の水準に

達しない場合、所定の計算式に基づき「コン

テンツ補助費」を（株）スター・チャンネル

に対して支払う。

② 「本放送」を主要商品と位置づけ、加入者獲

得・販売促進に最大限努力する。

平成10年10月から８

年間



 
  

(13) (株)スカパー・マーケティングに関する「株主間協定書」  

 
  

(14)  (株)ジェイ・スポーツ・ブロードキャスティングに関する「株主間協定書」  

 
  

契約会社名 相手方の名称 契約内容 契約期間

（株）スカイパー

フェクト・コミュ

ニケーションズ

（株）ACCESS 

（株）Ｊストリー

ム 

（株）ナ ノ・メ デ

ィア

①携帯電話等のモバイル端末へのコンテンツ開

発・制作・配信事業及び広告マーケティング

事業等を営むことを目的とする。

新会社の清算若しく

は解散、又は契約当

事者の合意をもって

終了する場合を除

き、平成17年５月11

日より５年間。

② 資本金を４億８千万円とする。各当事者の出

資比率は、次のとおりとする。

 (株)スカイパーフェクト・コミュニケーショ

ンズ：51％

 (株)ACCESS：34％

 (株)Jストリーム：10％

 (株)ナノ・メディア：5％

契約会社名 相手方の名称 契約内容 契約期間

（株）スカイパー

フェクト・コミュ

ニケーションズ

ジ ェ イ サ ッ ト

（株）

① 受信機の販売・レンタル及び放送加入契約の

取次ぎ事業等を営むことを目的とする

平成17年４月27日か

ら、協定の定めによ

り終了する場合を除

き、当事者が株主で

ある限り有効に存続

する。

② 資本金（平成17年５月末日までの期日を払込

期日とする増資後の資本金）を４億８千万円

とする。各当事者の出資比率は、次のとおり

とする。

  (株)スカイパーフェクト・コミュニケーシ

ョンズ：51％

  ジェイサット(株)：49％

契約会社名 相手方の名称 契約内容 契約期間

（株）スカイパー

フェクト・コミュ

ニケーションズ

(有)ジュピタース

ポーツ、NEWS 

Television B.V.、

ソフトバンク・ブ

ロードメディア

(株)、(株)フジテ

レビジョン、(株)

ソニー・放送メデ

ィア、伊藤忠商事

(株)、(株)ジュピ

ター・プログラミ

ング

① 当事者は、(株)ジェイ・スポーツ・ブロード

キャスティングの新しいスポーツ専門チャン

ネルとしての新サービスを平成17年11月１日

から開始し、当該チャンネルが業界No.1チャ

ンネルとなるべく努力することを尊重し、支

援する。

－

② 当事者は、(株)ジェイ・スポーツ・ブロード

キャスティングの運営につき、取締役の人数

及び指名権、取締役会規則、株式譲渡制限、

独立当事者間対等取引等について合意するも

のとする。



(15)  日活(株）の株式取得に関する「株式譲渡契約書」 

 
  

(16) 株式会社オプティキャストの会社分割 

連結子会社の株式会社オプティキャストは、平成17年11月15日の臨時株主総会決議により、下記のと

おり営業部門を子会社として分割しました。 

① 会社分割の目的 

分割後に、当社グループとＮＴＴグループが協力し通信と放送の融合によるサービスの普及・拡大

を図る行う共同販売会社を設置することを目的としています。 

② 分割期日 

平成17年12月19日 

③ 分割方式 

株式会社オプティキャストを分割会社とし、株式会社オプティキャスト・マーケティングを新設会

社とする分社型新設分割。 

④ 株式の割当 

新設会社が分割に際して発行する普通株式500株の全株式を株式会社オプティキャストに割当てま

す。 

⑤ 分割交付金 

分割交付金の支払はありません。 

⑥ 新設会社が継承する権利義務 

新設会社は、分割日における営業に属する債権・債務及びその他の権利義務を継承いたします。 

⑦ 新設会社の概要 

商号：株式会社オプティキャスト・マーケティング 

事業内容：光ファイバーを利用した映像配信サービスの加入獲得 

代表取締役社長：仁藤 雅夫 

資本金等の推移：株式会社オプティキャスト・マーケティングは、平成18年1月25日に新株を発行

しています。 

 
  

  

契約会社名 相手方の名称 契約内容 契約期間

（株）スカイパー

フェクト・コミュ

ニケーションズ

（株）インデック

ス

① (株）インデックスは、当社に対して日活㈱の

株式の一部を譲渡し、当事者は株主として日

活（株）を運営していくことを目的とする。

② 取得株式数は10，605，000株、取得価額は1，

591百万円

③ 当社は、日活（株）㈱の取締役（非常勤）候

補者１名をいつでも推薦できる

－

会社分割後 新株発行後

資本金 12百万円 1,862百万円

発行済株式総数 500株 74,000株

株主構成 株式会社オプティキャスト
500株（100.00％）

株式会社オプティキャスト 
37,740株（51.00％）

（議決権割合） 東日本電信電話株式会社
25,160株（34.00％）

西日本電信電話株式会社
11,100株（15.00％）



６ 【研究開発活動】 

当社グループの事業活動は、現在、衛星デジタル多チャンネル放送事業が中心ですが、インターネット

や次世代携帯電話等、当社プラットフォーム上のコンテンツが求められる場面は、確実に拡大していま

す。当社グループは、こうした周辺分野を幅広く事業の領域として捉え、事業機会を機敏に捉えた事業展

開を目指しています。研究開発体制としては、事業開発推進部等を窓口として、「１ソース・マルチユー

ス」をテーマにＰＣ向けブロードバンドコンテンツの配信や携帯電話向けのコンテンツの配信等、様々な

メディアへの新たなサービス展開を目指すとともに、「１ユーザー・マルチサービス」のコンセプトで、

複数の企業が、サービスの利用状況をもとに生活者のライフスタイル全体に関与するという新しい形態の

サービス展開の創造を目指しています。また、当社の技術・開発部門及び当社の連結子会社である株式会

社データネットワークセンター技術部を窓口として、新規サービスを実現するための技術調査、技術企

画、規格作成、受信機器や設備の導入等の活動を行っております。当連結会計年度における当社グループ

全体の研究開発費は647百万円であり、全て外部委託です。主な事業別の研究の目的、主要課題、研究成

果及び研究開発費は、次のとおりです。 

  

(1)「スカパー！ＢＢ」事業 

会員制ブロードバンドコンテンツ配信サービス「スカパー！ＢＢ」において、低パケットロス配信ル

ート最適化技術の導入を目的とした実験を行っております。ＩＰ関連では、グリッド・コンピューティ

ング技術（ネットワーク上のデータやコンピューター等を必要に応じて仮想的に統合する技術）を利用

した「キャスティング・グリッド」を提唱し、事業化に向けて研究開発を進めております。当連結会計

年度においては、技術サポート及び技術調査等を行い、研究開発費は82百万円となっております。 

  

(2)携帯電話サービス事業 

携帯電話は、今や最も重要なインフラの一つとなっております。当社グループでは、モバイル事業に

取り組むことで、ターゲット顧客を「世帯」から「個人」へ広げることが可能となり、コンテンツ販売

面及びマーケティング・広告面でのメリットの享受を図って参ります。当連結会計年度におきまして

は、課金ビジネスに関する実験、ブラウザの調査研究及びアプリ開発等を行い、研究開発費は39百万円

となっております。 

  

(3)スカパー！110におけるＨＤ（High Definition（Television）高精細テレビジョン。走査線数の増

加、画面のワイド化、音声のデジタル化により画質と音質を大幅に改善した放送方式）化 

地上デジタル放送の本格化により、110度ＣＳ、ＢＳも受信できる３波共用受信機等の更なる普及拡

大が見込まれるため、当社では、スカパー！110のＨＤ化を推進し、各放送事業者が早期に対応できる

よう、送出設備の改修や環境整備に努めてまいりました。当連結会計年度においては、ＨＤ放送動向に

関する調査等を行い、研究開発費は20百万円となっています。 

  

(4)高機能受信機の開発活動 

当社グループでは、多チャンネル放送とＤＶＲ（Digital Video Recorder）の組合せによる視聴機会

の提供を通じて、新しいテレビライフを提案し、顧客満足度及びＡＲＰＵの向上と解約防止を図るた

め、ＤＶＲ機能付の当社サービス受信機を研究開発中です。当連結会計年度においては、当該活動に係

る研究開発費は500百万円となっています。 

  

(5)伝送路と視聴形態の多様化 



アンテナでの直接受信が難しい都市部マンション、小規模集合住宅や戸建て住宅向けのサービス展開

として、光ファイバーの利用及びCATV事業者との提携により、当社グループとしての加入件数の拡大の

みならず、事業規模の拡大を図っております。当連結会計年度においては、戸建て住宅向け事業に関す

る調査及びイベント等を行い、研究開発費は4百万円となっています。 



７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

(1) 財政状態 

当連結会計年度末における当社グループの総資産は、前連結会計年度末に比べ12,038百万円増加し

133,171百万円となっています。株主資本は、前連結会計年度末に比べ4,591百万円増加し93,999百万円

となっております。主な要因としては、投資有価証券の時価評価により、繰延税金負債5,176百万円及

びその他有価証券評価差額金5,574百万円を計上したこと等によるものです。 

連結貸借対照表の区分毎の主な増減の内容は、以下のとおりです。 

  

① 資産 

当連結会計年度末の現金及び預金は、前連結会計年度末に比べ17,074百万円増加し38,308百万円と

なっております。主な要因としては、有価証券の償還等によるものです。 

 当連結会計年度末の有価証券は、前連結会計年度末に比べ29,004百万円減少し2,012百万円となっ

ています。主な要因としては、償還による減少によるものです。 

 当連結会計年度末における有形固定資産及び無形固定資産の合計は18,851百万円となっており、前

連結会計年度末に比べ998百万円減少しています。主な要因としては、設備更新に伴う除却、減損に

係る会計基準の導入、連結調整勘定の償却等によるものです。 

 当連結会計年度末の投資有価証券は、前連結会計年度末に比べ23,892百万円増加し51,926百万円と

なっております。主な要因としては、新たな資本提携の増加、期末時価評価による増加によるもので

す。 

  

② 負債 

当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ5,625百万円増加し34,353百万円となってい

ます。主な要因としては、投資有価証券の期末時価評価に伴う繰延税金負債の増加等によるもので

す。 

 当連結会計年度末における借入金（流動負債と固定負債の合計額）は、前連結会計年度末に比べ

329百万円増加し1,679百万円となっております。これは連結子会社の借入金によるものであります。

 当連結会計年度末の視聴料預り金は、前連結会計年度末に比べ638百万円増加し13,003百万円とな

っています。主な要因としては、累計総登録件数の増加等によるものです。 

  

③ 少数株主持分 

当連結会計年度末の少数株主持分は、前連結会計年度末に比べ1,822百万円増加し4,818百万円とな

っております。主な要因としては、平成18年1月に東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話会社

が子会社である株式会社オプティキャスト・マーケティングへ出資したことによるものであります。

  

④ 資本 

当連結会計年度末の利益剰余金は、前連結会計年度末に比べ1,281百万円減少し4,628百万円となっ

ています。主な要因としては、当期純利益357百万円の計上、当社株主への配当金1,622百万円の支払

等によるものです。利益剰余金増減の詳細は、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1)連結

財務諸表 ③連結剰余金計算書」に記載のとおりです。 

 当連結会計年度末のその他有価証券評価差額金は、前連結会計年度末に比べ6,787百万円増加し

5,574百万円のプラスとなっております。主な要因としては、当連結会計年度末におけるその他有価

証券の時価が前連結会計年度末に比べ上昇したことによるものです。 



 当連結会計年度末の自己株式は10,282百万円となっています。これは、平成17年5月11日から平

成17年5月24日まで（14日間）実施した自己株式の公開買付けにより、自己株式を12,068株取得した

ことによるものです。 

  

以上の結果、当連結会計年度末の株主資本は93,999百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,591

百万円の増加、当連結会計年度末の株主資本比率は70.6％となり、前連結会計年度末（73.81％）に

比べ3.2ポイント減少しています。 

  

キャッシュ・フローの状況は、「第２ 事業の状況 １ 業績等の概要（2）キャッシュ・フローの状

況」をご参照ください。 

  

(2) 経営成績 

経営成績は、「第２ 事業の状況 １ 業績等の概要（1）業績」をご参照ください。 

  

  

  

  



第３ 【設備の状況】 

当社グループの消費税等に係る会計処理は、税抜方式によっているため、この項に記載の金額には、消費

税等は含まれておりません。 

  

１ 【設備投資等の概要】 

当連結会計年度におきましては、スカパー！送出設備の老朽化に伴い、送出運行業務の合理化を促進す

るための送出設備への更新投資を行い、平成17年９月に完了いたしました。その他、平成18年１月にハイ

ビジョン用のスタジオの構築等、総額4,424百万円の設備投資を行いました。 

(1) 建物及び構築物 

目黒メディアセンターにおける改修工事及びＨＤ用スタジオ構築等によるものです。設備投資の総額

は437百万円です。 

  

(2)機械装置及び運搬具 

送出設備の更新、ＨＤ用スタジオ機器の購入を行いました。設備投資の総額は2,572百万円となって

います。 

  

(3)その他  

送出設備、通信機器等の購入によるものです。設備の総額は349百万円となっています。 

  

(4)ソフトウェア 

自社利用のソフトウェアの更新によるものが1,064百万円となっています。 

  



２ 【主要な設備の状況】 

当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりです。 

(1) 提出会社 

平成18年３月31日現在 

 
(注) １ 現在休止中の主要な設備はありません。 

２ 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品と建設仮勘定の合計額であります。 

３ リース契約による連結会社以外から賃借している主要な設備の内容として以下のものがあります。 

  

 
(注) 所有権移転外ファイナンス・リース 

  

事業所名 
(所在地)

設備の 
内容

設備の種類別の帳簿価額（百万円）

従業
員数 
(名)

有形固定資産 無形固定資産

合計
建物及び構築

物
機械装置
及び運搬具

その他 ソフトウェア

本社 
（東京都渋谷区）

― 264 175 120 253 813 147

目黒メディアセンター 
（東京都品川区）

送出局他 361 6,410 176 435 7,384 30

青海放送センター 
（東京都江東区）

送出局他 845 2,648 209 453 4,156 20

天王洲アンテナサイト 
（東京都品川区）

送出局 214 86 0 － 300 －

小山台送信局 
（東京都品川区）

送出局 － 108 4 17 129 －

設備の内容（事業所名） 数量 リース期間
年間リース料 
（百万円）

リース契約残高 
（百万円）

衛星放送設備 
（目黒メディアセンター）

一式
平成８年５月
～平成20年９月

939 2,732

衛星放送設備 
（青海放送センター）

一式
平成９年12月
～平成20年３月

235 537

衛星放送設備 
（小山台送信局）

一式
平成16年3月
～平成20年２月

485 903



(2) 国内子会社 

平成18年３月31日現在 

 
(注) １ 現在休止中の主要な設備はありません。 

２ 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であり、建設仮勘定は含んでおりません。 

なお、金額には消費税等を含んでおりません。 

３ 上記の他、リース契約による連結会社以外から賃借している主要な設備の内容として以下のものがありま

す。 

  

 
(注) 所有権移転外ファイナンス・リース 

  

会社名
事業所名 
(所在地)

設備の 
内容

設備の種類別の帳簿価額（百万円）
従業
員数 
(名)

有形固定資産 無形固定資産

合計建物及び
構築物

機械装置
及び運搬具

その他 ソフトウェア

（株）デ ー タ
ネットワーク
センター

横浜事業所
（横浜市保土ヶ谷区）

顧客管理 
システム

111 0 146 509 768 75

（株）デ ー タ
ネットワーク
センター

ＮＴＴデータ築地ビル
（東京都中央区）

顧客管理 
システム

－ － 0 511 512 －

（株）オ プ テ
ィキャスト

目黒メディアセンター
他

トランスモ
ジュレータ
装置

－ 77 27 4 110 21

（株）ケ ー ブ
ルテレビ足立 
 

足立事業所 
(東京都足立区)

有線放送 
事業他

2,175 242 13 34 2,466 30

会社名 事業所名
(所在地) 設備の内容 数量 年間リース料 

（百万円）

リース契約残
高 

（百万円）
（株）データネットワー
クセンター

横浜事業所
（横浜市保土ヶ谷区）

顧客管理
システム

一式 193 201

（株）データネットワー
クセンター

ＮＴＴデータ築地ビル
（東京都中央区）

顧客管理
システム

一式 172 366

（株）オプティキャスト
目黒メディアセンター
他

トランス
モジュレ
ータ装置

－ 118 1,553

（株）オプティキャスト
（株）オプティキャス
ト本社他

ＣＳデジ
タル受信
機

－ 230 977

（株）ケーブルテレビ足立 足立事業所
(東京都足立区)

有線放送
事業他

一式 104 179



３ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設等 

  

 
 (注) 1 更新ならびに業務を請け負う為の増設です。 

    ２ 主に更新ならびに合理化を目的としており、能力を増強させるものではありません。 

  

(2) 重要な設備の除却等 

 
(注) 主に更新を目的としており、能力を減少させるものではありません。 

  

  

会社名
事業所名 
（所在地）

設備の内容

投資予定額
資金調達
方法

着手年月
完了予定 
年月

完成後
の増加
能力

総額
（百万円）

既支払額
（百万円）

提出会社
青海放送センター 
（東京都江東区）

放送センタープ
レイアウト設備

2,937 110 自己資金
平成17年
10月

平成18年
10月

（注）1

（株）データ
ネットワーク
センター

ＮＴＴデータ築地ビ
ル 
（東京都中央区）

顧客管理システ
ム

3,694 － 自己資金
平成17年
８月

平成18年
４月

（注）2

会社名
事業所名
（所在地）

設備の内容
期末帳簿価額
（百万円）

除却予定 
年月

除却後の
減少能力

提出会社
青海放送センター 
（東京都江東区）

放送センター
プレイアウト設備

35 平成18年５月 （注）



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

  

② 【発行済株式】 

  

 
(注) 提出日現在の発行数には、平成18年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権（旧商法に基づ

く新株引受権を含む）の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。 

  

種類 会社が発行する株式の総数(株)

普通株式 9,000,000

計 9,000,000

種類
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成18年３月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年６月27日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容

普通株式 2,270,365 2,270,365
東京証券取引所
(市場第一部)

―

計 2,270,365 2,270,365 ― ―



(2) 【新株予約権等の状況】 

当社は、旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権を発行しています。 

  

 
(注) １ 権利付与日以降、当社が時価を下回る価額で新株を発行（転換社債の転換による場合及び新株引受権の権利

行使による場合を除く）する場合、次の算式により発行価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は

切り上げる。 

 
  また、権利付与日以降、当社が株式分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により発行価額を調整し、調

整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

 
  さらに、権利付与日以降、当社が他社と吸収合併又は新設合併を行う場合、発行価額について、当社は必要

と認める調整を行う。 

２ （1） 権利を付与された者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部または全部を行使することが

できる。なお、行使可能な株式数に端数が生じた場合は、端数を切り上げた数とする。 

① 平成15年８月１日から平成16年７月31日までは、権利を付与された株式数の３分の１について

権利を行使することができる。 

② 平成16年８月１日から平成17年７月31日までは、権利を付与された株式数の３分の２について

権利を行使することができる。 

③ 平成17年８月１日から平成19年７月31日までは、権利を付与された株式数のすべてについて権

利を行使することができる。 

（2） 権利を付与された者は、当社の取締役または従業員たる地位を失った後も、これを行使することが

できる。但し、権利を付与された者が、次の事由のいずれかに該当したときは、その後、新株引受

権を行使することができない。 

① 取締役が解任された場合または従業員が諭旨解雇もしくは懲戒解雇された場合。 

② 取締役または従業員が、当社と競合する会社の取締役、監査役、従業員、顧問、嘱託、コンサ

ルタント等になる等、当社に敵対する行為または当社の利益を害する行為を行った場合。但

し、当社に敵対する意図または当社の利益を害する意図をもって、かかる行為を行った場合に

限る。 

（3） 権利を付与された者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。この場合には、権

利行使期間は、かかる相続が発生した日から開始され、かつ、(1)に定める行使の条件は適用されな

い。相続人によるその他の権利行使の条件は、(4)に定める権利付与契約による。 

（4） その他の権利行使の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で

締結する権利付与契約による。 

株主総会の特別決議日（平成13年６月28日）

事業年度末現在
（平成18年３月31日）

提出日の前月末現在 
（平成18年５月31日）

新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,413 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 111,185 (注)１ 同左

新株予約権の行使期間
自：平成15年８月１日
至：平成19年７月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格   111,185
資本組入額   55,593

同左

新株予約権の行使の条件 (注)２ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

権利を付与された者は、付与
された権利を第三者に譲渡、
質入その他の処分をすること
ができない。

同左

既発行 
株式数

＋
新株発行株式数×１株当りの払込金額

調 整 後 
発行価額

＝
調 整 前
発行価額

×
新規発行前の１株当りの株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

 調整後発行価額＝調整前発行価額×
１

分割・併合の比率



当社は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び平成13年改正旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株

予約権を発行しています。 

  

 
(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株である。 

２ 新株予約権発行日以降、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分をする場合（新株引受権

又は新株予約権の権利行使による場合を除く）、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整によ

り生じる１円未満の端数は切り上げる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株

式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいうものとする。 

 
  新株予約権発行日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を

調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

 
  さらに、新株予約権発行日以降、当社が他社と吸収合併又は新設合併を行う場合、吸収分割又は新設分割を

行う場合、その他これらの場合に準じて１株当たりの払込金額の調整を必要とする場合、当社は１株当たり

の払込金額について必要と認める調整を行うことができる。 

３ （1） 新株予約権を割り当てられた者は、当社の取締役又は従業員たる地位を失った後も、これを行使す

ることができる。ただし、新株予約権を割り当てられた者が、次の事由のいずれかに該当した場合

は、その後、新株予約権を行使することができない。 

      ① 取締役が解任された場合又は従業員が諭旨解雇若しくは懲戒解雇された場合。 

      ② 取締役又は従業員が、当社と競業する会社の取締役、監査役、従業員、顧問、嘱託、コンサル

タント等になる等、当社に敵対する行為又は当社の利益を害する行為を行った場合。ただし、

当社に敵対する意図又は当社の利益を害する意図をもって、かかる行為を行った場合に限る。 

  （2） 新株予約権を割り当てられた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。かかる

相続人による権利行使の条件は、後記（4）の契約に定めるところによる。 

  （3） 新株予約権を割り当てられた者は、割り当てられた新株予約権を第三者に譲渡、質入その他の処分

をすることができない。 

  （4） その他の権利行使の条件は、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権を割り当てられた者との

間で締結した契約に定めるところによる。 

  

株主総会の特別決議日（平成14年６月27日）

事業年度末現在
（平成18年３月31日）

提出日の前月末現在 
（平成18年５月31日）

新株予約権の数（個） 1,644 （注）１ 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,644  同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 105,436 （注）２ 同左

新株予約権の行使期間
自：平成16年12月１日
至：平成20年11月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格   105,436
資本組入額   52,718

同左

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには取
締役会の承認を要する。

同左

既発行 
株式数

＋
新株発行又は処分株式数×１株当りの払込金額又は処分価額

調 整 後 
払込価額

＝
調 整 前
払込価額

×
新規発行又は処分前の１株当りの株価

既発行株式数＋新規発行又は処分株式数

 調整後払込価額＝調整前払込価額×
１

分割・併合の比率



当社は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び平成13年改正旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株

予約権を発行しています。 

  

 
(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株である。 

２ 新株予約権発行日以降、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分をする場合（新株引受権

又は新株予約権の権利行使による場合を除く）、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整によ

り生じる１円未満の端数は切り上げる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株

式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいうものとする。 

 
  新株予約権発行日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を

調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

 
  さらに、新株予約権発行日以降、当社が他社と吸収合併又は新設合併を行う場合、吸収分割又は新設分割を

行う場合、その他これらの場合に準じて１株当たりの払込金額の調整を必要とする場合、当社は１株当たり

の払込金額について必要と認める調整を行うことができる。 

３ （1） 新株予約権を割り当てられた者は、当社の取締役又は従業員たる地位を失った後も、これを行使す

ることができる。ただし、新株予約権を割り当てられた者が、次の事由のいずれかに該当した場合

は、その後、新株予約権を行使することができない。 

      ① 取締役が解任された場合又は従業員が諭旨解雇若しくは懲戒解雇された場合。 

      ② 取締役又は従業員が、当社と競業する会社の取締役、監査役、従業員、顧問、嘱託、コンサル

タント等になる等、当社に敵対する行為又は当社の利益を害する行為を行った場合。ただし、

当社に敵対する意図又は当社の利益を害する意図をもって、かかる行為を行った場合に限る。 

  （2） 新株予約権を割り当てられた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。かかる

相続人による権利行使の条件は、後記（4）の契約に定めるところによる。 

  （3） 新株予約権を割り当てられた者は、割り当てられた新株予約権を第三者に譲渡、質入その他の処分

をすることができない。 

  （4） その他の権利行使の条件は、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権を割り当てられた者との

間で締結した契約に定めるところによる。 

  

株主総会の特別決議日（平成15年６月27日）

事業年度末現在
（平成18年３月31日）

提出日の前月末現在 
（平成18年５月31日）

新株予約権の数（個） 2,909 （注）１ 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 2,909 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 152,000 （注）２ 同左

新株予約権の行使期間
自：平成18年４月１日
至：平成22年３月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格   152,000
資本組入額   76,000

同左

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには取
締役会の承認を要する。

同左

既発行 
株式数

＋
新株発行又は処分株式数×１株当りの払込金額又は処分価額

調 整 後 
払込価額

＝
調 整 前
払込価額

×
新規発行又は処分前の１株当りの株価

既発行株式数＋新規発行又は処分株式数

 調整後払込価額＝調整前払込価額×
１

分割・併合の比率



当社は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び平成13年改正旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株

予約権を発行しています。 

  

 
(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株である。 

２ 新株予約権発行日以降、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分をする場合（新株引受権

又は新株予約権の権利行使による場合を除く）、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整によ

り生じる１円未満の端数は切り上げる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株

式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいうものとする。 

 
  新株予約権発行日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を

調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

 
  さらに、新株予約権発行日以降、当社が他社と吸収合併又は新設合併を行う場合、吸収分割又は新設分割を

行う場合、その他これらの場合に準じて１株当たりの払込金額の調整を必要とする場合、当社は１株当たり

の払込金額について必要と認める調整を行うことができる。 

３ （1） 新株予約権を割り当てられた者は、当社の取締役又は従業員たる地位を失った後も、これを行使す

ることができる。ただし、新株予約権を割り当てられた者が、次の事由のいずれかに該当した場合

は、その後、新株予約権を行使することができない。 

      ① 取締役が解任された場合又は従業員が諭旨解雇若しくは懲戒解雇された場合。 

      ② 取締役又は従業員が、当社と競業する会社の取締役、監査役、従業員、顧問、嘱託、コンサル

タント等になる等、当社に敵対する行為又は当社の利益を害する行為を行った場合。ただし、

当社に敵対する意図又は当社の利益を害する意図をもって、かかる行為を行った場合に限る。 

  （2） 新株予約権を割り当てられた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。かかる

相続人による権利行使の条件は、後記（4）の契約に定めるところによる。 

  （3） 新株予約権を割り当てられた者は、割り当てられた新株予約権を第三者に譲渡、質入その他の処分

をすることができない。 

  （4） その他の権利行使の条件は、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権を割り当てられた者との

間で締結した契約に定めるところによる。 

  

株主総会の特別決議日（平成16年６月25日）

事業年度末現在
（平成18年３月31日）

提出日の前月末現在 
（平成18年５月31日）

新株予約権の数（個） 1,158(注)１ 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,158 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 126,105 (注)２ 同左

新株予約権の行使期間
自：平成18年12月１日
至：平成22年11月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格   126,105
資本組入額   63,053

同左

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには取
締役会の承認を要する。

同左

既発行 
株式数

＋
新株発行又は処分株式数×１株当りの払込金額又は処分価額

調 整 後 
払込価額

＝
調 整 前
払込価額

×
新規発行又は処分前の１株当りの株価

既発行株式数＋新規発行又は処分株式数

 調整後払込価額＝調整前払込価額×
１

分割・併合の比率



当社は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び平成13年改正旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株

予約権を発行しています。 

  

 
(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株である。 

２ 新株予約権発行日以降、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分をする場合（新株引受権

又は新株予約権の権利行使による場合を除く）、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整によ

り生じる１円未満の端数は切り上げる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株

式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいうものとする。 

 
  新株予約権発行日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を

調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

 
  さらに、新株予約権発行日以降、当社が他社と吸収合併又は新設合併を行う場合、吸収分割又は新設分割を

行う場合、その他これらの場合に準じて１株当たりの払込金額の調整を必要とする場合、当社は１株当たり

の払込金額について必要と認める調整を行うことができる。 

３ （1） 新株予約権を割り当てられた者は、当社の取締役又は従業員たる地位を失った後も、これを行使す

ることができる。ただし、新株予約権を割り当てられた者が、次の事由のいずれかに該当した場合

は、その後、新株予約権を行使することができない。 

      ① 取締役が解任された場合又は従業員が諭旨解雇若しくは懲戒解雇された場合。 

      ② 取締役又は従業員が、当社と競業する会社の取締役、監査役、従業員、顧問、嘱託、コンサル

タント等になる等、当社に敵対する行為又は当社の利益を害する行為を行った場合。ただし、

当社に敵対する意図又は当社の利益を害する意図をもって、かかる行為を行った場合に限る。 

  （2） 新株予約権を割り当てられた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。かかる

相続人による権利行使の条件は、後記（3）の契約に定めるところによる。 

  （3） 新株予約権を割り当てられた者は、割り当てられた新株予約権を第三者に譲渡、質入その他の処分

をすることができない。 

  （4） その他の権利行使の条件は、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権を割り当てられた者との

間で締結した契約に定めるところによる。 

  

株主総会の特別決議日（平成17年６月24日）

事業年度末現在
（平成18年３月31日）

提出日の前月末現在 
（平成18年５月31日）

新株予約権の数（個） 2,599(注)１ 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 2,599 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 85,953 (注)２ 同左

新株予約権の行使期間
自：平成19年8月１日
至：平成23年7月31日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格   85,953
資本組入額   42,977

同左

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３ 同左

既発行 
株式数

＋
新株発行又は処分株式数×１株当りの払込金額

調 整 後 
払込価額

＝
調 整 前
払込価額

×
新規発行又は処分前の１株当りの株価

既発行株式数＋新規発行又は処分株式数

 調整後払込価額＝調整前払込価額×
１

分割・併合の比率



(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
(注) １ 新株予約権（旧商法に基づく新株引受権を含む）の権利行使 

２ 平成15年６月27日の定時株主総会で承認された資本準備金取崩額 

３ 平成15年６月27日の定時株主総会で決議された資本減少の効力発生 

４ 株式会社プラット・ワンとの合併（合併比率１：0.165）に伴うもの 

  

(4) 【所有者別状況】 

平成18年３月31日現在 

 
(注) １ 自己株式117,441 株は、「個人その他」に117,441株含まれております。  

２ 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,417株含まれております。 

  

年月日
発行済株式 
総数増減数 
（株）

発行済株式
総数残高 
（株）

資本金増減額
 

（百万円）

資本金残高
 

（百万円）

資本準備金 
増減額 
（百万円）

資本準備金
残高 

（百万円）

平成13年４月１日～ 
平成14年３月31日 
(注)１

169 2,237,282 4 139,459 4 74,004

平成14年４月１日～ 
平成15年３月31日 
(注)１

69 2,237,351 1 139,461 1 74,006

平成15年６月27日 
(注)２

― 2,237,351 ― 139,461 △61,506 12,500

平成15年８月１日 
(注)３

― 2,237,351 △89,461 50,000 ― 12,500

平成16年３月１日 
(注)４

29,700 2,267,051 ― 50,000 4,200 16,700

平成15年４月１日～ 
平成16年３月31日 
(注)１

557 2,267,608 14 50,014 14 16,715

平成16年４月１日～ 
平成17年３月31日 
(注)１

901 2,268,509 23 50,037 23 16,738

平成17年４月１日～ 
平成18年３月31日 
(注)１

1,856 2,270,365 46 50,083 47 16,786

区分

株式の状況

端株の状況
(株)政府及び 

地方公共 
団体

金融機関 証券会社
その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数 
(人)

－ 41 24 498 117 18 36,687 37,385 －

所有株式数 
(株)

－ 410,490 12,641 1,244,359 258,635 91 344,149 2,270,365 －

所有株式数 
の割合(％)

－ 18.08 0.56 54.81 11.39 0.00 15.16 100.00 －



(5) 【大株主の状況】 

平成18年３月31日現在 

 
(注) １ 当社は自己株式を117,441株所有しております。 

２ 当期末の外国人等の議決権に占める割合（総務省が定める算定方法により算定した割合）は12.02％であり

ます。 

３ 上記伊藤忠商事株式会社の所有株式数には、同社が退職給付信託の信託財産として拠出している株式数

147,000株が含まれております。（株主名簿上の名義は、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でありますが、株式の議決権については、退職給付信託契約により、伊藤忠

商事株式会社が受託者に対し、その指示を行うことができるものであります。） 

４ 上記住友商事株式会社の所有株式数には、同社が退職給付信託の信託財産として拠出している株式数65,100

株が含まれております。（株主名簿上の名義は、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 （住友信託

銀行再信託分・住友商事株式会社退職給付信託口）でありますが、株式の議決権については、退職給付信託

契約により、住友商事株式会社が受託者に対し、その指示を行うことができるものであります。） 

５ メリルリンチ日本証券株式会社及び以下の会社から、平成18年3月10日付けで提出された大量保有報告書の

変更報告書により、平成18年2月28日現在で以下の株式を共同保有している旨の報告を受けておりますが、

当社といたしましては当期末現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含

めておりません。なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は、以下のとおりです。 

 

氏名又は名称 住所
所有株式数 
（千株）

発行済株式
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

株式会社ソニー・放送メディ
ア

東京都品川区北品川六丁目７番35号 283 12.47

株式会社フジテレビジョン 東京都港区台場二丁目４番８号 283 12.47

伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山二丁目５番１号 283 12.47

ジェイサット株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目11番１号パシフ
ィックセンチュリープレイス丸の内18階

156 6.91

株式会社東京放送 東京都港区赤坂五丁目３番６号 129 5.68

日本テレビ放送網株式会社 東京都港区東新橋一丁目６番１号 118 5.24

バンク オブ ニューヨーク 
ヨーロッパ リミテッド ル
クセンブルク 
（常任代理人：株式会社みず
ほコーポレート銀行）

6D ROUTE DE TREVES L-2633 SENNINGERBERG
（東京都中央区日本橋兜町６番７号）

112 4.97

日本マスタートラスト信託銀
行株式会社

東京都港区浜松町二丁目11番３号 110 4.87

住友商事株式会社 東京都中央区晴海一丁目８番11号 69 3.05

株式会社電通 東京都港区東新橋一丁目８番１号 40 1.79

計 － 1,583 69.90

氏名または名称
所有株式数 発行済株式総数に対する

所有株式の割合(％)(千株)

メリルリンチ日本証券株式会社 3 0.14

メリルリンチ・インターナショナル 2 0.11

メリルリンチ・インベストメント・マネージャ
ーズＬＰ

93 4.11

メリルリンチ・インベストメント・マネージャ
ーズＬｔｄ

126 5.55

計 225 9.91



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年３月31日現在 

 
(注) 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,417株（議決権2,417個）

が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成18年３月31日現在 

 
  

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
普通株式  117,441
（自己保有株式）  

－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式 2,152,924 2,150,507 －

端株 － － －

発行済株式総数 2,270,365 － －

総株主の議決権 － 2,150,507 －

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 
（株）

他人名義
所有株式数 
（株）

所有株式数 
の合計 
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合（％）

株式会社スカイパーフェク
ト・コミュニケーションズ
（自己保有株式）

東京都渋谷区渋谷二丁目15
番１号

117,441 － 117,441 5.17

計 － 117,441 － 117,441 5.17



(7) 【ストックオプション制度の内容】 

① 平成13年６月28日開催の第７回定時株主総会において決議されたストックオプション制度の内容 

当社は、旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株予約権を発行しています。 
  

 
  

② 平成14年６月27日開催の第８回定時株主総会において決議されたストックオプション制度の内容 

当社は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び平成13年改正旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株

予約権を発行しています。 
  

 
  

③ 平成15年６月27日開催の第９回定時株主総会において決議されたストックオプション制度の内容 

当社は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び平成13年改正旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株

予約権を発行しています。 
  

 
  

決議年月日 平成13年６月28日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役５名及び従業員８名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

決議年月日 平成14年６月27日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役５名及び従業員９名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

決議年月日 平成15年６月27日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役５名及び従業員105名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上



④ 平成16年６月25日開催の第10回定時株主総会において決議されたストックオプション制度の内容 

当社は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び平成13年改正旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株

予約権を発行しております。 
  

 
  

⑤ 平成17年６月24日開催の第11回定時株主総会において決議されたストックオプション制度の内容 

当社は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び平成13年改正旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株

予約権を付与する決議をしております。 
  

 
  

２ 【自己株式の取得等の状況】 

(1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

該当事項はありません。 

  

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

該当事項はありません。 

  

決議年月日 平成16年６月25日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役５名及び従業員７名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

決議年月日 平成17年６月24日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社の取締役６名及び従業員１０１名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上



３ 【配当政策】 

当社グループは、株主に対する長期的かつ総合的な利益の拡大を重要な経営目標と位置付けており、安

定的な経営基盤の確立に努め、内部留保の必要性を勘案し、安定的な配当を継続することを利益処分に関

する基本方針としています。 

 資本効率の向上及び経営環境の変化に対応した中期ビジョンを積極的に推進するための機動的な資本政

策の実行の一環として、自己株式の買付けを前連結会計年度に公開買付けにより105,372株を9,272百万円

で取得、当連結会計年度においては市場買付けにより平成17年5月11日から平成17年5月24日までの間に

12,068株を1,009百万円で取得いたしました。 

 当社は平成18年6月27日開催の第12回定時株主総会にて、普通配当1,614百万円（1株につき750円）、取

締役賞与金7百万円を決議いたしました。 

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

  

 
(注) １ 当社株式は、平成16年３月22日をもって東京証券取引所市場マザーズから第一部に指定となっております。

２ 最高・最低株価は、平成16年３月22日より東京証券取引所市場第一部におけるものであり、それ以前は市場

マザーズにおけるものであり、第10期の上段は市場第一部、下段は市場マザーズにおける株価であります。

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

最高(円) 154,000 130,000
161,000

157,000 106,000
168,000

最低(円) 85,000 55,000
141,000

80,700 73,500
63,500

月別
平成17年 
10月

 
11月 12月

平成18年
１月 ２月

 
３月

最高(円) 90,600 102,000 96,100 96,400 86,700 88,300

最低(円) 76,500 80,600 85,000 80,400 75,600 81,100



５ 【役員の状況】   

役名及び職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(株)

代表取締役会長 篠 木 廣 幸 昭和22年3月25日生

昭和45年４月 松下電器産業株式会社 入社

8

昭和46年１月 伊藤忠商事株式会社 入社

昭和51年11月 同社 クウェート駐在

昭和60年10月 同社 東京本社衛星通信事業室衛星通信事業課

長

平成４年７月 同社 東京本社宇宙・情報部門企画統轄課長

平成５年４月 株式会社スペースシャワー（現株式会社スペ

ースシャワーネットワーク）代表取締役副社

長就任

平成５年12月 同社 代表取締役社長就任

平成９年３月 株式会社スペースシャワーネットワーク 代表

取締役社長就任

平成９年４月 伊藤忠商事株式会社 コンテンツ事業部長

平成10年７月 株式会社スター・チャンネル 取締役就任

平成11年４月 伊藤忠商事株式会社 メディア事業部門長

平成11年６月 同社 執行役員メディア事業部門長

平成12年６月 株式会社スペースシャワーネットワーク 取締

役会長就任

当社 監査役就任

平成13年６月 伊藤忠商事株式会社 常務執行役員メディア事

業部門長

ジェイサット株式会社 取締役就任

平成15年４月 伊藤忠商事株式会社 常務執行役員

平成15年６月 当社 取締役副社長就任

平成16年３月 株式会社データネットワークセンター 取締役

就任

平成16年６月 株式会社オプティキャスト 代表取締役社長就

任

平成17年２月 株式会社インフォメーションネットワーク郡

山 取締役就任

平成17年６月 株式会社オプティキャスト 取締役会長就任

（現任）

平成18年６月 当社 代表取締役会長就任（現任）

代表取締役社長 仁 藤 雅 夫 昭和30年5月11日生

昭和56年４月 三井造船株式会社 入社

40

平成元年８月 日本通信衛星株式会社（現ジェイサット株式

会社）入社

平成６年11月 株式会社ディーエムシー企画（現株式会社ス

カイパーフェクト・コミュニケーションズ）

マーケティング部兼企画管理部次長

平成９年４月 日本デジタル放送サービス株式会社（現株式

会社スカイパーフェクト・コミュニケーショ

ンズ）取締役経営企画・事業開発担当就任

平成10年５月 当社取締役就任

平成11年12月 エスエヌ企画株式会社（現株式会社データネ

ットワークセンター）取締役就任

平成12年６月 ジェイサット株式会社 取締役就任

当社 常務取締役就任

平成15年６月 株式会社オプティキャスト 代表取締役社長就

任

平成16年６月 同社 取締役就任

平成17年６月 マルチチャンネルエンターテイメント株式会

社 代表取締役社長就任（現任）

平成17年11月 株式会社インデックス(現株式会社インデック

ス・ホールディングス） 取締役就任（現任）

平成18年１月 株式会社オプティキャスト・マーケティング 

代表取締役社長（現任）

平成18年６月 当社 代表取締役社長就任（現任）



  

 
  

役名及び職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(株)

取締役副社長 田 辺  肇 昭和21年11月19日生

昭和46年４月 株式会社フジテレビジョン 入社

－

平成６年７月 同社 営業局営業推進部長

平成７年７月 同社 営業局ローカル営業部長

平成９年７月 同社 営業局次長兼ネット営業部長

平成11年６月 スカイエンターテイメント株式会社（現株式

会社ジェイ・スポーツ・ブロードキャスティ

ング） 取締役副社長就任

平成12年４月 ジェイ・スカイ・スポーツ株式会社（現株式

会社ジェイ・スポーツ・ブロードキャスティ

ング） 取締役副社長就任

平成13年６月 株式会社フジテレビジョン 経営管理局専任局

長

平成14年１月 当社 執行役員常務マーケティング本部長

平成15年６月 株式会社フジテレビジョンライツ 開発局アー

カイブセンター室長

平成16年６月 同社 デジタルコンテンツ局長

平成16年11月 株式会社インデックス (現株式会社インデッ

クス・ホールディングス）取締役就任（現

任）

平成17年６月 株式会社サテライト・サービス 代表取締役社

長就任

平成18年６月 株式会社スカパー・ウェルシンク 取締役就任

（現任）

平成18年６月 当社 取締役副社長就任（現任）

常務取締役 平 林 良 司 昭和25年11月13日生

昭和49年４月 株式会社富士銀行 入行

4

平成３年４月 同行 本店営業第二部 次長

平成５年７月 同行 情報開発部 次長

平成８年４月 同行 国際総括部 参事役

平成８年５月 同行 デュッセルドルフ支店 支店長

平成11年10月 同行 チャネル開発部 部長

平成12年11月 同行 新宿新都心営業部 部長

同行 新宿新都心支店 支店長

平成13年10月 同行 国際部 参事役

平成13年11月 同行 ニューヨーク支店 支店長

平成14年４月 株式会社みずほコーポレート銀行 米州日系営

業第二部 部長

平成15年３月 同行 国際業務管理部付 審議役

平成15年４月 株式会社みずほ銀行 証券・ＩＢ部付 審議役

平成15年９月 みずほキャピタル株式会社 上席執行役員

平成16年３月 同社 常務取締役就任

平成17年６月 当社 常務取締役就任(現任)

株式会社オプティキャスト 取締役就任（現

任）

平成18年１月 株式会社オプティキャスト・マーケティング 

取締役就任（現任）

平成18年５月 日活株式会社 取締役就任（現任）

¶表後に挿入された段落



  

 
  

役名及び職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(株)

代表取締役会長 細 田   泰 昭和22年３月27日生

昭和44年４月 ソニー株式会社入社

－

昭和62年４月 同社 ビデオ海外営業部副部長

昭和63年２月 ソニー・オーストラリア・リミテッド 取締役

就任

平成４年４月 ソニー株式会社 オーディオ海外マーケティン

グ部統括部長

平成６年５月 ソニー・ポルトガル・リミターダ代表取締役

社長就任

平成７年10月 ソニー・ヨーロッパ（アムステルダム）ビー

ブイ 取締役ハイファイ担当就任

平成８年４月 ソニー株式会社 パーソナル＆モービル・コミ

ュニケーション・カンパニー 海外マーケティ

ング部統括部長

平成９年６月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテイン

メント 代表取締役社長就任

平成10年３月 株式会社ソニー・ピクチャーズテレビジョ

ン・ジャパン 代表取締役会長就任

平成13年６月 株式会社ソニー・ピクチャーズエンタテイン

メント 取締役就任 

当社 顧問就任 

当社 代表取締役社長就任

平成15年６月 当社 代表取締役会長就任

平成17年６月 株式会社オプティキャスト 監査役就任（現

任）

平成18年６月 当社 取締役相談役就任（現任）

取 締 役 齋 藤 達 郎 昭和26年３月28日生

昭和46年11月 ソニー株式会社 入社

92

平成６年３月 ソニー・マレーシア 代表取締役社長就任

平成９年６月 ソニー株式会社 コーポレート戦略部 部長

ジェイ・スカイ・ビー株式会社（現株式会社

スカイパーフェクト・コミュニケーション

ズ）営業本部 General Manager

平成10年５月 日本デジタル放送サービス株式会社（現株式

会社スカイパーフェクト・コミュニケーショ

ンズ）営業本部長

平成10年６月 当社 取締役就任兼営業本部長

平成11年６月 当社 副社長補佐営業統轄担当

平成12年５月 当社 副社長補佐営業統轄担当兼営業本部長

平成12年６月 当社 執行役員営業本部長

平成13年４月 当社 執行役員常務営業本部長

平成15年６月 株式会社オプティキャスト 取締役就任 

当社 執行役員常務プラットフォーム事業部門

営業・販促担当

平成16年６月 株式会社データネットワークセンター 代表取

締役社長就任

平成16年７月 当社 執行役員常務

平成17年６月 当社 取締役就任（現任）

株式会社スカパー・マーケティング取締役

（現任）

株式会社オプティキャスト 代表取締役社長就

任（現任）

平成17年12月 株式会社オプティキャスト・マーケティング 

代表取締役社長就任

株式会社インフォメーションネットワーク郡

山 取締役就任

平成18年１月 株式会社オプティキャスト・マーケティング 

取締役就任（現任）

平成18年６月 株式会社インフォメーションネットワーク郡

山 代表取締役社長就任（現任）



  

 
  

役名及び職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(株)

取 締 役 鹿 野 菊 次 郎 昭和13年１月24日生

昭和35年４月 日本放送協会 入局

－

昭和57年８月 同協会 報道局報道番組部担当部長

昭和58年７月 同協会 報道局外信部担当部長

昭和61年７月 株式会社総合ビジョン エグゼクティブ・プロ

デューサー

昭和63年７月 日本放送協会 衛星放送実施本部ハイビジョン

部長

平成元年７月 同協会 衛星放送実施本部副本部長

平成２年７月 株式会社国際メディア・コーポレーション 代

表取締役専務就任

平成９年６月 同社 代表取締役社長就任

平成12年９月 株式会社ララ・メディア（現ジュピターエン

タテインメント株式会社）取締役就任

平成14年６月 株式会社国際メディア・コーポレーション 顧

問就任

平成14年12月 ジュピターエンタテインメント株式会社 取締

役会長就任（現任）

平成15年６月 当社 取締役就任（現任）

取 締 役 田 村 達 也 昭和13年10月11日生

昭和36年４月 日本銀行 入行

－

昭和61年５月 同行 欧州代表

昭和63年７月 同行 国債局長

平成元年６月 同行 調査統計局長

平成元年９月 同行 企画局長

平成２年５月 同行 営業局長

平成４年２月 同行 理事就任 大阪支店長

平成６年４月 同行 信用機構担当

平成８年４月 エー・ティー・カーニー株式会社 会長就任

平成９年１月 エレクトロニック・データ・システムズ株式

会社 代表取締役社長就任

平成11年６月 オリックス株式会社 取締役就任

平成11年８月 日本インベスター・ソリューション・アン

ド・テクノロジー株式会社 代表取締役社長就

任

平成12年６月 株式会社駿河銀行（現スルガ銀行株式会社） 

取締役就任（現任）

平成14年５月 社団法人日本経済研究センター 監事就任

（現任）

株式会社グローバル経営研究所設立 代表取

締役就任（現任）

平成14年６月 日本テレコム株式会社（現ボーダフォン株式

会社） 取締役就任

平成15年３月 全国社外取締役ネットワーク（現特定非営利

活動法人全国社外取締役ネットワーク）代表

理事就任（現任）

平成15年６月 当社 取締役就任（現任）

平成16年５月 株式会社カネボウ化粧品 取締役就任（現任）

平成18年６月 サンデン株式会社 取締役就任（現任）



  

 

役名及び職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(株)

取 締 役 中  野  景  夫 昭和14年４月１4日生

昭和37年４月 日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会

社）入社

－

昭和50年１月 同社 営業局調査役

昭和52年４月 同社 海外連絡室調査役

昭和52年10月 同社 ジュネーブ海外駐在事務所次長

昭和56年３月 同社 営業局市場開発室調査役

昭和60年４月 日本電信電話株式会社 営業部市場開発室調

査役

昭和60年11月 同社 専用回線事業部専用サービス部長

昭和62年６月 同社 専用回線事業部長

平成２年６月 同社 理事専用回線事業部長

平成２年７月 同社 理事関連企業本部担当部長

平成２年11月 同社 理事関連企業本部担当部長兼ＮＴＴヨ

ーロッパ 代表取締役社長就任

平成６年４月 同社 理事国際部担当部長

平成６年７月 株式会社情報通信研究所 常務取締役就任

平成７年６月 同社 代表取締役常務就任

平成11年７月 東日本電信電話株式会社 監査役就任

平成16年６月 当社 取締役就任（現任）

取 締 役 吉 田   望 昭和31年12月１日生

昭和55年４月 株式会社電通 入社

4

昭和63年４月 同社 総合計画室

平成元年７月 株式会社電通総研 出向

平成９年７月 同社 研究三部長

平成11年１月 株式会社電通 メディア・コンテンツ統括局調

査部長

平成12年３月 株式会社電通ドットコム 取締役就任

平成12年10月 株式会社ノゾムドットネット（吉田望事務

所）代表取締役就任（現任）

平成14年２月 株式会社コンセント 取締役就任（現任）

平成14年６月 ゼロ株式会社（現スカイマークエアラインズ

株式会社） 監査役就任

平成15年10月 株式会社am３ 代表取締役会長就任

平成16年１月 スカイマークエアラインズ株式会社 監査役就

任（現任）

平成16年６月 当社 取締役就任（現任） 

株式会社takibi 代表取締役就任（現任）

平成17年５月 株式会社ａｍ3 取締役就任

平成17年10月 株式会社ａｍ3 監査役就任（現任）

 



役名及び職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(株)

取 締 役 石 原 俊 爾 昭和20年10月２日生

昭和44年４月 株式会社東京放送 入社

－

平成５年２月 同社 テレビ編成局編成部専任部長兼編成課長

平成６年２月 同社 人事労政局人事部長

平成７年２月 同社 テレビ編成局編成部長

平成９年６月 同社 テレビ編成局長

平成10年６月 同社 ＪＤＣ推進室長

平成10年11月 同社 ＢＳ会議事務局局長 株式会社ジャパ

ン・デジタル・コミュニケーションズ（現株

式会社ビーエス・アイ） 出向 取締役就任

（現任）

平成14年４月 株式会社東京放送 メディア推進局長

平成14年６月 同社 執行役員メディア推進局長

平成15年６月 同社 取締役就任 

当社 取締役就任（現任） 

株式会社テレビ高知 取締役就任（現任）

平成16年５月 株式会社東京放送 取締役編成本部長就任

平成16年６月 株式会社ティー・ビー・エス・ライブ（現株

式会社ＴＢＳテレビ） 代表取締役社長就任 

株式会社ティー・ビー・エス・エンタテイン

メント（現株式会社ＴＢＳテレビ） 取締役就

任 

株式会社ティー・ビー・エス・スポーツ（現

株式会社ＴＢＳテレビ） 取締役就任

平成16年10月 株式会社東京放送 取締役編成制作本部長兼報

道本部長就任（現任） 

株式会社ＴＢＳテレビ 常務取締役編成制作本

部長就任（現任）

取 締 役 神 村 謙 二 昭和18年10月６日生

昭和42年４月 株式会社大広 入社

3

昭和46年２月 株式会社日本教育テレビ（現株式会社テレビ

朝日）入社

昭和55年10月 同社 営業局営業部課長

昭和63年４月 同社 ニューヨーク支局

平成３年10月 同社 営業局業務部長

平成５年10月 同社 編成局編成部長

平成９年６月 同社 編成局長

平成11年６月 同社 取締役編成局長就任 

株式会社瀬戸内海放送 取締役就任

平成12年２月 全国朝日放送株式会社（現株式会社テレビ朝

日）取締役メディア戦略室担当兼経営管理室

長就任

平成12年11月 同社 取締役社長室長就任

平成13年６月 同社 常務取締役就任 

当社 取締役就任（現任）

平成14年１月 株式会社トレソーラ 取締役就任

平成14年４月 株式会社日本ケーブルテレビジョン 取締役就

任

平成15年６月 長野朝日放送株式会社 取締役就任

平成16年６月 株式会社テレビ朝日 取締役就任 

株式会社ビーエス朝日 代表取締役社長就任

（現任）

平成18年４月 社団法人日本民間放送連盟理事就任（現任）

平成18年６月 株式会社テレビ朝日 顧問就任（現任）



役名及び職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数 

(株)

取 締 役 森 正 勝 昭和22年１月22日生

昭和44年４月 アーサーアンダーセン アンド カンパニー

（現アクセンチュア株式会社）入社

8

昭和46年５月 公認会計士 資格取得

昭和56年９月 アーサーアンダーセン アンド カンパニー

（現アクセンチュア株式会社）パートナー

（共同事業者）

平成元年２月 アンダーセン・コンサルティング（現アクセ

ンチュア株式会社）社長就任 

アンダーセン・コンサルティング（グローバ

ル）（現アクセンチュア株式会社）ボードメ

ンバー就任

平成15年４月 アクセンチュア株式会社 代表取締役会長就任

平成17年６月 当社 取締役就任（現任）

平成17年９月 アクセンチュア株式会社 取締役会長就任（現

任）

常勤監査役 広 渡 義 紀 昭和22年３月23日生

昭和44年４月 ソニー株式会社 入社

－

昭和58年１月 ソニー ブロードキャスト リミテッド（Ｕ.

Ｋ.） 経理財務担当ゼネラルマネージャー

昭和63年７月 ソニー株式会社 国際会計部統括部長

平成７年11月 ソニー幸田株式会社 管理担当 常務取締役就

任

平成11年１月 ソニー株式会社 ホームＴＶカンパニー 企画

管理部統括部長

平成13年４月 アイワ株式会社 取締役兼経理財務担当執行役

員就任

平成15年３月 株式会社ソニー・放送メディア 監査役就任

平成15年６月 当社 監査役就任（現任） 

株式会社データネットワークセンター 監査役

就任

平成17年３月 株式会社ケーブルテレビ足立 監査役就任（現

任）



  
役名及び職名 氏名 生年月日 略歴

所有株式数
(株)

常勤監査役 霍 間 良 介 昭和23年４月30日生

昭和46年４月 伊藤忠商事株式会社 入社

－

平成５年４月 同社 監査部大阪チーム長代行

平成６年10月 同社 監査部機械・宇宙情報・建設チーム長

平成７年７月 伊藤忠インターナショナル会社（ニューヨー

ク駐在）

平成12年２月 伊藤忠商事株式会社 監査部長代行

平成13年４月 同社 監査部第四チーム長兼務

平成13年６月 同社 リスクマネジメント部長

平成16年６月 当社 監査役就任（現任） 

株式会社データネットワークセンター監査役

就任（現任）

平成17年３月 株式会社ペイ・パー・ビュー・ジャパン監査

役就任（現任）

平成17年６月 株式会社オプティキャスト監査役就任（現

任）

監 査 役 境   政 郎 昭和15年１月15日生

昭和39年４月 株式会社フジテレビジョン 入社

－

昭和58年５月 同社 編成局調査部副部長

昭和62年６月 同社 総合開発局開発企画部長

平成元年７月 同社 総合開発局次長兼開発企画部長

平成７年７月 同社 経営企画局長

平成９年６月 同社 取締役経営管理本部経営企画局長就任

平成11年１月 フジレインボウファイナンスケイマンリミテ

ッド 取締役就任

平成11年６月 株式会社フジテレビジョン 取締役業務推進本

部経営企画・秘書室・法務室担当兼法務室長

就任

平成12年６月 同社 取締役新規事業・IR担当就任

平成12年７月 株式会社ピープルワールド（現株式会社フジ

ミック）代表取締役社長就任

平成13年６月 株式会社フジテレビジョン 常務取締役ＩＲ・

特命事項担当就任 

株式会社セントラルインペックス 取締役就任

平成14年６月 富山テレビ放送株式会社 取締役就任（現任）

平成15年３月 株式会社フジテレビサービス 代表取締役社長

就任

平成15年６月 福島テレビ株式会社 取締役就任 

当社 監査役就任（現任）

平成16年６月 株式会社フジテレビジョン 常務取締役経営企

画・特命事項担当就任

平成17年６月 株式会社エフシージー総合研究所 代表取締役

社長就任（現任）
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(注) １ 取締役 鹿野菊次郎、田村達也、中野景夫、吉田望、石原俊爾、神村謙二及び森正勝の各氏は、会社法第２

条第15号に定める社外取締役であります。 

２ 監査役 広渡義紀、霍間良介及び境政郎の各氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

３ 当社では、意思決定、監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しておりま

す。執行役員は、渡辺純一、清水敏邦、川西将文、田中晃、出水啓一朗、山崎宇充及び山浦修平の７名で構

成されております。 

４ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査

役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。 

 
  

氏名 生年月日 略歴
所有株式数 

(株)

狛  文 夫 昭和23年11月９日生

昭和52年４月 第一東京弁護士会弁護士登録

－

昭和56年１月 小松・狛・西川法律事務所（現あ

さひ・狛法律事務所）パートナー

就任（現任）

昭和57年10月 ウイットマン・アンド・ランサム

法律事務所（現ウインストン・ア

ンド・ストローン法律事務所）

昭和59年５月 ニューヨーク州弁護士会弁護士登

録

平成15年12月 マークテック株式会社取締役就任

（現任）



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

（1） コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社グループは、株式公開企業として、資本市場における企業価値の最大化をコーポレート・ガバナ

ンスの基本目標と考えています。 

そのためには、株主の皆様や当社グループサービスの顧客をはじめ、放送事業者、取引先、社員等の当

社グループを取り巻く利害関係者（ステークホルダー）との良好な関係を築くとともに、法令遵守に基

づく企業倫理の重要性を認識し、変動する社会、経済環境に対応した迅速な経営意思の決定と、経営の

健全性の向上を図ることを、経営上最も重要な課題の一つとして位置付けています。 

 また、株主・投資家の皆様へは、迅速かつ正確な情報開示に努めるとともに、幅広い情報公開によ

り、経営の透明性を高めてまいります。 

  

（２） 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 

① 会社の機関の内容 

当社は委員会設置会社ではありませんが、当社任意の組織として報酬委員会の他、取締役会への諮

問委員会として社外取締役を委員の過半数及び委員長とする下記委員会を設置しています。 

ａ 指名諮問委員会 

社外取締役２名、有識者１名を委員（委員長は田村取締役）、代表取締役会長を特別委員として

設置しています。当連結会計年度は４回開催しています。 

ｂ 報酬委員会 

企業統治の健全性と透明性を確保することを目的として、取締役会への諮問委員会として社外取

締役２名、有識者1名を委員（委員長は鹿野取締役）、代表取締役を特別委員（議決権なし）とす

る報酬委員会を設置しています。当連結会計年度は４回開催しています。 

ｃ ガバナンス諮問委員会 

当社の企業統治の一段の向上を実現し、企業価値の成長と株主価値の極限化とを達成する基盤を

整えることを目標に、平成１７年６月に社外取締役を委員（委員長は田村取締役）に、代表取締役

を特別委員（経営執行の現状を説明。決議不参加。）として設置しています。当連結会計年度は６

回開催しています。 

また、取締役会の運営におきましては当連結会計年度末現在、社外取締役７名を含む取締役１３

名により公正な経営の実現を目指して職務の執行と監督を行っており、５名の監査役がその取締役

の業務の執行について独立不偏の立場から監査を行っています。さらに、取締役会の定める基本方

針に基づき、経営の個々の業務執行を決定する代表取締役社長の諮問機関として経営会議を設定し

ており、毎週１回開催しています。経営会議のメンバーは常勤取締役及び執行役員により構成され

ており、常勤監査役もオブザーバとして出席しております。常勤取締役は、経営における執行役と

して担当執行責任部門を持ち、経営会議において取締役会の定める基本方針に従い個々の業務執行

を決定しています。 

  



<当社の機関・内部統制の関係図> 

 

  

② 内部統制システムの整備の状況 

当社は、平成18年4月28日開催の取締役会において、内部統制システムの整備に関する基本方針を

決議いたしました。この基本方針をもとに、内部統制システム構築推進プロジェクトを発足し、スカ

パー！行動基準を役職員に周知徹底しています。グループ全体では、関係会社管理規程により、内部

統制の徹底を図っています。また、コンプライアンス統括責任者には代表取締役会長が、リスク管理

委員長には代表取締役社長が就任しています。 

 なお、いわゆる内部通報制度については、「コンプライアンス・ヘルプライン」として平成18年4

月より運用を開始しています。 

③ リスク管理体制の整備の状況 

当社グループでは、リスク管理体制の一環として、個人情報取扱事業者としての積極的な対応を行

っております。具体的には、当社グループのビジネスの性質上、極めて広範囲で個人情報を取り扱っ



ていることを踏まえ、平成17年4月1日施行の個人情報保護法を受け、平成16年8月に個人情報管理

委員会を設置いたしました。更に当社は平成17年5月18日付けで財団法人日本情報処理開発協会よ

り、個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラム（JISQ15001）を満たす企業として、プラ

イバシーマーク付与の認定を受けました。当社の連結子会社で顧客管理業務を行っている株式会社デ

ータネットワークセンターでも、既に平成15年7月付けでプライバシーマーク付与の認定を受けてお

り、当社グループ全体で信頼しうる個人情報管理水準を確立することになりました。 

 また、大規模災害が起こった場合を想定して、事業の継続性確保のために、その対策について検討

を開始いたしました。 

  

④ 役員報酬の内容 

取締役の報酬制度におきましては、役員の退職慰労金制度を廃止するとともに、株主と経営執行者

との利害の一致の観点から、長期インセンティブ体系としてストックオプション制度を導入し、株式

価値の増大を基本とした報酬制度を導入しています。なお、ストックオプション制度は、執行役員の

報酬体系の中にも退職金の一部を代替する形で導入されています。 

当連結会計年度における当社の取締役及び監査役に支払った報酬は以下のとおりです。 

 
  

⑤ 監査報酬について 

当連結会計年度における当社グループの会計監査人に対する報酬等の額は以下のとおりです。 

ａ 当社グループが会計監査人に支払うべき報酬等の合計額：51百万円 

ｂ 上記ａの合計額のうち、公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項の業務（監査証

明業務）の対価として当社グループが会計監査人に支払うべき報酬等の合計額：47百万円 

ｃ 上記ｂの合計額のうち、当社が会計監査人に支払うべき会計監査人としての報酬等の額：29百

万円（当社と会計監査人との間の監査契約において、平成13年改正旧商法特例法上の会計監査

人の監査に対する報酬の額と証券取引法上の監査に対する報酬の額を区分しておりませんの

で、ｃの金額には平成13年改正旧商法特例法上の会計監査人の監査に対する報酬の額を含めて

記載しています。） 

  

⑥ 内部監査及び監査役監査の組織 

当社の内部監査室（室長を含め２名）は、代表取締役会長直轄の組織で、内部管理体制の適切性や

有効性を定期的に検証しその検証結果を必要に応じて問題点の改善・是正に関する提言と共に、経営

者に報告を行っています。当連結会計年度においては、内部監査室と監査役との連携として、毎月１

回の定例及び臨時を合わせて２２回の会合を行っています。内容は、内部監査室による監査の進捗と

結果についての監査役により聴取と助言及び内部統制の状況についての意見交換が中心です。 

当社の監査役会は、常勤監査役２名、非常勤監査役３名で構成され、取締役会及び経営会議等当社

の重要会議に出席し、経営全般又は個別案件に関する客観的かつ公正な意見陳述を行うとともに、監

区分
取 締 役 監 査 役 計

適用
支給人員 支給額 支給人員 支給額 支給人員 支給額

株主総会決議に
基づく報酬

14名 164百万円
5名 35百万円 19名 200百万円

括弧内は社外
取締役の内数（7名） （33百万円）

利益処分による
役員賞与

5名 14百万円
－名 －百万円 5名 14百万円

括弧内は社外
取締役の内数（－名) （－百万円）

計 －
179百万円

－ 35百万円 － 214百万円
括弧内は社外
取締役の内数（33百万円）



査役会で立案した監査計画に従い、取締役の業務執行に対しての適法性及び妥当性を監査していま

す。監査役会は毎月開催しています。なお、当連結会計年度においては、会計監査人との連携とし

て、四半期決算毎の定例及び臨時を合わせて８回の会合を行っています。内容は、相互の監査計画の

説明及び調整、会計監査人による半期及び期末の会計監査、四半期毎のレビュー結果についての監査

役による聴取と確認です。 

  

⑦ 社外取締役及び社外監査役との関係 

当連結会計年度末において、社外取締役６名のうち４名及び社外監査役４名のうち２名は、当社の

主要株主あるいは営業取引のある法人の取締役、監査役又は顧問等に就任しています。なお、当該取

締役、監査役は、当社グループのその他の取締役、監査役と家族関係その他の人的関係を有さず、ま

た、当社への就任に関して、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を取り決めたことはありませ

ん。 

  

⑦ 会計業務を執行した公認会計士の氏名 

当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人は、以下のとおりです。 

林  克次（監査法人トーマツ） 

觀  恒平（監査法人トーマツ） 

飯野 健一（監査法人トーマツ） 

継続関与年数については、全員７年以内であるため記載を省略しています。また、公認会計士

３名、会計士補４名及びその他２名が補助者として会計監査業務に関わっています。 

  

  

  

  

  

  



第５ 【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省

令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しています。 

ただし、前連結会計年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）については、「財務諸表等

の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第

５号）附則第２項のただし書きにより、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しています。 

  

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

号。以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しています。 

ただし、前事業年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）については、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５

号）附則第２項のただし書きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しています。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成16年４月１日から平成17年３

月31日まで）及び当連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）の連結財務諸表並びに

前事業年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）及び当事業年度（平成17年４月１日から平成

18年３月31日まで）の財務諸表について、監査法人トーマツにより監査を受けています。 

  



１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

  

 
  

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度 
（平成18年３月31日）

区分
注記 
番号

金額（百万円）
構成比
(％)

金額（百万円）
構成比
(％)

（資産の部）

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 21,234 38,308

 ２ 売掛金 7,609 7,786

 ３ 有価証券 31,017 2,012

 ４ 番組勘定 3,740 2,653

 ５ 繰延税金資産 32 37

 ６ 未収入金 1,947 2,973

 ７ その他 3,490 5,425

   貸倒引当金 △255 △280

   流動資産合計 68,815 56.8 58,917 44.2

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  （1）建物 3,065 －

    減価償却累計額 1,135 1,930 － －

  (2) 建物及び構築物 － 6,602

    減価償却累計額 － － 2,487 4,115

  (3) 機械装置及び運搬具 9,491 14,021

    減価償却累計額 4,684 4,806 3,923 10,098

  (4) 建設仮勘定 5,999 224

  (5) その他 4,536 1,410

    減価償却累計額 1,651 2,885 726 683

    有形固定資産合計 15,621 12.9 15,122 11.4

 ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウェア 2,619 2,437

  (2) 連結調整勘定 1,574 1,259

  (3) その他 34 30

    無形固定資産合計 4,228 3.5 3,728 2.8

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※１ 28,034 51,926

  (2) 繰延税金資産 12 71

  (3) その他 4,420 3,404

    投資その他の資産合計 32,467 26.8 55,402 41.6

   固定資産合計 52,317 43.2 74,253 55.8

   資産合計 121,132 100.0 133,171 100.0



 
  

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度 
（平成18年３月31日）

区分
注記 
番号

金額（百万円）
構成比
(％)

金額（百万円）
構成比
(％)

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

 １ 未払金 9,380 8,365

 ２ 一年内償還社債 5 －

 ３ 短期借入金 70 550

 ４ 一年以内返済予定
   長期借入金

150 150

 ５ 未払費用 1,043 624

 ６ 未払法人税等 404 406

 ７ 視聴料預り金 12,364 13,003

 ８ 賞与引当金 252 314

 ９ 新株引受権 1 －

 10 その他 1,667 2,434

   流動負債合計 25,340 20.9 25,848 19.4

Ⅱ 固定負債

 １ 長期未払金 785 265

 ２ 長期借入金 1,129 979

 ３ 繰延税金負債 － 5,176

 ４ 退職給付引当金 653 735

 ５ 役員退職慰労引当金 18 23

 ６ その他 801 1,324

   固定負債合計 3,388 2.8 8,505 6.4

   負債合計 28,728 23.7 34,353 25.8

（少数株主持分）

   少数株主持分 2,995 2.5 4,818 3.6

（資本の部）

Ⅰ 資本金 ※２ 50,037 41.3 50,083 37.6

Ⅱ 資本剰余金 43,947 36.3 43,995 33.0

Ⅲ 利益剰余金 5,909 4.9 4,628 3.5

Ⅳ その他有価証券評価差額金 △1,213 △1.0 5,574 4.2

Ⅴ 自己株式 ※３ △9,272 △7.7 △10,282 △7.7

   
   資本合計

89,408 73.8 93,999 70.6

   負債、少数株主持分 
   及び資本合計

121,132 100.0 133,171 100.0



② 【連結損益計算書】 

  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日
 至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(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（百万円）
百分比
(％)

金額（百万円）
百分比
(％)

Ⅰ 営業収益

 １ プラットフォーム事業
   収益

74,016 100.0 82,329 100.0

Ⅱ 営業費用

 １ プラットフォーム事業費 ※１ 49,977 57,343

 ２ 販売費及び一般管理費
※２
※３

21,212 71,189 96.2 25,248 82,591 100.3

   営業利益(営業損失：△) 2,826 3.8 △261 △0.3

Ⅲ 営業外収益

 １ 受取利息 971 726

 ２ 有価証券売却益 137 3

 ３ その他 106 1,214 1.7 120 850 1.0

Ⅳ 営業外費用

 １ 支払利息 38 38

 ２ 有価証券売却損 182 －

 ３ 為替差損 － 124

 ４ 持分法による投資損失 75 265

 ５ オプション評価損 5 －

 ６ 自己株式取得付随費用 45 2

 ７ その他 12 359 0.5 51 481 0.6

   経常利益 3,681 5.0 106 0.1

Ⅴ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 217 1,023

 ２ 契約解除精算金受入益 120 －

 ３ 固定資産売却益 ※６ － 338 0.4 3 1,026 1.3

Ⅵ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※４ 64 456

 ２ 固定資産売却損 ※５ 0 －

 ３ 投資有価証券評価損 307 43

 ４ 投資有価証券売却損 － 1

 ５ 減損損失 ※７ － 326

 ６ その他 － 372 0.5 73 902 1.1

   税金等調整前当期純利益 3,646 4.9 230 0.3

   法人税、住民税及び 
   事業税

12 378

   法人税等調整額 － 12 0.0 △64 314 0.1

   少数株主損失 74 0.1 441 0.5

   当期純利益 3,709 5.0 357 0.4



③ 【連結剰余金計算書】 
  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
 至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(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（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ 資本剰余金期首残高 43,923 43,947

Ⅱ 資本剰余金増加高

  新株引受権の行使 23 23 47 47

Ⅲ 資本剰余金期末残高 43,947 43,995

（利益剰余金の部）

Ⅰ 利益剰余金期首残高 3,334 5,909

Ⅱ 利益剰余金増加高

  当期純利益 3,709 3,709 357 357

Ⅲ 利益剰余金減少高

  配当金 1,133 1,622

  役員賞与 － 1,133 16 1,638

Ⅳ 利益剰余金期末残高 5,909 4,628



④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 
  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(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（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前当期純利益 3,646 230

 ２ 減価償却費 3,013 3,692

  ３ 投資有価証券売却益 － △1,023

 ４ 固定資産除却損 － 456

 ５ 投資有価証券評価損 307 43

 ６ 減損損失 － 326

 ７ 貸倒引当金の増減額（減少：△） △61 24

 ８ 受取利息及び受取配当金 △971 △756

 ９ 支払利息 38 38

 10 売上債権の増減額（増加：△） 153 △176

 11 たな卸資産の減少額 60 772

 12 未払金の減少額 △1,021 △264

 13 未払費用の減少額 △136 △392

 14 視聴料預り金の増減額（減少：△） △285 638

 15 その他 △1,297 △592

    小計 3,445 3,018

 16 利息及び配当金の受取額 908 839

 17 利息の支払額 △38 △38

 18 法人税等の支払額 △13 △236

   営業活動によるキャッシュ・フロー 4,302 3,582

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 定期預金の預入による支出 △4,000 △5,010

 ２ 定期預金の払戻による収入 3,000 6,005

 ３ 有価証券の取得による支出 △14,461 －

 ４ 有価証券の売却・償還による収入 29,324 20,000

 ５ 投資有価証券の取得による支出 △17,658 △16,607

 ６ 投資有価証券の売却・償還による収入 6,404 5,568

 ７ 有形固定資産の取得による支出 △7,783 △6,367

 ８ 有形固定資産の売却による収入 75 1,970

 ９ ソフトウェアの取得による支出 △368 △911

 10 通貨スワップ資産決済による収入 1,074 328

 11 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
   取得による支出

※２ △2,788 －

 12 その他 ※２ 95 5

   投資活動によるキャッシュ・フロー △7,087 4,981



 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(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（百万円） 金額（百万円）

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増加額 － 480

 ２ 長期借入金の返済による支出 － △150

 ３ 社債の償還により支出 － △5

 ４ 割賦債務の返済による支出 △515 △544

 ５ 株式の発行による収入 46 92

 ６ 少数株主からの払込による収入 5 2,278

 ７ 配当金の支払額 △1,133 △1,618

 ８ 少数株主への配当金の支払額 － △14

 ９ 自己株式の取得による支出 △9,318 △1,012

   財務活動によるキャッシュ・フロー △10,916 △492

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △13,701 8,071

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 45,941 32,239

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 32,239 40,310



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(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  9社

株式会社データネットワークセンター

マルチチャンネルエンターテイメント株式会社

株式会社サムライティービー

株式会社オプティキャスト

株式会社スカパー・ウェルシンク

株式会社スカパー・マーケティング

株式会社インフォメーションネットワーク郡山

株式会社ケーブルテレビ足立

株式会社ペイ・パー・ビュー・ジャパン

全ての子会社を連結の範囲に含めております。

当連結会計年度において、株式会社スカパー・ウ

ェルシンク及び株式会社スカパー・マーケティング

は新たに設立したことにより、株式会社インフォメ

ーションネットワーク郡山及び株式会社ケーブルテ

レビ足立は株式を新規取得したことにより、株式会

社ペイ・パー・ビュー・ジャパンは株式を追加取得

したことにより、連結子会社となっております。

１ 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数   12社

株式会社データネットワークセンター

マルチチャンネルエンターテイメント株式会社

株式会社サムライティービー

株式会社オプティキャスト

株式会社オプティキャスト・マーケティング

株式会社スカパー・ウェルシンク

株式会社スカパー・マーケティング

株式会社インフォメーションネットワーク郡山

株式会社ケーブルテレビ足立

株式会社ペイ・パー・ビュー・ジャパン

株式会社スカパー・モバイル

株式会社シーエス・ナウ

全ての子会社を連結の範囲に含めております。

株式会社スカパー・モバイル、株式会社オプティキ

ャスト・マーケティングについては、当連結会計年度

において新たに設立したことにより、また、株式会社

シーエス・ナウについては当連結会計年度において新

規に株式を取得したことにより、連結子会社となって

おります。

２ 持分法の適用に関する事項

関連会社の数      1社

株式会社システム・クリエイト

当連結会計年度において、株式会社システム・ク

リエイトは株式を新規取得したことにより、当連結

会計年度から持分法を適用しております。また、株

式会社ペイ・パー・ビュー・ジャパンは、株式の追

加取得により連結子会社となっております。

２ 持分法の適用に関する事項

関連会社の数       2社

株式会社システム・クリエイト

株式会社ジェイ・スポーツ・ブロードキャスティン

グ

全ての関連会社に対して持分法を適用しておりま

す。

株式会社ジェイ・スポーツ・ブロードキャスティン

グについては、当連結会計年度において、新規に株式

を取得したことにより、当連結会計年度から持分法を

適用しております。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

株式会社インフォメーションネットワーク郡山の

決算日は8月31日で連結決算日と異なっているため、

連結財務諸表等の作成にあたり、3月31日現在の仮決

算（正規の決算に準ずる合理的な手続きによる決

算）に基づく財務諸表を使用しております。他の連

結子会社の決算日は連結決算日と一致しておりま

す。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

全ての連結子会社の決算日は連結決算日と一致して

おります。



  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

４ 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

ａ 満期保有目的の債券

  償却原価法によっております。

ｂ その他有価証券

時価のあるもの

連結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）によっておりま

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

ａ 満期保有目的の債券

  償却原価法（定額法）によっております。

ｂ その他有価証券

時価のあるもの

同 左

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

② デリバティブ

  時価法によっております。

③ たな卸資産

ａ 番組勘定

個別法による原価法によっております。

ｂ 貯蔵品

主として先入先出法による原価法によってお

ります。

時価のないもの

同 左

② デリバティブ

同 左

③ たな卸資産

ａ 番組勘定

同 左

ｂ 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、建物３年から18年、機

械装置及び運搬具２年から９年であります。

(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、建物及び構築物3年から

27年、機械装置及び運搬具2年から15年でありま

す。

② 無形固定資産

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間（２年から５年）に基づ

く定額法により償却しております。

② 無形固定資産

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内

における利用可能期間（２年から５年）に基づいて

おります。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

金銭債権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。

なお、放送事業者が加入者に債権を有している

基本料、加入料及び視聴料等に対して、当社が料

金収納サービスを行うことに伴って発生した売掛

金については、加入者からの過去の一定期間の回

収実績を勘案して計上しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

同 左

② 賞与引当金

従業員に対し支給する賞与に備えるため、支給

見込額のうち会社で定めた支給対象期間中の当連

結会計年度負担分を計上しております。

② 賞与引当金

同 左



 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

③ 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

連結会計年度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

（15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。

③ 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、当連結

会計年度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（12年及び15

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。

④ 役員退職慰労引当金

当社及び一部連結子会社の役員の退職慰労金の

支払に備えるため、内規に基づく当連結会計年度

末要支給額を計上しております。

④ 役員退職慰労引当金

        同 左

(4) 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。

(4) 重要なリース取引の処理方法

同 左

(5) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の適用要件を満たすものについて

は、繰延ヘッジ処理によっております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

  a ヘッジ手段

   通貨スワップ、通貨オプション及び為替予約に

よっております。

  b ヘッジ対象

   外貨建予定取引であります。

③ ヘッジ方針

内部規程である「資金運用規程」及び「資金運

用取扱規則」に基づき、為替変動リスクを回避す

る目的で、実需の範囲内で利用しております。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

同 左

② ヘッジ手段とヘッジ対象

  a ヘッジ手段

   為替予約によっております。

 

  b ヘッジ対象

同 左

③ ヘッジ方針

同 左



  

 
  

  （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） 

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

④ ヘッジ有効性評価の方法

基本的に、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要

な条件がほぼ同一である場合は、有効性の評価を省

略しております。それ以外のヘッジ取引につきまし

ては、ヘッジ手段の相場変動の累計とヘッジ対象の

相場変動の累計とを比較し、両者の変動額等を基礎

に判断することとしております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

同 左

(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

① 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。

② 繰延資産の処理方法

・新株発行費

支出時に全額費用として処理しております。

・社債発行差金

社債発行日から償還日までの期間に対応して償

却しております。

(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

① 消費税等の会計処理方法

同 左

② 繰延資産の処理方法

・新株発行費

同 左

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価

評価法を採用しております。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同 左

６ 連結調整勘定の償却に関する事項

連結調整勘定は、その効果の発現する期間にわたっ

て償却することとしております。

６ 連結調整勘定の償却に関する事項

同 左

７ 利益処分項目等の取扱いに関する事項

連結剰余金計算書は、連結会計年度中に確定した利

益処分または損失処理に基づいて作成しております。

７ 利益処分項目等の取扱いに関する事項

同 左

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

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、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動に

おいて僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資からなっておりま

す。

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同 左

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度 
(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10月31日））を適用しており
ます。これにより営業損失が101百万円減少、経常利益
が101百万円増加、税金等調整前当期純利益が224百万円
減少しております。 
 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。



（表示方法の変更） 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

―――――――― （連結貸借対照表関係） 

 前連結会計年度において固定資産の「その他」に含め

ておりました構築物を当連結会計年度より建物とともに

「建物及び構築物」として表示しております。 

なお、前連結会計年度における「建物及び構築物」の金

額は取得価額6,354百万円、減価償却累計額2,171百万円

であります。 

 

 （連結損益計算書関係） 

 前連結会計年度において営業外費用の「その他」に含

めておりました「為替差損」は、営業外費用総額の100

分の10を超えたため、当連結会計年度において区分掲記

することに変更しました。 

なお、前連結会計年度における営業外費用の「その他」

に含めておりました「為替差損」の金額は10百万円であ

ります。 

 

 （連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めておりました「投資有価証券

売却益」及び「固定資産除却損」は、当連結会計年度に

おいて区分掲記することに変更しました。 

 なお、前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めておりました「投資有価証券

売却益」は△217百万円、「固定資産除却損」は64百万

円であります。



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

  

 
  

（連結損益計算書関係） 

  

 
  

前連結会計年度
(平成17年３月31日)

当連結会計年度
(平成18年３月31日)

※１ 関連会社に対する事項

投資有価証券(株式)   12百万円

※１ 関連会社に対する事項

投資有価証券(株式) 3,480百万円

※２ 当社の発行済株式総数  普通株式 2,268,509株 ※２ 当社の発行済株式総数  普通株式 2,270,365株

※３ 連結会社及び関連会社が保有する自己株式の数

は、普通株式105,372株であります。

※３ 連結会社及び関連会社が保有する自己株式の数

は、普通株式117,441株であります。

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※１ プラットフォーム事業費の明細

人件費 1,196百万円

外注費 11,772

通信運搬費 8,070

番組購入費 14,042

ICカード購入費 337

賃借料 974

リース料 3,329

減価償却費 2,731

その他 7,522

※１ プラットフォーム事業費の明細

人件費 1,548百万円

外注費 14,517

通信運搬費 9,474

番組購入費 15,829

ICカード購入費 511

賃借料 1,039

リース料 3,090

減価償却費 3,408

その他 7,922

 

※２ 販売費及び一般管理費の明細

人件費 2,025百万円

代理店手数料 7,500

広告宣伝費 5,559

販売促進費 2,444

貸倒引当金繰入額 170

減価償却費 281

その他 3,230

（注）人件費に含まれる退職給付費用は61百万円であり
ます。

    一般管理費に含まれる研究開発費の総額は110百
万円であります。

 

※２ 販売費及び一般管理費の明細

人件費 2,985百万円

代理店手数料 6,681

広告宣伝費 5,978

販売促進費 4,115

貸倒引当金繰入額 236

減価償却費 284

その他 4,967

（注）人件費に含まれる退職給付費用は50百万円であり
ます。

※３       ―――――――― ※３ 研究開発費の総額 

 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は647

百万円であります。

※４ 固定資産除却損の内容

建物 11百万円

機械装置及び運搬具 7

ソフトウェア 20

その他 25

計 64百万円

※４ 固定資産除却損の内容

建物及び構築物 81百万円

機械装置及び運搬具 322

ソフトウェア 38

その他 15

計 456百万円

※５ 固定資産売却損の内容

機械装置及び運搬具 0百万円

計 0百万円

※５            ――――――――



前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

※６         ―――――――― ※６ 固定資産売却益の内容

建物及び構築物 2百万円
機械装置及び運搬具 0
その他 0

計 3百万円

※７         ―――――――― ※７ 減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産
グループについて減損損失を計上いたしました。

場所 青海放送センター（東京都江東区）

用途 データ放送用設備

種類 機械装置、ソフトウェア等

当社グループは、資産のグルーピングを管理用の事業別
に区分し、新規事業に関しましては一部細分化する方法で
行っております。

新規事業の一部として認識しておりましたデータ放送事
業につきましては採算性が見込めないこと等からサービス
の終了を決定し、当資産グループの帳簿価額を回収可能価
額までに減額し、当該減少額を減損損失（326百万円）と
して特別損失に計上いたしました。その内訳は機械装置
178百万円、ソフトウェア147百万円、その他1百万円で
す。

なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額に
より測定しておりますが、汎用性のない特殊な資産である
ことから有償での売却可能性は無いものと評価しておりま
す。 



（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

 

※１ 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

現金及び預金 21,234百万円

有価証券 31,017

計 52,251百万円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

△5

ＭＭＦ及び３ヶ月以内の
ＣＰ以外の有価証券

△20,006

現金及び現金同等物 32,239百万円

 

 

※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

現金及び預金 38,308百万円

有価証券 2,012

計 40,320百万円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

△10

現金及び現金同等物 40,310百万円

 

 

 

 

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳 

 株式の取得により新たに３社（株式会社インフォ

メーションネットワーク郡山、株式会社ペイ・パ

ー・ビュー・ジャパン、株式会社ケーブルテレビ足

立）を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負

債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための支出

（純額）との関係は次のとおりであります。 

 

流動資産 2,188百万円

固定資産 4,061

連結調整勘定 1,536

流動負債 △1,751

固定負債 △1,167

少数株主持分 △856

新規連結子会社株式の 
取得価額 4,010百万円

新規連結子会社株式の前連結会
計年度末の取得価額 △145

新規連結子会社現金及び現金同
等物 △1,110

差引：新規連結子会社取得のた
めの支出（純額）

2,754百万円

 
（注）上記の「新規連結子会社取得のための支出（純
額）」に含まれる「新規連結子会社取得による収入（純
額）」は34百万円であり、連結キャッシュ・フロー計算
書上、投資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す。 
 

 

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳 

 株式の取得により新たに1社（株式会社シーエ

ス・ナウ）を連結したことに伴う連結開始時の資産

及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得による

収入（純額）との関係は次のとおりであります。 

 

流動資産 4百万円

流動負債 △0

新規連結子会社株式の
取得価額 4百万円

新規連結子会社現金及び現金同
等物 △4

差引：新規連結子会社取得によ
る収入

0百万円

（注）上記の「新規連結子会社取得による収入」は、連
結キャッシュ・フロー計算書上、投資活動によるキャッ
シュ・フローの「その他」に含めて表示しております。 
 



（リース取引関係） 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

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（借手側）

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（借手側）

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

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

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額

(百万円)

機械装置 
及び運搬具

11,251 5,381 5,870

ソフトウエ
ア

1,729 855 873

その他有形
固定資産

2,343 808 1,534

合計 15,324 7,045 8,279

 

取得価額
相当額

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額

(百万円)

機械装置
及び運搬具

10,453 4,777 5,676

ソフトウエ
ア

1,727 1,148 579

その他有形
固定資産

4,708 1,685 3,022

合計 16,889 7,612 9,277

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年内 2,461百万円

１年超 6,092百万円

合計 8,554百万円

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年内 2,921百万円

１年超 6,612百万円

合計 9,533百万円

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 3,308百万円

減価償却費相当額 2,919百万円

支払利息相当額 321百万円

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 2,957百万円

減価償却費相当額 2,642百万円

支払利息相当額 298百万円

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。

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の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、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ので、

項目等の記載は省略しております。



（有価証券関係） 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

（前連結会計年度末）（平成17年３月31日現在） 

 
  

（当連結会計年度末）（平成18年３月31日現在） 

 
  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

（前連結会計年度末）（平成17年３月31日現在） 

 
  

（当連結会計年度末）（平成18年３月31日現在） 

 
  

  

  

連結貸借対照表 

計上額（百万円）

連結決算日における 

時価（百万円）

差額 

（百万円）

時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの 3,524 3,541 17

時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの 9,077 8,895 △181

合 計 12,601 12,437 △164

連結貸借対照表 

計上額（百万円）

連結決算日における 

時価（百万円）

差額

（百万円）

時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの 1,502 1,509 6

時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの 9,186 8,638 △547

合 計 10,689 10,148 △540

種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表 

計上額（百万円）
差額（百万円）

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの

上場株式 200 888 688

債券 801 811 10

小計 1,001 1,699 698

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの

債券 27,562 25,650 △1,911

小計 27,562 25,650 △1,911

合 計 28,563 27,350 △1,213

種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表 

計上額（百万円）
差額（百万円）

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの

上場株式 10,083 22,802 12,719

小計 10,083 22,802 12,719

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの

上場株式 41 36 △4

債券 14,000 12,036 △1,963

小計 14,041 12,072 △1,968

合 計 24,124 34,875 10,751



３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

（前連結会計年度）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 
  

（当連結会計年度）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 
  

４ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
（注）(前連結会計年度)当社の基準に基づき、307百万円の減損処理を行い、連結損益計算書上、特別損失に計上して

おります。 

(当連結会計年度)当社の基準に基づき、43 百万円の減損処理を行い、連結損益計算書上、特別損失に計上して

おります。 

  

５ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

（前連結会計年度末）（平成17年３月31日現在） 

 
  

（当連結会計年度末）（平成18年３月31日現在） 

 
  

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

17,236 354 182

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

7,766 1,026 1

種類
前連結会計年度

（平成17年３月31日）
当連結会計年度 

（平成18年３月31日）

その他有価証券
連結貸借対照表計上額

（百万円）
連結貸借対照表計上額 

（百万円）

マネー・マネジメント・ファンド 2,012 2,012

コマーシャル・ペーパー 10,996 －

証券投資信託 5,000 －

非上場株式（注） 1,078 2,882

合 計 19,087 4,894

種類
１年以内 
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超 
（百万円）

コマーシャル・ペーパー 10,996 － － －

債券 13,008 7,573 2,032 16,449

合 計 24,004 7,573 2,032 16,449

種類
１年以内 
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超 
（百万円）

債券 － 5,674 1,011 16,039



（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

（前連結会計年度）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

（１）取引の内容、取組方針及び利用目的 

当社は外貨建債務の予定取引について、将来の為替レートの変動リスクを回避する目的で、通貨

オプションを組み込んだ通貨スワップ取引、通貨オプション取引及び為替予約を利用しておりま

す。また余剰資金の運用目的でクレジットデリバティブを組み込んだ複合金融商品を利用しており

ます。 

なお、連結子会社では該当事項はありません。 

（２）取引に係るリスクの内容 

当社が利用している通貨スワップ取引、通貨オプション取引及び為替予約は、為替相場の変動に

よるリスクを有しております。 

また複合金融商品に組み込まれたクレジットデリバティブは、クレジットリスクを有しておりま

すが、信用度の高い企業のクレジットデフォルトスワップが組み込まれた金融商品のみを契約して

いるため、クレジットリスクはほとんどないと判断しております。 

また、契約先の金融機関においても、信用度の高い金融機関を取引相手としており、契約先の契

約不履行にかかるリスクはほとんどないと判断しております。 

（３）取引にかかるリスクの管理体制 

当社のデリバティブ取引は、「資金運用規程」及び「資金運用取扱規則」に基づいて資金の運用

担当部門にて実行、管理されており、取引の状況及び結果については定期的に取締役会に報告して

おります。 

  

（当連結会計年度）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

（１）取引の内容、取組方針及び利用目的 

当社は外貨建債務の予定取引について、将来の為替レートの変動リスクを回避する目的で、為替

予約を利用しております。また余剰資金の運用目的でクレジットデリバティブを組み込んだ複合金

融商品を利用しております。 

なお、連結子会社では該当事項はありません。 

（２）取引に係るリスクの内容 

当社が利用している通貨スワップ取引及び為替予約は、為替相場の変動によるリスクを有してお

ります。 

また複合金融商品に組み込まれたクレジットデリバティブは、クレジットリスクを有しておりま

すが、信用度の高い企業のクレジットデフォルトスワップが組み込まれた金融商品のみを契約して

いるため、クレジットリスクはほとんどないと判断しております。 

また、契約先の金融機関においても、信用度の高い金融機関を取引相手としており、契約先の契

約不履行にかかるリスクはほとんどないと判断しております。 

（３）取引にかかるリスクの管理体制 

当社のデリバティブ取引は、「資金運用規程」及び「資金運用取扱規則」に基づいて資金の運用

担当部門にて実行、管理されており、取引の状況及び結果については定期的に取締役会に報告して

おります。 



２．取引の時価等に関する事項 

（前連結会計年度末）（平成17年３月31日現在） 

 
(注) １ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。 

２ 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

３ クレジットデフォルトスワップについては、複合金融商品の組込デリバティブを区分処理したものでありま

す。 

４ クレジットデフォルトスワップの契約額等は複合金融商品の債券額面であり、時価はクレジットデフォルト

スワップの時価であります。この契約額等の金額自体が、デリバティブ取引に係る市場リスク量を示すもの

ではありません。 

  

（当連結会計年度末）（平成18年３月31日現在） 

 
(注) １ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。 

２ 時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

３ クレジットデフォルトスワップについては、複合金融商品の組込デリバティブを区分処理したものでありま

す。 

４ クレジットデフォルトスワップの契約額等は複合金融商品の債券額面であり、時価はクレジットデフォルト

スワップの時価であります。この契約額等の金額自体が、デリバティブ取引に係る市場リスク量を示すもの

ではありません。 
  

区分
対象物の 

種類
取引の種類

契約額等（百万円）
時価

（百万円）
評価損益
（百万円）うち１年超

（百万円）

市場取引 

以外の 

取引

通 貨 為替予約取引 
買建・米ドル

208 － 212 4

通貨スワップ 
買建・米ドル

349 － 318 △30

債 券 クレジットデフォルトスワップ 15,000 4,000 13 20

区分
対象物の 
種類

取引の種類
契約額等（百万円）

時価 
（百万円）

評価損益
（百万円）うち１年超

（百万円）

市場取引 

以外の 

取引

通 貨 為替予約取引 
買建・米ドル

844 － 880 35

債 券 クレジットデフォルトスワップ 2,000 2,000 13 △4



（退職給付関係） 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として退

職一時金制度を採用しております。なお、一部の連結

子会社はこの他に複数事業主制度による厚生年金基金

に加入しております。

１ 採用している退職給付制度の概要

        同左

 

２ 退職給付債務に関する事項

退職給付債務 613百万円

未認識数理計算上の差異 40

退職給付引当金 653百万円

（注）連結子会社は、退職給付債務の算定にあた
り、簡便法を採用しています。

 

２ 退職給付債務に関する事項

退職給付債務 745百万円

未認識数理計算上の差異 △10

退職給付引当金 735百万円

（注）連結子会社は、退職給付債務の算定にあた
り、簡便法を採用しています。

 

３ 退職給付費用に関する事項

勤務費用 101百万円

利息費用 7

数理計算上の差異の費用処理額 △1

退職給付費用 108百万円

（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付

費用は、勤務費用に計上しています。

 

３ 退職給付費用に関する事項

勤務費用 116百万円

利息費用 8

数理計算上の差異の費用処理額 △2

退職給付費用 121百万円

（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付

費用は、勤務費用に計上しています。

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

     

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

割引率 1.5％

数理計算上の差異の処理年数 15年 (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。)

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

   

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

割引率 1.5％

数理計算上の差異の処理年数 12年及び15年 (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。)

 

５ 複数事業主制度による厚生年金基金

にかかる年金資産の一部の連結子会社

分（掛金拠出割合による）

83百万円

 

５ 複数事業主制度による厚生年金基金

にかかる年金資産の一部の連結子会社

分（掛金拠出割合による）

112百万円



(税効果会計関係) 

  

 
  

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産 （百万円）

未払費用否認 428

賞与引当金否認 114

退職給付費用 
損金算入限度超過額 269

減価償却超過額 192

投資有価証券評価損否認 227

その他有価証券評価 
差額金 493

税務上の繰越欠損金 23,068

その他 103

繰延税金資産小計 24,898

評価性引当額 △24,854

繰延税金資産の純額 44

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

未払費用否認 248百万円

賞与引当金否認 134 

退職給付費用
損金算入限度超過額 298

減価償却超過額 145

前受収益否認 164

減損損失 132

投資有価証券評価損否認 128

その他有価証券評価
差額金 801

税務上の繰越欠損金 14,387

その他 357

繰延税金資産小計 16,797百万円

評価性引当額 △16,688百万円

繰延税金資産合計 109百万円

繰延税金負債

その他有価証券評価
  差額金

△5,176百万円

繰延税金負債合計 △5,176百万円

繰延税金負債の純額 △5,067百万円

 

２ 法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率と

の差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない 
項目

3.4％

評価性引当額の変動額 
（繰越欠損金の期限切れの金額を含む） △44.1％

その他 0.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.3％

 

２ 法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率と

の差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない 
項目

32.7％

連結調整勘定償却 55.5％

持分法による投資損失 46.8％

住民税均等割 9.1％

評価性引当額の変動額
（繰越欠損金の期限切れの金額を含む） △45.8％

その他 △2.9％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 136.1％



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

（前連結会計年度）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

当社及び連結子会社の事業は、通信衛星を利用する有料デジタル多チャンネル放送に係るプラットフ

ォームサービス及びその附帯業務の単一事業です。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。 

（当連結会計年度）（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、通信衛星を利用する有料デジタル多チャンネル放送に係るプラットフ

ォームサービス及びその附帯業務の単一事業です。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。 

【所在地別セグメント情報】 

（前連結会計年度）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

全セグメントの営業収益の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が、いず

れも90％を越えているため、所在地別セグメント情報の記載は省略しております。 

（当連結会計年度）（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及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が、いず

れも90％を越えているため、所在地別セグメント情報の記載は省略しております。 

【海外営業収益】 

（前連結会計年度）（自 平成16年４月１日 至 平成17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います。 

（当連結会計年度）（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います。 

  



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

１ 役員及び個人主要株主等 

 
(注) １ 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 役員が第三者の代表者として行った取引であります。 

３ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

一般取引先と同様であります。 

  

２ 子会社等 

 
(注) １ 取引金額には消費税等が含まれておりません。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

  (1)業務手数料等収入については、他の委託放送事業者と同様の条件等によっております。 

  (2)業務委託手数料等については、各委託業務の内容毎に業務委託契約等に基づき決定しております。 

  (3)株式会社ペイ・パー・ビュー・ジャパンは当連結会計年度に株式の追加取得により連結子会社となった

ため、連結上相殺消去にならなかった取引を記載しております。 

  

当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

１ 役員及び個人主要株主等 

 
(注) １ 取引金額には消費税等が含まれておりません。 

２ 役員が第三者の代表者として行った取引であります。 

３ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

一般取引先と同様であります。 

  

  

 
  

  

  

  

  

属性
会社等 
の名称

住所
資本金 
(百万円)

事業の内容 
または職業

議決権等
の所有 
(被所有)割
合 
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 神村 謙二 － －

当社取締役 
（株）ビーエス朝
日 代表取締役社

長

なし － － 広告宣伝費 23 未払金 1

属性
会社等 
の名称

住所
資本金
(百万円)

事業の内容 
または職業

議決権等
の所有 

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社 （株）ペイ・ 
パー・ビュー・ 
ジャパン

東京都 
目黒区

2,500 通信衛星を
利用したペ
イ・パ ー・
ビュー方式
のデジタル
多チャンネ
ル放送

(所有)
直接65

兼任
１名

当社が受託した送信業
務、顧客管理業務及びデ
ジタル放送普及促進業務
等に関し、当該業務手数
料を受領し、また自社コ
ンテンツの放送を委託す
る取引関係

業 務 手 数
料等収入

11,772

業 務 委 託
手数料等

910

属性
会社等 
の名称

住所
資本金 
(百万円)

事業の内容 
または職業

議決権等
の所有 
(被所有)割
合 
(％)

関係内容 取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員の
兼任等

事業上
の関係

役員 神村 謙二 － －

 当社取締役 
（株）ビーエス 
 朝日 
 代表取締役社長 
 

なし － － 広告宣伝費 12 － －



（１株当たり情報） 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(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 41,332円86銭

１株当たり当期純利益 1,630円78銭

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益

1,629円52銭

１株当たり純資産額 43,661円41銭

１株当たり当期純利益 162円56銭

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益

162円54銭

 

１株当たり当期純利益額及び潜在株式調整後１株当

たり当期純利益額の算定上の基礎は以下のとおりで

す。

当期純利益 3,709百万円

普通株主に帰属しない金額 14百万円

（うち利益処分による役員賞与金） 14百万円

普通株式に係る当期純利益 3,694百万円

普通株式の期中平均株式数 2,265千株

当期純利益調整額 －百万円

普通株式増加数 1千株

（うち新株引受権付社債の新株引受権1,526株、旧

商法第280条ノ19の規定に基づく新株予約権69株、

商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定に基づ

く新株予約権162株）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権（商法280条ノ20及び商法280条ノ21の規定に

基づく新株予約権の目的となる株式の数4,067株）。

 

１株当たり当期純利益額及び潜在株式調整後１株当

たり当期純利益額の算定上の基礎は以下のとおりで

す。

当期純利益 357百万円

普通株主に帰属しない金額 7百万円

（うち利益処分による役員賞与金） 7百万円

普通株式に係る当期純利益 350百万円

普通株式の期中平均株式数 2,153千株

当期純利益調整額 －百万円

普通株式増加数 0千株

（うち新株引受権付社債の新株引受権242株）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権（旧商法280条ノ19の規定に基づく新株引受

権1,413株、平成13年改正旧商法280条ノ20及び平成13年

改正旧商法280条ノ21の規定に基づく新株予約権の数

8,310個）。



（重要な後発事象） 

 

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 自己株式の取得

平成17年5月9日開催の取締役会において、当社

は、資本効率の向上、及び経営環境の変化に対応し

た中期ビジョン（平成17年1月26日発表）を積極的に

推進するための機動的な資本政策の実行の一環とし

て、自己株式を取得することを決議し、実施いたし

ました。

自己株式取得の内容は、以下のとおりです。

（1）取得株式の種類

  普通株式

（2）取得株式の総数

 12,068株

（3）株式の取得価額の総額

 1,009百万円

（4）自己株式の取得時期

 平成17年5月11日から平成17年5月24日まで

（5）取得の方法

 東京証券取引所における市場買付

２ 株式会社インデックスとの資本提携

平成17年５月25日開催の取締役会において、当社

は、モバイルを含めたマルチプラットフォーム戦略

を一層加速させるとともに、株式会社インデックス

及びグループ企業の有するノウハウや会員及びネッ

トワークを背景にコンテンツ調達力を一層強化し、

「放送と通信の融合」の時代における有料放送事業

のコングロマリット化を推進すべく、株式会社イン

デックスとの間で資本提携を行うことを決議し、株

式を取得いたしました。

（1）株式取得の内容

①取得株式の種類

  普通株式

②取得株式の総数

 44,052株（発行済株式総数の4.69％）

③株式の取得価額の総額

 9,999百万円

④株式取得の時期

 平成17年6月15日払込、株式取得

⑤支払資金の調達方法

 全額自己資金

（2）株式会社インデックスの概要

①設立

  平成７年９月

②代表取締役社長

 小川善美

③資本金

 10,732百万円（平成17年４月末現在）

④従業員数

 153名（単体）

⑤主な事業内容

携帯電話向けのコンテンツの企画・製作・配

信、映像技術・映像ソフトの開発・販売

１ 重要な設備投資

当社は平成18年５月31日開催の取締役会におい

て、東京都江東区に新放送センターを建設すること

を決議いたしました。これは、現在三ヶ所において

別々に稼動している設備やシステムを一ヶ所に統合

し重複するコストを削減するといった合理化と、堅

牢な新放送センターを建設することで大規模災害に

おける事業リスク対策の強化を図るためのもので

す。今後の予定としては、平成18年12月末日に建築

確認を行い、平成20年3月に竣工の予定です。当該建

物設備の投資額は、附帯設備を含め約75億円を予定

していますが、拠点の集中化により減価償却費を含

めた年間運用コストは従来と大きく変わらない見込

みです。

 



⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

  

 
(注) １ 各利払い期間の初日の２銀行営業日前における円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月）に1.80％を加算した年利率を当該利

払期間に適用する。利払期間の初日が銀行休業日に当たる時は、その前銀行営業日を基準とする。円ＴＩＢＯ

Ｒ（６ヶ月）とは、東京時間正午に、テレレートスクリーン上の17097ページに全国銀行協会の発表するリフ

ァレンス・バンク平均レートによって表示される円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月）とする。ただし、上記の円ＴＩＢＯ

Ｒの表示がなされない場合、野村信託銀行株式会社が任意に選択する日本国の主たる都市銀行が、各利払期間

の初日２銀行営業日前の東京時間午前11時に呈示する東京銀行間取引金利（６ヶ月）に1.80％を加算した年利

率を以って、当該利払期間の利率とする。 

２ 新株引受権付社債に関する記載は次のとおりであります。 

  

 
なお、新株引受権は、本社債と分離して譲渡することができます。 

また、新株引受権行使により発行した株式の発行価額の総額は176百万円であります。 

  

  
  

  

  

会社名 銘柄
発行年月日
(平成年月日)

前期末
残高 
(百万円)

当期末
残高 
(百万円)

利率
(％)

担保
償還期限 
(平成年月日)

提出会社
第１回無担保社債 

(新株引受権付) (注)２
12．7．31 5 ― (注)1 なし 17．7．31

合計 ― 5 ― ― ― ―

銘柄 新株引受権行使期間
発行価格
（百万円）

発行価額の総額
（百万円）

発行株式
付与割合 
（％）

第１回 平成13.7.31～17.7.31 5 245 普通株式 100



【借入金等明細表】 

 
(注) １ 「平均利率」については、当連結会計年度末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２ １年以内返済予定長期借入金、長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）は、足立区及び日本政策投

資銀行からの借入金で、無利息であります。 

３ 長期借入金及びその他の有利子負債（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年内における１

年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。 

 
  

区分
前期末残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 70 550 1.2 －

１年以内返済予定長期借入金 150 150 － －

長期借入金（１年以内に返済予定の
ものを除く。）

1,129 979 －
平成19年５月～
平成27年11月

その他の有利子負債（未払金及び長
期未払金)

1,352 785 2.5
平成18年８月～
平成22年１月

合計 2,701 2,464 － －

１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内 
（百万円）

長期借入金 150 150 150 150

その他の有利子負債 208 42 14 －



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

 
  

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度 
（平成18年３月31日）

区分
注記 
番号

金額（百万円）
構成比
(％)

金額（百万円）
構成比
(％)

（資産の部）

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 15,441 25,345

 ２ 売掛金 ※１ 6,702 6,810

 ３ 有価証券 31,017 2,012

 ４ 番組勘定 3,623 2,478

 ５ 貯蔵品 247 411

 ６ 前払費用 1,706 2,034

 ７ 未収入金 126 99

 ８ 未収消費税等 58 165

 ９ その他 943 1,480

   貸倒引当金 △238 △234

   流動資産合計 59,628 52.5 40,604 32.8

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 2,688 2,858

    減価償却累計額 995 1,693 1,134 1,724

  (2) 機械及び装置 8,888 13,260

    減価償却累計額 4,309 4,578 3,489 9,771

  (3) 車両運搬具 3 3

    減価償却累計額 0 2 1 2

  (4) 工具、器具及び備品 1,012 1,041

    減価償却累計額 527 485 594 447

  (5) 建設仮勘定 5,999 132

   有形固定資産合計 12,759 11.2 12,077 9.8

 ２ 無形固定資産

  (1) 商標権 9 7

  (2) ソフトウェア 1,355 1,287

  (3) 電話加入権 2 2

   無形固定資産合計 1,368 1.2 1,297 1.0



 
  

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度 
（平成18年３月31日）

区分
注記 
番号

金額（百万円）
構成比
(％)

金額（百万円）
構成比
(％)

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 28,014 48,439

  (2) 子会社株式 8,329 －

  (3) 関係会社株式 15 18,367

  (4) 関係会社長期貸付金 700 1,800

  (5) 長期前払費用 1,147 709

  (6) 差入保証金 572 622

  (7) その他 1,039 77

    貸倒引当金 － △100

   投資その他の資産合計 39,817 35.1 69,915 56.4

   固定資産合計 53,944 47.5 83,290 67.2

   資産合計 113,573 100.0 123,894 100.0



 
  

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度 
（平成18年３月31日）

区分
注記 
番号

金額（百万円）
構成比
(％)

金額（百万円）
構成比
(％)

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

 １ 未払金 ※１ 7,409 6,532

 ２ 一年内償還社債 5 －

 ３ 未払費用 1,041 613

 ４ 未払法人税等 240 113

 ５ 視聴料預り金 ※１ 9,843 8,873

 ６ 賞与引当金 174 215

 ７ 固定資産購入未払金 701 432

 ８ 新株引受権 1 －

 ９ その他 1,182 1,182

   流動負債合計 20,599 18.1 17,962 14.4

Ⅱ 固定負債

 １ 長期未払金 180 95

 ２ 預り保証金 740 799

 ３ 繰延税金負債 － 5,176

 ４ 退職給付引当金 594 658

 ５ 役員退職慰労引当金 17 17

 ６ その他 48 74

   固定負債合計 1,580 1.4 6,822 5.5

   負債合計 22,180 19.5 24,785 20.0

（資本の部）

Ⅰ 資本金 ※２ 50,037 44.1 50,083 40.4

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 ※４ 16,738 16,786

 ２ その他資本剰余金

   資本金減少差益 27,208 27,208 27,208 27,208

   資本剰余金合計 43,947 38.7 43,995 35.5

Ⅲ 利益剰余金

 １ 当期未処分利益 7,893 9,737

   利益剰余金合計 7,893 7.0 9,737 7.9

Ⅳ その他有価証券評価差額金 △1,213 △1.1 5,574 4.4

Ⅴ 自己株式 ※３ △9,272 △8.2 △10,282 △8.2

   資本合計 91,393 80.5 99,109 80.0

   負債資本合計 113,573 100.0 123,894 100.0



② 【損益計算書】 

前事業年度
(自 平成16年４月１日
 至 平成17年３月31日)

当事業年度
(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（百万円）
百分比
(％)

金額（百万円）
百分比
(％)

Ⅰ 営業収益

 １ プラットフォーム事業収 
   益

71,881 100.0 74,377 100.0

Ⅱ 営業費用

 １ プラットフォーム事業費 ※１ 47,831 49,343

 ２ 販売費及び一般管理費
※２
※３

20,298 68,130 94.8 22,417 71,761 96.5

   営業利益 3,751 5.2 2,616 3.5

Ⅲ 営業外収益

 １ 受取利息 65 42

 ２ 有価証券利息 912 697

 ３ 有価証券売却益 137 3

 ４ その他 64 1,179 1.6 137 881 1.2

Ⅳ 営業外費用

 １ 支払利息 9 6

 ２ 有価証券売却損 182 －

 ３ 為替差損 － 124

 ４ オプション評価損 5 －

 ５ 自己株式取得付随費用 45 2

  ６ 関係会社貸倒引当金 
   繰入額

－ 100

 ７ その他 10 253 0.3 3 236 0.3

   経常利益 4,677 6.5 3,261 4.4

Ⅴ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 217 1,023

 ２ 固定資産売却益 － 217 0.3 0 1,023 1.4

Ⅵ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※４ 47 414

 ２ 固定資産売却損 ※５ 0 －

 ３ 投資有価証券評価損 307 43

 ４ 投資有価証券売却損 － 1

 ５ 減損損失 ※６ － 326

 ６ システム利用契約解約損 － 356 0.5 10 797 1.1

   税引前当期純利益 4,538 6.3 3,487 4.7

   法人税、住民税 
   及び事業税

6 0.0 6 0.0

   当期純利益 4,532 6.3 3,480 4.7

   前期繰越利益 3,361 6,257

   当期未処分利益 7,893 9,737



プラットフォーム事業費明細書 

  

 
  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(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（百万円）
百分比
(％)

金額（百万円）
百分比
(％)

Ⅰ 人件費 785 1.7 706 1.4

Ⅱ 外注費

 １ 業務委託料 ※１ 18,234 38.1 20,165 40.9

Ⅲ その他

 １ 通信運搬費 4,948 4,941

 ２ 番組購入費 13,030 13,428

 ３ ICカード購入費 337 511

 ４ 賃借料 642 659

 ５ リース料 2,929 1,922

 ６ 減価償却費 2,215 2,523

 ７ 諸経費 4,708 28,811 60.2 4,484 28,471 57.7

 プラットフォーム事業費合計 47,831 100.0 49,343 100.0



③ 【利益処分計算書】 

  

 
（注）日付は株主総会承認年月日であります。 

  

前事業年度
（平成17年６月24日）

当事業年度 
（平成18年６月27日）

区分
注記 
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

（当期未処分利益の処分）

Ⅰ 当期未処分利益 7,893 9,737

Ⅱ 利益処分額

   配当金 1,622 1,614

   取締役賞与金 14 7

Ⅲ 次期繰越利益 6,257 8,115

（その他資本剰余金の処分）

Ⅰ その他資本剰余金 27,208 27,208

Ⅱ その他資本剰余金処分額 － －

Ⅲ その他資本剰余金次期 
  繰越額

27,208 27,208



重要な会計方針 

  

 
  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっております。

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっております。

(2) 満期保有目的の債券

  償却原価法によっております。

(2) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっております。

(3) その他有価証券

時価のあるもの

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）によっております。

(3) その他有価証券

時価のあるもの

同 左

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

時価のないもの

同 左

２ デリバティブの評価基準及び評価方法

  時価法によっております。

２ デリバティブの評価基準及び評価方法

同 左

３ たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 番組勘定

個別法による原価法によっております。

３ たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 番組勘定

同 左

(2) 貯蔵品

先入先出法による原価法によっております。

(2) 貯蔵品

同 左

４ 固定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、建物３年から18年、機械

及び装置２年から６年、車両運搬具５年、工具、器

具及び備品３年から20年であります。

４ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

同 左

(2) 無形固定資産

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内

における利用可能期間（２年から５年）に基づく定

額法により償却しております。

(2) 無形固定資産

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内

における利用可能期間（２年から５年）に基づいて

おります。

５ 繰延資産の処理方法

(1) 新株発行費

支出時に全額費用として処理しております。

５ 繰延資産の処理方法

――――――――

(2) 社債発行差金

社債発行日から償還日までの期間に対応して償却

しております。



 
  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

６ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

金銭債権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。

なお、放送事業者が加入者に債権を有している基

本料、加入料及び視聴料等に対して、当社が料金収

納サービスを行うことに伴って発生した売掛金につ

いては、加入者からの過去の一定期間の回収実績を

勘案して計上しております。

６ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

同 左

(2) 賞与引当金

従業員に対し支給する賞与に備えるため、支給見

込額のうち会社で定めた支給対象期間中の当期負担

分を計上しております。

(2) 賞与引当金

同 左

(3) 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、当事業年度

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（15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。

(3) 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、当事業年度

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（12年及び15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。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基

づく期末要支給額を計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

同 左

７ 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。

７ リース取引の処理方法

同 左



  

 
  

  （会計方針の変更） 

  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

８ ヘッジ会計の方法

（1）ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の適用要件を満たすものについては、

繰延ヘッジ処理によっております。

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象

a ヘッジ手段

通貨スワップ、通貨オプション及び為替予約によ

っております。

b ヘッジ対象

外貨建予定取引であります。

（3）ヘッジ方針

内部規程である「資金運用規程」及び「資金運用

取扱規則」に基づき、為替変動リスクを回避する目

的で、実需の範囲内で利用しております。

（4）ヘッジ有効性評価の方法

基本的に、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要

な条件がほぼ同一である場合は、有効性の評価を省

略しております。それ以外のヘッジ取引につきまし

ては、ヘッジ手段の相場変動の累計とヘッジ対象の

相場変動の累計とを比較し、両者の変動額等を基礎

に判断することとしております。

８ ヘッジ会計の方法

（1）ヘッジ会計の方法

同 左

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象

a ヘッジ手段

為替予約によっております。

b ヘッジ対象

同 左

（3）ヘッジ方針

同 左

（4）ヘッジ有効性評価の方法

同 左

９ その他財務諸表作成のための重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

９ その他財務諸表作成のための重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

同 左

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

―――――――― 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101百万円増加、税引
前当期純利益が224百万円減少しておりま
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。



（表示方法の変更） 

  

 
  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

―――――――― （貸借対照表関係） 

 前事業年度まで、独立科目で掲記していた「子会社株

式」は、当事業年度より「関係会社株式」に含めて表示

することに変更しました。 

 なお、当事業年度の「関係会社株式」に含まれる「子

会社株式」の金額は14,618百万円であります。 

 

（損益計算書関係） 

 前事業年度において営業外費用の「その他」に含めて

いました「為替差損」は、営業外費用総額の100分の10

を超えたため、当事業年度において区分掲記することに

変更しました。 

 なお、前事業年度における営業外費用の「その他」に

含まれる「為替差損」の金額は10百万円であります。



注記事項 

（貸借対照表関係） 

  

 

 
  

前事業年度 
(平成17年３月31日)

当事業年度
(平成18年３月31日)

※１ このうち、関係会社に対する資産・負債は次のと

おりであります。

売掛金 1,198百万円

未払金 1,470百万円

視聴料預り金 1,087百万円

※１ 区分掲記されたもの以外で、関係会社に対する資

産・負債は次のとおりであります。

売掛金 1,541百万円

未払金 2,827百万円

視聴料預り金 1,502百万円

※２ 株式の状況

授権株数    普通株式 3,200,000株

発行済株式総数 普通株式 2,268,509株

※２ 株式の状況

授権株数    普通株式 9,000,000株

発行済株式総数 普通株式 2,270,365株

※３ 自己株式

当社が保有する自己株式数は、普通株式105,372

株であります。

※３ 自己株式

当社が保有する自己株式数は、普通株式

117,441株であります。

 

※４ 準備金による欠損てん補

平成15年６月27日開催の定時株主総会において下

記の欠損てん補を行っております。

資本準備金 61,506百万円

※４ 準備金による欠損てん補

同 左

 

 

５ 偶発債務

(1) 保証債務

次の子会社のリース会社に対するリース債務につ

いて債務保証を行っております。

保証先 金額

株式会社オプティキャスト   1,144百万円

次の子会社の借入金残高に対して債務保証を行っ

ております。

保証先 金額

株式会社ケーブルテレビ足立   571百万円

(2) 融資証明

子会社である株式会社オプティキャストの運転資

金が不足した場合は、下記条件の範囲内で、全額融

資を実行することを株式会社オプティキャストに対

して証明しております。

融資上限額： 2,000百万円

有効期限： 平成15年11月28日から 

平成21年３月31日まで

 

 

 

 

５ 偶発債務

(1) 保証債務

次の子会社のリース会社に対するリース債務につ

いて債務保証を行っております。

保証先 金額

株式会社オプティキャスト 923百万円

株式会社スカパー・マーケティング 2,385

計 3,308百万円

次の子会社の借入金残高に対して債務保証を行っ

ております。

保証先 金額

株式会社ケーブルテレビ足立    504 百万円

(2) 融資証明

同 左

６       ―――――――― ６ 配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は5,622百

万円であります。



（損益計算書関係） 

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※１ このうち、関係会社に対する金額は次のとおりで

あります。

業務委託料 13,780百万円

※１ このうち、関係会社に対する金額は次のとおりで

あります。

業務委託料 16,246百万円

 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

役員報酬 187百万円

給与・諸手当 751

賞与 211

退職給付費用 58

代理店手数料 7,505

広告宣伝費 5,515

販売促進費 2,414

貸倒引当金繰入額 168

減価償却費 268

業務委託料 743

通信・運搬費 352

 

販売費に属する費用のおおよその割合 76％

一般管理費に属する費用のおおよその割合 24％

 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

役員報酬 200百万円

給与・諸手当 832

賞与 218

退職給付費用 39

代理店手数料 6,541

広告宣伝費 5,038

販売促進費 4,208

貸倒引当金繰入額 201

減価償却費 248

業務委託料 1,510

通信・運搬費 416

 

販売費に属する費用のおおよその割合 70％

一般管理費に属する費用のおおよその割合 30％

   一般管理費に含まれる研究開発費の総額は83百万

円であります。

※３       ―――――――― ※３ 研究開発費の総額 

 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は642百

万円であります。

※４ 固定資産除却損の内容

建物 11百万円

機械及び装置 7

車両運搬具 0

工具、器具及び備品 25

ソフトウェア 3

計 47百万円

※４ 固定資産除却損の内容

建物 46百万円

機械及び装置 320

工具、器具及び備品 12

ソフトウェア 35

計 414百万円

※５ 固定資産売却損の内容

車両運搬具 0百万円

計 0百万円

※５       ――――――――



前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

※６       ―――――――― ※６ 減損損失
 当事業年度において、当社は以下の資産グループにつ
いて減損損失を計上いたしました。

場所 青海放送センター（東京都江東区）

用途 データ放送用設備

種類 機械装置、ソフトウェア等

当社は、資産のグルーピングを管理用の事業別に区分
し、新規事業に関しましては一部細分化する方法で行っ
ております。

新規事業の一部として認識しておりましたデータ放送
事業につきましては採算性が見込めないこと等からサー
ビスの終了を決定し、当資産グループの帳簿価額を回収
可能価額までに減額し、当該減少額を減損損失（326百
万円）として特別損失に計上いたしました。その内訳は
機械装置178百万円、ソフトウェア147百万円、その他1
百万円です。

なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額
により測定しておりますが、汎用性のない特殊な資産で
あることから有償での売却可能性は無いものと評価して
おります。



（リース取引関係） 

  

 
  

（有価証券関係） 

（前事業年度）（平成17年３月31日現在） 

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。 

  

（当事業年度）（平成18年３月31日現在） 

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。 

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(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・リース取引に係る注記（借

手側）

(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

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・リース取引に係る注記（借

手側）

(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

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額

(百万円)

機械及び装置 10,485 4,889 5,596

ソフトウェア 1,622 795 826

合計 12,108 5,684 6,423

  

取得価額
相当額

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額

(百万円)

機械及び装置 8,555 4,524 4,030

工具器具及び備品 1,028 173 855

ソフトウェア 1,622 1,068 553

合計 11,206 5,767 5,439

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

 １年内 1,841百万円

 １年超 4,812百万円

 合計 6,653百万円

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,992百万円

１年超 3,658百万円

合計 5,651百万円

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 2,903百万円

減価償却費相当額 2,549百万円

支払利息相当額 282百万円

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 2,060百万円

減価償却費相当額 1,829百万円

支払利息相当額 213百万円

(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。

(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の差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

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ないため、項

目等の記載は省略しております。

２ オペレーティング・リース取引（貸手側）

 １年内 97百万円

 １年超 388百万円

 合計 486百万円

２ オペレーティング・リース取引（貸手側）

――――――――



（税効果会計関係） 

 
  

前事業年度 
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

（百万円）

繰延税金資産

未払費用否認 425

子会社株式評価損否認 284

賞与引当金否認 71

退職給付費用損金算入限度 
超過額 177

減価償却超過額 189

投資有価証券評価損否認 227

その他有価証券評価差額金 492

税務上の繰越欠損金 22,041

その他 60

繰延税金資産小計 23,971

評価性引当額 △23,971

繰延税金資産の純額 －

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

未払費用否認 243百万円

子会社株式評価損否認 284

賞与引当金否認 87

退職給付費用損金算入限度 
超過額 268

減価償却超過額 129

減損損失 132

投資有価証券評価損否認 128

その他有価証券評価差額金 801

税務上の繰越欠損金 12,238

その他 240

繰延税金資産小計 14,554百万円

評価性引当額 △14,554百万円

繰延税金資産合計 －百万円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △5,176百万円

繰延税金負債合計 △5,176百万円

繰延税金負債の純額 △5,176百万円

 

 

２ 法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率と

の差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されな
い項目

2.5％

評価性引当額の変動額 
（繰越欠損金の期限切れの金額を
含む）

△43.1％

その他 0.0％

税効果会計適用後の法人税等の負
担率

0.1％

 
 

２ 法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率と

の差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されな
い項目

1.5％

評価性引当額の変動額
（繰越欠損金の期限切れの金額を
含む）

△40.7％

その他 △1.3％

税効果会計適用後の法人税等の負
担率

0.2％

 



（１株当たり情報） 

  

 

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(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 42,250円23銭 １株当たり純資産額 46,034円66銭

１株当たり当期純利益 1,994円04銭 １株当たり当期純利益 1,612円55銭

 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 1,992円50銭

１株当たり当期純利益額及び潜在株式調整後１株当

たり当期純利益額の算定上の基礎は以下のとおりで

す。

当期純利益 4,532百万円

普通株主に帰属しない金額 14百万円

（うち利益処分による役員賞与金） 14百万円

普通株式に係る当期純利益 4,517百万円

普通株式の期中平均株式数 2,265千株

当期純利益調整額 －百万円

普通株式増加数 1千株

（うち新株引受権付社債の新株引受権1,526株、旧商

法第280条ノ19の規定に基づく新株予約権69株、商法

第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定に基づく新

株予約権162株）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権（商法280条ノ20及び商法280条ノ21の規定に

基づく新株予約権の目的となる株式の数4,067株）。

 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 1,612円36銭

１株当たり当期純利益額及び潜在株式調整後１株当

たり当期純利益額の算定上の基礎は以下のとおりで

す。

当期純利益 3,480百万円

普通株主に帰属しない金額 7百万円

（うち利益処分による役員賞与金） 7百万円

普通株式に係る当期純利益 3,473百万円

普通株式の期中平均株式数 2,153千株

当期純利益調整額 －百万円

普通株式増加数 0千株

（うち新株引受権付社債の新株引受権242株）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権（旧商法280条ノ19の規定に基づく新株引受

権1,413株、平成13年改正旧商法280条ノ20及び平成13年

改正旧商法280条ノ21の規定に基づく新株予約権の数

8,310個）。

 



（重要な後発事象） 

  

 
  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 自己株式の取得

平成17年５月９日開催の取締役会において、資本

効率の向上、及び経営環境の変化に対応した中期ビ

ジョン（平成17年１月26日発表）を積極的に推進す

るための機動的な資本政策の実行の一環として、自

己株式を取得することを決議し、実施いたしまし

た。

自己株式取得の内容は、以下のとおりです。

（1）取得株式の種類

  普通株式

（2）取得株式の総数

 12,068株

（3）株式の取得価額の総額

 1,009百万円

（4）自己株式の取得時期

 平成17年5月11日から平成17年5月24日まで

（5）取得の方法

 東京証券取引所における市場買付

２ 株式会社インデックスとの資本提携

平成17年５月25日開催の取締役会において、モバ

イルを含めたマルチプラットフォーム戦略を一層加

速させるとともに、株式会社インデックス及びグル

ープ企業の有するノウハウや会員及びネットワーク

を背景にコンテンツ調達力を一層強化し、「放送と

通信の融合」の時代における有料放送事業のコング

ロマリット化を推進すべく、株式会社インデックス

との間で資本提携を行うことを決議し、株式を取得

いたしました。

（1）株式取得の内容

①取得株式の種類

  普通株式

②取得株式の総数

 44,052株（発行済株式総数の4.69％）

③株式の取得価額の総額

 9,999百万円

④株式取得の時期

 平成17年6月15日払込、株式取得

⑤支払資金の調達方法

 全額自己資金

（2）株式会社インデックスの概要

①設立

  平成７年９月

②代表取締役社長

 小川善美

③資本金

 10,732百万円（平成17年４月末現在）

④従業員数

 153名（単体）

⑤主な事業内容

 携帯電話向けのコンテンツの企画・製作・配

信、映像技術・映像ソフトの開発・販売

１ 重要な設備投資

当社は平成18年５月31日開催の取締役会におい

て、東京都江東区に新放送センターを建設すること

を決議いたしました。これは、現在三ヶ所において

別々に稼動している設備やシステムを一ヶ所に統合

し重複するコストを削減するといった合理化と、堅

牢な新放送センターを建設することで大規模災害に

おける事業リスク対策の強化を図るためのもので

す。今後の予定としては、平成18年12月末日に建築

確認を行い、平成20年3月に竣工の予定です。当該建

物設備の投資額は、附帯設備を含め約75億円を予定

していますが、拠点の集中化により減価償却費を含

めた年間運用コストは従来と大きく変わらない見込

みです。



  

 
  

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

３ 株式会社オプティキャストへの増資払込

当社は、平成17年5月25日開催の取締役会におい

て、当社の子会社である株式会社オプティキャスト

に平成17年７月中（予定）に40億円の増資払込を行

うことを決議いたしました。これは、株式会社オプ

ティキャストの事業計画に基づき、追加資金が必要

となることから決議したものです。



④ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

 
  

銘柄
株式数
（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

投資有価証券 その他有価証券

株式会社インデックス・ホールデ
ィングス

78,854 19,555

株式会社スペースシャワーネット
ワーク

10,664 2,164

日活株式会社 10,605,000 1,590

エキサイト株式会社 800 832

株式会社ＵＣＯＭ 6,250 500

株式会社エー・ティー・エックス 2,800 420

株式会社ナノ・メディア 100 249

フリービット株式会社 333 199

株式会社ＩＭＡＧＩＣＡ 100,000 85

ぴあ株式会社 20,000 36

その他（11銘柄） 6,722 79

小計 10,831,523 25,713

計 10,831,523 25,713



【債券】 

  

銘柄
券面総額
（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

投資有価証券
満期保有目的の
債券

ドイツ農林金融公庫 

ユーロMTN債
1,098 1,174

三井住友銀行 

期限付き劣後債
1,000 1,011

BUISINESS  DEVELOPMENT  BANK  OF 

CANADA 

ユーロ円債

1,000 1,000

ロイヤルバンクオブスコットランド

PLC  

ユーロ円債

1,000 1,000

RABOBANK NEDERLAND  

ユーロ円債
1,000 1,000

LLOYDS TSB BANK PLC  

ユーロ円債
1,000 1,000

スウェーデン輸出信用銀行 

ユーロ円債
1,000 1,000

NEON CAPITAL LTD ＃133  

ユーロ円建リッパーケージ債
1,000 1,000

NEON CAPITAL LTD ＃144 
ユーロ円建リッパーケージ債

1,000 1,000

みずほ銀行 
永久劣後債

500 502

クレディ・スイス・グループ保
証 第１回クレディ・スイス・グル
ープ・ファイナンス（ガーンジー）
リミテッド  円貨社債(2004)

500 500

ファンドブリーフステラ オースト

リア州抵当銀行債券発行機関 

ユーロMTN債

500 500

小計 10,598 10,688



  

 
  

銘柄
券面総額
（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

投資有価証券 その他有価証券

SIGMA FINANCE CORP 

ユーロMTN債
3,000 2,218

UNITED GLOBAL CDO2 Ⅱ LIMITED 2,000 2,000

RABOBANK 

ユーロMTN債
2,000 1,557

デプファ・ドイチェ・ファンドブリ

ーフバンク・アーゲー変動利付債
2,000 1,802

SIGNUM LIMITED 2004-3 

ユーロMTN債
1,000 990

AIG-FP MATCHED FUNDING CORP  

ユーロMTN債
1,000 974

DEPFA BANK EUROPE PLC 

パワーデュアルリバースフローター

債

1,000 883

AIG-FP MATCHED FUNDING CORP 

ユーロMTN債
1,000 717

NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 

USDリンク・パワードリバースデュ

アル債

1,000 893

小計 14,000 12,036

計 24,598 22,725



【その他】 

  

 
  

銘柄 投資口数等
貸借対照表計上額
（百万円）

有価証券 その他有価証券

大和マネー・マネジメント・ファ
ンド

2,012百万口 2,012

小計 2,012百万口 2,012

計 2,012百万口 2,012



【有形固定資産等明細表】 

  

 
（注）１ 主な増加の内訳は次の通りです。 

      ① 機械及び装置は、124／128度送出設備の更新によるものです。 

      ② 建設仮勘定は、124／128度送出設備の更新およびハイビジョン放送設備増設によるものです。 

    ２ 主な減少の内訳は次の通りです。 

      ① 機械及び装置は、124／128度送出設備更新による当該旧設備の除却によるものです。 

    ３ 「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額です。 

  

  

  

  

  

資産の種類
前期末残高 
（百万円）

当期増加額 
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価
償却累計額
又は償却 
累計額 
（百万円）

当期償却額 
（百万円）

差引当期末
残高 

（百万円）

有形固定資産

 建物 2,688 273 103(0) 2,858 1,134 185 1,724

 機械及び装置 8,888 8,251 3,879(178) 13,260 3,489 1,935 9,771

 車両運搬具 3 － － 3 1 0 2

 工具、器具及び 
 備品

1,012 116 87(1) 1,041 594 128 447

 建設仮勘定 5,999 1,963 7,830 132   － － 132

有形固定資産計 18,592 10,605 11,900(179） 17,296 5,219 2,249 12,077

無形固定資産

 商標権 15 － － 15 7 1 7

 ソフトウェア 4,088 658 985（147） 3,760 2,473 520 1,287

 電話加入権 2 － － 2 － － 2

無形固定資産計 4,106 658 985（147） 3,778 2,481 522 1,297

長期前払費用 1,417 427 589 1,255 545 865 709



【資本金等明細表】 

  

 
(注) １ 当期末における自己株式数は普通株式117,441株であります。 

２ 当期増加額は、新株予約権（旧商法に基づく新株引受権を含む）の行使によるもの（普通株式1,856株、資

本金46百万円、資本準備金47百万円）であります。 

  

【引当金明細表】 

  

 
(注) 貸倒引当金の当期減少額の「その他」は洗替差額であります。 

  

  

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

資本金(注２) (百万円) 50,037 46 － 50,083

資本金のうち 
既発行株式

普通株式(注１、２) (株) (2,268,509) (1,856) (－) (2,270,365)

普通株式(注２) (百万円) 50,037 46 － 50,083

計 (株) (2,268,509) (1,856) (－) (2,270,365)

計 (百万円) 50,037 46 － 50,083

資本準備金及び 
その他資本剰余金

（資本準備金）
  株式払込剰余金
 (注２)

  合併差益

(百万円)
12,538

 
4,200

47
 
－

－ 
 
－

12,586
 

4,200

計 (百万円) 16,738 47 － 16,786

（その他資本剰余金）
資本金減少差益

(百万円) 27,208 － － 27,208

計 (百万円) 43,947 47 － 43,995

利益準備金及び 
任意積立金

－ (百万円) － － － －

計 (百万円) － － － －

区分
前期末残高 
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用） 
（百万円）

当期減少額
（その他） 
（百万円）

当期末残高 
（百万円）

貸倒引当金   (注) 238 334 205 32 334

賞与引当金 174 215 174 － 215

役員退職慰労引当金 17 － － － 17



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

① 資産の部 

ａ 現金及び預金 

  

 
  

ｂ 売掛金 

イ 相手先別内訳 

  

 

ロ 売掛金滞留状況 

  

 
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。 

  

区分 金額（百万円）

現金 0

預金

普通預金 18,705

定期預金 6,000

外貨建普通預金 6

郵便貯金 633

計 25,344

合計 25,345

相手先 金額（百万円）

株式会社ペイ・パー・ビュー・ジャパン 1,037

株式会社ジェイ・スポーツ・ブロードキャスティング 272

株式会社フジテレビジョン 217

株式会社スター・チャンネル 211

ジュピターサテライト放送株式会社 205

その他 4,867

合計 6,810

 

前期繰越高 
（百万円） 
(Ａ)

当期発生高 
（百万円） 
(Ｂ)

当期回収高
（百万円） 
(Ｃ)

次期繰越高
（百万円） 
(Ｄ)

 

回収率(％)

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間（日）
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
365

6,702 78,094 77,985 6,810 92.0 31.6



ｃ 番組勘定 
  

 
  

ｄ 貯蔵品 

  

 
  

    e 関係会社株式 

 
  

  

  

区分 金額（百万円）

スポーツコンテンツ放映権利料 2,478

合計 2,478

区分 金額（百万円）

ＩＣカード 350

販売促進物 44

その他 16

合計 411

区分 金額（百万円）

株式会社オプティキャスト 6,280

株式会社ジェイ・スポーツ・ブロードキャスティング 3,734

株式会社ケーブルテレビ足立 3,507

株式会社データネットワークセンター 3,060

株式会社ペイ・パー・ビュー・ジャパン 787

その他 997

合計 18,367



② 負債の部 

ａ 未払金 

  

 
  

ｂ 視聴料預り金 

  

 
  

(3) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

  

相手先 金額（百万円）

株式会社データネットワークセンター 1,364

株式会社電通 1,248

株式会社ジェイ・スポーツ・ブロードキャスティング 898

株式会社ペイ・パー・ビュー・ジャパン 368

ソニー株式会社 288

その他 2,363

合計 6,532

区分 金額（百万円）

株式会社ペイ・パー・ビュー・ジャパン 745

株式会社ジェイ・スポーツ・ブロードキャスティング 598

株式会社スター・チャンネル 413

株式会社フジテレビジョン 376

ジュピターサテライト放送株式会社 324

その他 6,412

合計 8,873



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

決算期 ３月31日

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

株券の種類 １株券、10株券、100株券の３種類

中間配当基準日 ９月30日

１単元の株式数 ―

株式の名義書換え

  取扱場所
東京都千代田区八重洲一丁目２番１号 みずほ信託銀行株式会社
本店証券代行部

  株主名簿代理人 東京都千代田区八重洲一丁目２番１号 みずほ信託銀行株式会社

  取次所
みずほ信託銀行株式会社 全国各支店
みずほインベスターズ証券株式会社 本店及び全国各支店

  名義書換手数料 無料

  新券交付手数料 印紙税相当額

端株の買取り

  取扱場所
東京都千代田区八重洲一丁目２番１号 みずほ信託銀行株式会社
本店証券代行部

  株主名簿管理人 東京都千代田区八重洲一丁目２番１号 みずほ信託銀行株式会社

  取次所
みずほ信託銀行株式会社 全国各支店
みずほインベスターズ証券株式会社 本店及び全国各支店

  買取手数料 (注２)

公告掲載方法 日本経済新聞

株主に対する特典 なし

外国人等の株主名簿への
記載の制限

放送法第52条の８第１項の規定に基づき、当会社は、当会社の株式を取得した次の

各号に掲げる者から、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請

求を受けた場合において、その請求に応ずることにより、これらの者の有する議決権

の総数が、当会社の議決権の５分の１以上を占めることとなるときは、その氏名及び

住所を株主名簿に記載又は記録することを拒むことができます。

(1) 日本の国籍を有しない人

(2) 外国政府又はその代表者

(3) 外国の法人または団体



(注) １ 当社は、平成13年改正旧商法220条ノ２第１項に規定する端株原簿を作成しております。 

なお、定款の定めにより、当会社は、端株主に対し、平成13年改正旧商法第220条ノ３第１項第３号の規定

による株式の転換を請求する権利を与えておりません。 

なお、端株主の利益配当金及び中間配当金に関する基準日は上記の通りであります。 

２ 端株の買取手数料は、以下の算式により算出される金額といたします。 

（算式）当社の株式取扱規則に定める１株当たりの買取単価のうち買取 

 
  

  

100万円以上の金額につき 買取単価の1.150％

100万円を超え500万円以下の金額につき 買取単価の0.900％

500万円を超え1,000万円以下の金額につき 買取単価の0.700％

1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき 買取単価の0.575％

3,000万円を超え5,000万円以下の金額につき 買取単価の0.375％

円未満の端株を生じた場合には切り捨てる。ただし、以上により算出される金額が2,500円に満たない

場合は、2,500円とする。



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社は、親会社等はありません。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第11期(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日)平成17年６月27日関東財務局長に提

出 

  

(2) 自己株券買付状況報告書 

平成17年４月12日、平成17年５月12日、平成17年６月15日、平成17年７月15日関東財務局長に提出 

  

(3) 半期報告書 

事業年度 第12期中(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日)平成17年12月26日関東財務局長に

提出 

  

(4) 臨時報告書（新株予約権） 

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２の規定に

基づくもの 平成17年７月27日関東財務局長に提出 

  

(5) 臨時報告書の訂正報告書 

証券取引法第24条の５第５項の規定に基づくもの（平成17年７月27日に提出した臨時報告書の訂正報告

書） 平成17年８月１日関東財務局長に提出 

  

(6) 有価証券報告書の訂正報告書 

事業年度 第11期(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日)平成17年７月29日関東財務局長に提

出、事業年度 第11期(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日)平成17年12月21日関東財務局長

に提出 

  



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



  
独立監査人の監査報告書 

 
  

  

平成１７年６月２４日

  

 

 
  

  
 

   

  
当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズの平成１６年４月１日から平成１７年３月３
１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算
書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責
任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて
いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人
は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ及び連結子会社の平成１７年３月３１日現在
の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての
重要な点において適正に表示しているものと認める。 
  

追記情報 

重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成17年6月15日において、株式会社インデックスの株式を取得

した。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

   
  

xq

株式会社 スカイパーフェクト・コミュニケーションズ

取    締    役    会    御中

監 査 法 人 ト ー マ ツ

指定社員

業務執行社員
公認会計士 林     克  次  印

指定社員

業務執行社員
公認会計士 廣  川  英  資  印

指定社員

業務執行社員
公認会計士 觀     恒  平  印

※ 上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報

告書提出会社）が別途保管しております。



独立監査人の監査報告書 
 
  

  

平成１８年６月２７日

  

 

 
  

  
 

   

  
当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズの平成１７年４月１日から平成１８年３月３
１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算
書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責
任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて
いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人
は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ及び連結子会社の平成１８年３月３１日現在
の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての
重要な点において適正に表示しているものと認める。 
 
追記情報 
 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に記載のとおり、会社は当連結会計年度から固定
資産の減損に係る会計基準が適用されることとなったため、この会計基準を適用し連結財務諸表を作成して
いる。 
 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成18年5月31日開催の取締役会において、新放送セ
ンターを建設することを決議している。 
  
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

   
  

ｆ

株式会社 スカイパーフェクト・コミュニケーションズ

取    締    役    会    御中

監 査 法 人 ト ー マ ツ

指定社員

業務執行社員
公認会計士 林     克  次  印

指定社員

業務執行社員
公認会計士 觀     恒  平  印

指定社員

業務執行社員
公認会計士 飯  野  健  一  印

※ 上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報

告書提出会社）が別途保管しております。



  
独立監査人の監査報告書 

 
  

  

平成１７年６月２４日

  

 

 
  

  
 

   

  
当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら
れている株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズの平成１６年４月１日から平成１７年３月３
１日までの第１１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明
細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から
財務諸表に対する意見を表明することにある。 
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい
る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって
行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監
査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズの平成１７年３月３１日現在の財政状態及び同日
をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成17年6月15日において、株式会社インデックスの株式を取得

した。 

  
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

   
  

株式会社 スカイパーフェクト・コミュニケーションズ

取    締    役    会    御中

監 査 法 人 ト ー マ ツ

指定社員

業務執行社員
公認会計士 林     克  次  印

指定社員

業務執行社員
公認会計士 廣  川  英  資  印

指定社員

業務執行社員
公認会計士 觀     恒  平  印

※ 上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報

告書提出会社）が別途保管しております。



  
独立監査人の監査報告書 

 
  

  

平成１８年６月２７日

  

 

 
  

  
 

   

  
当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズの平成１７年４月１日から平成１８年３月３
１日までの第１２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明
細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から
財務諸表に対する意見を表明することにある。 
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい
る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって
行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監
査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズの平成１８年３月３１日現在の財政状態及び同日
をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
 
追記情報 
 会計方針の変更に記載のとおり、会社は当事業年度から固定資産の減損に係る会計基準が適用されること
となったため、この会計基準を適用し財務諸表を作成している。 
 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成18年5月31日開催の取締役会において、新放送セ
ンターを建設することを決議している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

   
  

株式会社 スカイパーフェクト・コミュニケーションズ

取    締    役    会    御中

監 査 法 人 ト ー マ ツ

指定社員

業務執行社員
公認会計士 林     克  次  印

指定社員

業務執行社員
公認会計士 觀     恒  平  印

指定社員

業務執行社員
公認会計士 飯  野  健  一  印

※ 上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報

告書提出会社）が別途保管しております。
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