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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期及び第13期の「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期及び第13期の「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、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 純資産額の算定にあたり、第13期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第5号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8

号）を適用しております。  

  

第一部 【企業情報】

回次 第９期 第10期 第11期 第12期 第13期

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

営業収益 (百万円) 70,373 72,475 74,016 82,329 85,422

経常利益
（経常損失：△）

(百万円) △19,025 4,853 3,681 106 2,761

当期純利益
（当期純損失：△）

(百万円) △18,893 4,384 3,709 357 △1,311

純資産額 (百万円) 88,795 96,258 89,408 93,999 87,340

総資産額 (百万円) 117,341 126,536 121,132 133,171 121,642

1株当たり純資産額 (円) 39,687.86 42,449.21 41,332.86 43,661.41 38,753.99

1株当たり当期純利益
（1株当たり当期純損失
：△）

(円) △8,444.56 1,957.23 1,630.78 162.56 △609.22

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 (％) 75.7 76.1 73.8 70.6 68.8

自己資本利益率 (％) △19.2 4.7 4.0 0.4 △1.5

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) △7,135 8,322 4,302 3,582 8,755

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △11,796 1,296 △7,087 4,981 △7,977

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △661 △2,081 △10,916 △492 △1,899

現金及び現金同等物の 
期末残高

(百万円) 38,102 45,941 32,239 40,310 39,188

従業員数

［外、平均臨時雇用

者数］

(人)
284

［67］

295

［99］

379

［108］

468

［147］

489

［169］



(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、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 純資産額の算定にあたり、第13期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第5号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8

号）を適用しております。  

  

回次 第９期 第10期 第11期 第12期 第13期

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

営業収益 (百万円) 68,179 70,028 71,881 74,377 75,875

経常利益
（経常損失：△）

(百万円) △17,449 5,073 4,677 3,261 9,056

当期純利益
（当期純損失：△）

(百万円) △18,372 4,495 4,532 3,480 2,413

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

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

純資産額 (百万円) 89,845 97,419 91,393 99,109 92,494

総資産額 (百万円) 110,615 121,522 113,573 123,894 117,013

1株当たり純資産額 (円) 40,157.21 42,961.38 42,250.23 46,034.66 42,849.66

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
(―)

750.0
(―)

1株当たり当期純利益
（1株当たり当期純損失
：△）

(円) △8,211.69 2,006.91 1,994.04 1,612.55 1,120.84

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 1,120.83

自己資本比率 (％) 81.2 80.2 80.5 80.0 79.0

自己資本利益率 (％) △18.6 4.6 4.8 3.7 2.5

株価収益率 (倍) ― 78.23 41.82 53.70 60.76

配当性向 (％) ― 24.9 37.6 46.5 66.9

従業員数
［外、平均臨時雇用
者数］

(人)
204

［64］
214

［72］
217

［77］
206

［86］
217

［95］



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 

「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

平成11年12月 

    

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 「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

    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 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

    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

    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

平成15年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 「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

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

CATV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 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

９月 目黒メディアセンターで 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 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 

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 スカパー！及びスカパー！110サービスの放送事業者である日活株式会社の株式を

15％取得（現・持分法適用関連会社）

    ５月 「FIFA ワールドカップTM ドイツ大会」全64試合の無料録画放送を実施

    ７月 スカパー！110サービスの放送事業者である日本メディアーク株式会社の株式を

100％取得（現・連結子会社）

    ８月 Jリーグ2007-2011までの5シーズンCS独占放映権を取得

    10月 ジェイサット株式会社と持株会社設立による経営統合の基本合意書を締結

    12月 マルチメディア放送企画LLC合同会社設立に参加

平成19年２月 スカパー！110の名称を、「ｅ２ ｂｙ スカパー！」に変更。以下、e2と記載しま

す。

    ３月 スカパー！サービスの放送事業者である株式会社eTENの株式を100％取得（現・連

結子会社） 

東京証券取引所市場第一部の上場を廃止（平成19年３月27日）

（注）平成19年4月2日付で、株式移転によりジェイサット株式会社と共同で持株会

社「スカパーJSAT株式会社」を設立し、同日付で同社が東京証券取引所市場第一部

に上場しています。

平成19年3月31日現在、スカパー！：テレビ100事業者／188チャンネル、ラジオ2事

業者／101チャンネル、e2：テレビ12事業者／72チャンネル（データ放送含む）、

「スカパー！光」有料多チャンネルサービス：テレビ177チャンネル／ラジオ101チ

ャンネル



３ 【事業の内容】 

当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）は、東経128度上の通信衛星JCSAT-3A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e2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e2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51.0％）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。 

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 

上記ａ、ｂ、及びｃ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、通信サービス等の新規業務を行っています。 

  

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 

連結子会社の同社（議決権比率65.0％）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 マルチチャンネルエンターテイメント株式会社 



連結子会社の同社（議決権比率100.0％）は、e2上の委託放送事業者として9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）」及び「スカチャン！HV（800ch）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。 

c 株式会社ジェイ・スポーツ・ブロードキャスティング 

持分法適用関連会社の同社（議決権比率15.0％）は、スカパー！上の放送事業者として4チャンネ

ルを運営している日本を代表するスポーツ専門チャンネルです。また、e2においても番組供給事業者

として、放送事業者に対して番組を提供しています。 

d 日活株式会社 

持分法適用関連会社の同社（議決権比率15.0％）は、スカパー！上の放送事業者として3チャンネ

ルを運営し、またe2においても番組供給事業者として、放送事業者に対して番組を提供しています。

  

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。 

ａ 株式会社スカパー・ウェルシンク 

当社は、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100.0％）を通じて、当連結

会計年度に公開された映画「ブレイブストーリー」及びアニメ「ブルードラゴン」等への出資を行っ

ています。 

b 株式会社中国物語 

当社は、同社を平成18年10月31日における第三者割当増資引受けにより発行済株式の33.8%を取得

したことにより、持分法適用関連会社といたしました。当社は、平成20年に開催される北京オリンピ

ック等によって中国への関心が世界的に高まっていく中、同社の保有する「中国 世界遺産」のハイ

ビジョン映像のCSデジタル放送を行うことを予定しています。 

  

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 

両社がサービスを展開するスカパー！光は、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

同時再送信を行っています。平成19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

1,239物件（全108,983戸）で、既に導入が決定している物件は614物件（全67,490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77.3％）は、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4万1



千世帯（平成19年3月末）に対して放送しています。 

  



(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19年3月末現在、91,854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 平成19年3月30日に、ジェイサット株式会社よりその保有株式10%の譲渡を受け、当社100%の子会社となりま

した。 

3 平成19年3月30日に、三井物産株式会社よりその保有株式18.5%、及び松竹株式会社よりその保有株式1.2%の

譲渡を受け、当社100%の子会社となりました。 

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

51.0
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 無

マルチチャンネルエン
ターテイメント株式会
社 （注）2

東京都 
渋谷区

10
放送法による委託放送業
務

100.0

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 無

株式会社サムライティ
ービー （注）3

東京都 
渋谷区

12
放送法による委託放送業
務

100.0

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

100.0

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。 
なお、当社から借入を受けております。
役員の兼任 3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

51.0
（うち間接所有

51.0）

当社は、大阪営業所の一部を賃借し、そ
の経費の一部を支払っております。 
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

100.0

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

51.0

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

65.0

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 無

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

66.7
(うち間接所有

66.7）

取引はありません。 
役員の兼任 1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

77.3
当社は、顧客管理業務を受託しておりま
す。 
役員の兼任 無

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 51.0

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

100.0
当社は、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 無

日本メディアーク株式
会社

東京都 
渋谷区

10
放送法による委託放送業
務

100.0
当社は、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 無

株式会社eTEN
東京都 
渋谷区

115
放送法による委託放送業
務

100.0

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



 
（注）１ 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。 

２ 「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」に従い、ウィッチブ

レイド製作委員会他3社を持分法適用非連結子会社とし、地獄少女製作委員会他2社については持分法適用

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

（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

44
コンピューターソフトウ
ェアの受託開発・製造販
売事業

24.4
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）1

東京都 
江東区

3,833
放送法による委託放送業
務

15.0

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

日活株式会社（注）1
東京都 
文京区

3,534
映像営業事業、放送法に
よる委託放送事業 

15.0

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。 
役員の兼任 1名

株式会社中国物語
東京都 
渋谷区

281
映像コンテンツの管理、
販売

33.8

当社は、ビデオライブラリーの保管業務
を受託しており、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 無



５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年３月31日現在 

 
(注) 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) 提出会社の状況 

平成19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) 358［129］ 131［40］ 489［169］

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

217［95］ 37.5 4.4 7,421,619

 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当連結会計年度における日本経済は、原油価格の高騰や金利上昇の懸念材料がみられるものの、企業

収益の改善にともなう設備投資の増加や雇用の改善と、個人消費の持ち直し等景気は回復基調となりま

した。 

 放送業界では、BSデジタル放送の普及数も平成19年3月末で2,217万台（社団法人デジタル放送推進協

会発表）を超え、平成18年12月１日より地上デジタル放送が全ての都道府県庁所在地においてサービス

を開始し、いわゆる三波共用のデジタルテレビや、DVDレコーダー等のデジタル家電の普及がますます

拡 大 し て ま い り ま し た。ま た、CATV 事 業 者 は 連 携 を 進 め、大 手 通 信 事 業 者 が FTTH

（Fiber To The Home）の基盤を整備することで、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事業者が積極的に動画配信を行ったり、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、事業の中核となるスカパー！及びe2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、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。 

 当社とジェイサット株式会社との経営統合に関しましては、平成19年2月9日開催の両社の臨時株主総

会における決議に基づき、平成19年4月2日に共同株式移転による完全親会社「スカパーJSAT株式会社」

を設立いたしております。なお、当社は3月27日付けで東京証券取引所への上場が廃止となっていま

す。 

  

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610千件（前年同期比7.3％減）、解約件数

481千件（前年同期比28.3％増）、純増数129千件（前年同期比54.4％減）となり、平成19年3月末の

累計総登録件数は4,231千件に達しました。個人契約件数は、新規受付数457千件（前年同期比12.1％



減）、解約件数365千件（前年同期比23.7％増）、純増数93千件（前年同期比58.8％減）となり、

累計個人契約件数は3,628千件に達しました。また、個人解約率は10.2％となっており、前年同期比

1.6ポイント上昇しています。 

 当連結会計年度の新規受付数はスカパー！及びe2は概ね順調であったものの、スカパー！光の戸建

て住宅の加入進捗の遅れから、全体として前年同期と比して減少いたしました。解約率の上昇につき

ましては、主として「FIFA ワールドカップ™ ドイツ大会」の放送後の反動によるものです。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e2の平均視聴料単価は3,369円（前年同期比74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1,353円（前年同

期比29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、視聴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、スカパー！及びe2において、5月から6月にかけて開催された

「2006 FIFA ワールドカップ™ ドイツ大会」全64試合の無料録画放送を、8月から9月には「2006

年 FIBAバスケットボール世界選手権」の全80試合無料放送を実施し、新たな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。また、販売促進上の施策として8月からキャッシュバックキャン

ペーン(*1)を、11月からはアンテナ取付け0円キャンペーン(*2)を実施し加入者の獲得に努めてまいり

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増加したこと等により、前連結会計年度に比し1,604百万円

（3.2％）増収の52,192百万円となりました。 

(*1)スカパー！はテレビまたはDVDレコーダーと受信機を同時に購入、e2は110度CS内蔵タイプのテレビまたはDVDレコーダー

を購入し、新規加入した場合に、5,000円をキャッシュバックします。（その他の条件もあります。） 

(*2)スカパー！に新規加入いただき、1年以上ご契約をいただく等、お申し込みにあたっては条件が設定されています。 

  



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133百万円（1.5％）増収の9,206百万円となりました。増収の主な要因は、平成18年より設備更新

をしたプレイアウト業務の新規受注等によるものです。 

  

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 高峰といわれる「UEFA チャン

ピオンズリーグ™」、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）」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1,355百万円（6.0％）増収の24,022百万円になりました。増収の主な要因は、スカパ

ー！光の加入者の増加及びレンタル事業の本格稼動によるものです。 

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3,092百万円（3.8％）増収の

85,422百万円となりました。一方、営業費用は、前連結会計年度に比し405百万円（0.5％）増加の

82,996百万円となりました。これは主に、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。 

 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669百万円

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による投資損失622百万円等を

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2,654百万円（2484.4％）増加の2,761百

万円となりました。 

 特別損益におきましては、保有する投資有価証券のうち、約9,000百万円を出資している株式会社イ

ンデックス・ホールディングス(*3)の株価の低下から投資有価証券評価損4,110百万円を計上し、さらに

オフィス移転費用引当金繰入額338百万円、減損損失259百万円等を計上しました。その結果、前連結会

計年度の当期純利益357百万円から、1,311百万円の当期純損失にいたりました。 

(*3)株式会社インデックス・ホールディングスへの出資は、携帯事業を含めたマルチプラットフォーム戦略の推進のため、

平成17年5月に実施したものです。その後、平成17年12月に行った同社の子会社で当社プラットフォーム上の放送事業

者でもある日活株式会社への出資や、平成18年「FIFA ワールドカップTM ドイツ大会」に関する共同プロモーション

等、一定の成果を上げておりますが、現時点では、当初想定していた事業提携の効果が十分に実現されるまでにはい

たっておりません。 

  



(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5,172百万円増加し8,755百万円となっ

ています。主な要因としては、未払金及び未払費用の増加によるキャッシュ・フローが前連結会計年度

に比べそれぞれ3,888百万円、914百万円増加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12,958百万円減少し7,977百万円のマ

イナスとなっています。主な要因としては、前連結会計年度に20,000百万円計上した有価証券の売却・

償還による収入が、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1,406百万円減少し1,899百万円のマイ

ナスとなっております。主な要因としては、前連結会計年度に2,278百万円計上した少数株主からの払

込による収入が、当連結会計年度は無かったこと等によるものです。 

 以上の様に、投資活動及び財務活動によるキャッシュ・フローのマイナスが主因となり、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1,122百万円減少して、39,188百万円となっています。 

  



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。 

  

(当連結会計年度)(自 平成18年4月1日 至 平成19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。 

  

(当連結会計年度)(自 平成18年4月1日 至 平成19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 50,588 61.5 52,192 61.1

放送番組送出関連業務 9,073 11.0 9,206 10.8

その他プラットフォーム関連業務 22,667 27.5 24,022 28.1

合計 82,329 100.0 85,422 100.0

前連結会計年度 当連結会計年度

平均視聴料単価（円） 3,443 3,369

平均業務手数料単価（円） 1,382 1,353



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、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 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。 

  

  

前連結会計年度 当連結会計年度

SAC（円） 35,817 30,091

総登録件数（千件） 個人契約件数（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

前連結 
会計 
年度

スカパー！ 409 292 117 3,737 381 275 106 3,255 8.6

e2 199 81 118 321 91 18 73 234 9.0

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

スカパー！光 8 0 8 9 8 0 8 9 5.4

その他有線系 41 1 40 40 40 1 39 39 -

有線事業合計 49 2 48 49 49 2 47 48 7.0

合計 658 375 283 4,106 520 295 226 3,536 8.6

当連結 
会計 
年度

スカパー！ 302 349 △47 3,685 273 326 △53 3,202 10.1

e2 277 125 153 474 156 33 124 357 11.2

衛星放送事業合計 580 474 106 4,159 430 358 71 3,559 10.2

スカパー！光 23 2 22 30 21 1 20 28 7.8

その他有線系 7 5 2 41 7 5 2 41 12.9

有線事業合計 30 7 23 72 28 7 21 69 11.3

合計 610 481 129 4,231 457 365 93 3,628 10.2



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 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、デジタル技術の進歩やライ

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、ARPUの向上及び解約率の改善を図ることが当面の重要な課題と考えています。 

  

(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™」や「セリエA」等のコンテ

ンツを獲得しましたが、平成18年8月には、Jリーグ（J1/J2)の2007年から2011年までの5シーズンにわた

る日本国内のCS独占放送権、IPインターネット独占放送権、モバイル独占放送権を取得し、平成19年3月

より放送を開始いたしました。 

 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し、全加入者に対

してARPUの向上と解約率の低減を図ってまいります。 

(2) 受信機の供給に関する提案 

当社はハードディスク搭載の高機能受信機「スカパー！DVR」を開発し、平成18年10月より、レンタル

サービスでの提供を開始しました。また、1本のアンテナで2台の受信機を接続可能にする「2ルームアン

テナ」を新たに開発し、多チャンネル視聴機会の拡大や複数台視聴の推進等、より便利な新しい視聴スタ

イルを提案いたしました。 

(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ってまいりま

す。 

(4) HDサービスへの対応 

デジタルテレビの普及に伴いテレビの高画質化がより一層求められています。現在、e2上でハイビジョ

ンのチャンネルをサービス中ですが、平成19年度にはチャンネル数を5チャンネル程度とする予定です。

また、新たに受信機を開発することで、平成19年度にはスカパー！においてもハイビジョンのチャンネル

を展開していく予定です。 

  



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19年3月末において総登録件数は4,231千件に達してい

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ジェイサット株式会社及び宇宙通信株式会社が

所有する通信衛星（JCSAT-3A、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、ジェイサット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 

当社グループのサービスは、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1年、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 

何らかの理由でチューナーの製造がスカパー！またはe2の加入希望件数に合わない場合や、チューナ

ー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、目黒メディ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。 

  

(11) アンテナ建設差止に関する訴訟リスク 

当社は平成20年完成予定の「新放送センター」（東京都江東区）の送受信用アンテナ設備に対し近隣

住民等からアンテナ設置の差し止めを求める提訴があり、平成19年1月26日に訴状の送達を受け、平成

19年3月26日には第一回口頭弁論が、平成19年5月21日には第二回口頭弁論が開かれました。当社として

は、当該アンテナ設備設置の正当性を引き続き主張してまいります。 

 なお、現時点において当社の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼすことは無いものと考えてお



りますが、訴訟の結果によっては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19年3月末
現在：「スカイパ
ーフェクTV！」
102社、「e2」12
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19年3月末

現在：「スカイパ

ーフェクTV！」 

 87社、「e2」

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19年3月末

現在：「スカイパ

ーフェクTV！」 

13社、「e2」

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19年3月末

現在3社）

① IRDメーカーは、契約期間において、IRD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)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

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19年3月末

現在91,854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。

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

(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。



(12) 株式会社スカパー・モバイルとの「事業譲渡契約書」 

 
  

(13) 株式会社スカパー・マーケティングとの「事業譲渡契約書」 

 
  

(14) 持株会社設立による経営統合について 

当社及びジェイサット株式会社（以下、JSATという）は、平成18年10月26日開催のそれぞれの取締役

会による決議において、共同株式移転計画の作成及び共同株式移転契約の締結、臨時株主総会の承認決

議並びに関係官庁等の確認その他所要の手続きを経ることを前提として、株式移転により、両社の完全

親会社となる持株会社「スカパーJSAT株式会社」を設立し、その傘下で経営統合（以下、本経営統合と

いう）を行うことを決定し、同日、両社の間で基本合意書を締結いたしました。 

 その後、平成19年1月11日に共同株式移転計画の作成及び共同株式移転契約を締結し、平成19年2月9

日に開催のそれぞれの臨時株主総会にて承認を受け、平成19年4月2日に持株会社を設立いたしました。

 共同株式移転計画の概要については、以下の①から④に記載をし、⑤及び⑥においては、その他の参

考情報を記載しています。 

  

① 株式移転の方法  

当社及びJSATは、共同株式移転の方法により、新たに設立する株式移転設立完全親会社「スカパー

JSAT株式会社」（以下、持株会社という）の成立の日において、当社及びJSATの発行済株式の全部を持

株会社に取得させる株式移転を行うものとします。 

  

② 本株式移転に際して交付する株式及びその割当て 

a.持株会社は、本株式移転に際して、持株会社の成立の日の前日の 終の当社及びJSATの株主名簿

（実質株主名簿を含む。以下同じ。）にそれぞれ記載又は記録された当社及びJSATの株主（実質株主

を含む。以下同じ。）に対し、それぞれその所有する普通株式に代わり、(i)当社が持株会社の成立

の日の前日現在発行している普通株式数の合計に1を乗じた数、及び(ii)JSATが持株会社の成立の日

の前日現在発行している普通株式数の合計に4を乗じた数の合計数と同数の持株の普通株式を交付し

ます。 

b.持株会社は、本株式移転に際して、持株会社の成立の日の前日の 終の当社及びJSATの株主名簿に

それぞれ記載又は記録された当社及びJSATの株主に対し、その所有する当社の普通株式1株につき、

持株会社の普通株式1株の割合をもって割り当て、その所有するJSATの普通株式1株につき、持株会社

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）スカパー・

モバイル

① (株）スカパー・モバイルが営むモバイル端末

へのコンテンツ配信事業、モバイル端末を利

用した広告・プロモーション事業や決済処理

事業を、当社に譲渡する。

② 本事業譲渡の効力発生日は、平成19年5月１日

とする。

③ 譲渡金額は、30百万円とする。

－

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）スカパー・

マーケティング

① (株）スカパー・マーケティングが営むスカパ

ー！及びスカパー！光の受信機のレンタル及

び直販事業を、当社に譲渡する。

② 本事業譲渡の効力発生日は、平成19年６月１

日とする。

③ 譲渡金額は、126百万円とする。

－



の普通株式4株の割合をもって割り当てます。 

（注）本株式移転比率につきましては、当社はモルガン・スタンレー証券株式会社を、JSATはメリルリンチ日

本証券株式会社をファイナンシャル・アドバイザーにそれぞれ任命し、本株式移転比率に対する第三者

機関としての評価を依頼しました。両ファイナンシャル・アドバイザーはそれぞれ市場株価分析、DCF

（ディスカウントキャッシュフロー）分析等を用いて両社の企業・株式価値を算定し、その評価を踏ま

え、両社が交渉・協議を行い決定致しました。 

  

③ 持株会社の成立の日 

持株会社の設立の登記をすべき日は、平成19年4月2日とします。但し、本株式移転の手続進行上の必

要性その他の事由により必要な場合は、当社及びJSAT協議の上、これを変更することができます。 

  

④ 剰余金の配当 

a.当社は、平成19年3月31日の 終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対

し、1株当たり750円を限度として剰余金の配当を行うことができます。 

b.JSATは、平成19年3月31日の 終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対

し、1株当たり3,000円を限度として剰余金の配当を行うことができます。 

c.当社及びJSATは、前2項に定める場合を除き、本計画作成後持株会社の成立の日までの間、持株会

社の成立の日以前の日を基準日とする剰余金の配当の決議を行うことができません。 

  

⑤ 持株会社の概要 

 
  

商号 スカパーJSAT株式会社(英文名：SKY Perfect JSAT Corporation)

事業内容

−グループの全体 適を図るための企画、運営、管理等を行い、各社の権限と責
任を明確にしたうえで、業務執行を管理・統括し、グループ全体の経営を統括
する。

−グループの経営資源を有効活用し、利益成長を促進させるとともに統合効果を
早期に実現させる視点からグループ経営戦略を策定し、これを実行する。

本店所在地 東京都千代田区

設立時取締役
秋山 政徳、仁藤 雅夫、平林 良司、住友 裕郎、中谷 巌、森 正勝、村井 純、
大塚 博正、飯島 一暢、池田 茂、間部 耕苹

設立時監査役 亀山 将一、霍間 良介、勝島 敏明、田中 健一郎

資本金 100億円

発行株式数 設立時発行株式数    普通株式3,696,037株

決算期 3月31日

上場証券取引所 東京証券取引所（市場第1部）

会計監査人 監査法人トーマツ

株主名簿管理人 みずほ信託銀行株式会社



⑥ JSAT（連結）の概要 （平成18年9月30日） 

商号 ジェイサット株式会社

事業概要 通信衛星によるネットワーク関連サービス及び映像関連サービス

設立年月日  昭和60年2月

本店所在地 東京都千代田区

代表者 代表取締役社長 磯崎 澄

資本金 53,769百万円

発行済株式総数 356,418株

純資産 83,875百万円

総資産 176,310百万円

決算期 3月31日

従業員数 258名

主要取引先 エヌ・ティ・ティ・コミュニケ－ションズ㈱

大株主及び持株比率

エヌ・ティ・ティ・コミュニケ－ションズ㈱ 17.64%

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）

13.99%

日本トラスティ・サ－ビス信託銀行㈱（住友信託銀行再信託分・
住友商事㈱退職給付信託口）

10.75%

日本トラスティ・サ－ビス信託銀行㈱（三井アセット信託銀行再
信託分・三井物産㈱退職給付信託口）

9.40%

日本テレビ放送網㈱ 6.31%



６ 【研究開発活動】    

当連結会計年度の研究開発活動は、当社グループの中心事業である衛星デジタル多チャンネル放送事業

に重点を置き活動を進めてまいりました。当連結会計年度における当社グル－プ全体の研究開発費の総額

は   540百万円であり、全て外部委託です。主な事業の研究の目的、主要課題、研究成果及び研究開

発費は、次のとおりです。  

  

(1) 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開発し、これを10月にレンタル商品として市場に送り出しました。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493百万円です。 

  

(2) 次世代高機能受信機の技術調査 

DVR機能付の当社サービス受信機に続く次世代高機能受信機の事前技術調査に着手し、今後具体的に

開発を進めてまいります。当連結会計年度においては、当該活動に係わる研究開発費は17百万円です。

  

なお、前連結会計年度に計上した研究開発費用の一部30百万円について、当該費用に係る納品物等の納

品日は前連結会計年度中であったものの、検収完了時期については当連結会計年度とすべきであることが

判明し、当該費用の計上年度を修正すべき事由が発生したため、これを修正しております。 

  

  



７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

(1) 財政状態 

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16,325百万円減少し21,983百万円と

なっております。主な要因としては、有価証券の購入等によるものです。 

 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18,678百万円増加し20,691百万円となっ

ています。主な要因としては、コマーシャルペーパーの購入によるものです。 

 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22,528百万円となっており、前

連結会計年度末に比べ3,677百万円増加しています。主な要因としては、設備更新に伴う取得等によ

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22,134百万円減少し29,792百万円と

なっております。主な要因としては、期末時価の下落によるものです。 

  

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51百万円減少し34,302百万円となっていま

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減少等によるものです。

 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

219百万円増加し1,899百万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193百万円増加し13,197百万円とな

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 純資産 

当連結会計年度末の純資産は、87,340百万円となりました。なお、純資産より少数株主持分、繰延

ヘッジ損益及び新株予約権3,727百万円を除いた金額は83,612百万円となり、前連結会計年度末の資

本の部合計93,999百万円に比べ、10,386百万円減少いたしました。主な要因としては、投資有価証券

の期末時価の下落によるものです。 

  

なお、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！プレイアウト設備の老朽化に伴い、設備更新投資を行い、

平成18年11月に完了いたしました。総額9,352百万円の設備投資を行いました。 

(1) 建物及び構築物 

主な増加理由は株式会社データネットワークセンターの渋谷事務所の移転に伴うものです。設備投資

の総額は334百万円です。 

  

(2) 機械装置及び運搬具 

主な増加理由はプレイアウト設備投資の更新によるものです。設備総額は3,310百万円となっていま

す。 

  

(3) その他  

主な増加理由は株式会社データネットワークセンターの顧客管理システムのグレードアップに伴うも

のです。設備の総額は2,552百万円となっています。 

  

(4) ソフトウェア 

主な増加理由は株式会社データネットワークセンターの顧客管理システムのグレードアップに伴うも

のおよび自社利用のソフトウェアの更新によるものが3,155百万円となっています。 

  



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19年3月31日現在 

 
(注) １ 現在休止中の設備として機械装置及び運搬具に58百万円含まれております。 

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) なお、上記のリース契約は全て所有権移転外ファイナンス・リースであります。 

  

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）

― 240 63 76 327 707 151

目黒メディアセンター 
（東京都品川区）

送出局他 309 5,319 629 314 6,572 34

青海放送センター 
（東京都江東区）

送出局他 756 4,305 101 256 5,418 23

天王洲アンテナサイト 
（東京都品川区）

送出局 190 107 0 0 297 －

小山台送信局 
（東京都品川区）

送出局 － 87 0 1 89 －

有明アンテナサイト 
（東京都江東区）

送出局 2 100 0 － 102 －

大阪 
（大阪府大阪市西区）

送出局他 18 157 2 0 179 1

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

980 1,067

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

172 344

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

485 445



(2) 国内子会社 

平成19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) なお、上記のリース契約は全て所有権移転外ファイナンス・リースであります。 

  

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 
システム他

151 0 477 617 1,247 83

（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

－ － 1,534 1,827 3,361 －

（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

－ 56 27 7 91 17

（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

2,130 212 16 30 2,389 38

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 147 36

（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 144 183

（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
－ 265 1,986

（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

－ 255 741

（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 70 137



３ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備計画の完了 

  

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

  

(2) 重要な設備の新設等 

  

 
(注)1 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 設備を集約し更新することを目的としており、能力を増強させるものではありません。 

  

  

(3) 重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 

  

会社名
事業所名
（所在地）

設備の内容
期末帳簿価額
（百万円）

完了年月
完了後の
増加能力

㈱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 3,361 平成18年５月 （注）

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

2,271 平成18年11月 （注）

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
目黒メディアセンタ
ー(東京都品川区）

番組編成登録 
システム

534 327 自己資金
平成18年
３月

平成19年 
５月以降

(注）1

提出会社
新放送センター  
(東京都江東区）

放送センター 
・送出設備等

7,500 50 自己資金
平成18年
７月

平成20年 
４月

(注）2



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) 当社は、平成19年3月27日に東京証券取引所市場第一部への上場を廃止しております。 

種類 発行可能株式総数(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19年３月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19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 ― ―

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。 

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19年３月31日）

提出日の前月末現在 
（平成19年５月31日）

新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 ―

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,413 ―

新株予約権の行使時の払込金額（円） 111,185 (注)１ ―

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

―

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

―

新株予約権の行使の条件 (注)２ ―

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。

―

代用払込みに関する事項      ― ―

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

     ― ―

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



（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。 



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。 

４ 平成19年4月2日、完全親会社「スカパーJSAT株式会社」の設立に伴い、同日付で新株予約権は同社に承継さ

れております。 

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19年３月31日）

提出日の前月末現在 
（平成19年５月31日）

新株予約権の数（個）      1,644（注）１ －

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 －

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,644 －

新株予約権の行使時の払込金額（円） 105,436 （注）２ －

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

－

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

－

新株予約権の行使の条件 （注）３ －

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。

－

代用払込みに関する事項      － －

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

     － －

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。 

４ 平成19年4月2日、完全親会社「スカパーJSAT株式会社」の設立に伴い、同日付で新株予約権は同社に承継さ

れております。 

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19年３月31日）

提出日の前月末現在 
（平成19年５月31日）

新株予約権の数（個） 2,909（注）１ －

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 －

新株予約権の目的となる株式の数（株） 2,909 －

新株予約権の行使時の払込金額（円） 152,000 （注）２ －

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

－

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

－

新株予約権の行使の条件 （注）３ －

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。

－

代用払込みに関する事項      － －

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

     － －

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。 

４ 平成19年4月2日、完全親会社「スカパーJSAT株式会社」の設立に伴い、同日付で新株予約権は同社に承継さ

れております。 

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19年３月31日）

提出日の前月末現在 
（平成19年５月31日）

新株予約権の数（個） 1,158 (注)１ －

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 －

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,158 －

新株予約権の行使時の払込金額（円） 126,105 (注)２ －

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

－

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

－

新株予約権の行使の条件 (注)３ －

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。

－

代用払込みに関する事項      － －

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

     － －

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。 

４ 平成19年4月2日、完全親会社「スカパーJSAT株式会社」の設立に伴い、同日付で新株予約権は同社に承継さ

れております。 

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19年３月31日）

提出日の前月末現在 
（平成19年５月31日）

新株予約権の数（個） 2,599(注)１ －

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 －

新株予約権の目的となる株式の数（株） 2,599 －

新株予約権の行使時の払込金額（円） 85,953 (注)２ －

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

－

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

－

新株予約権の行使の条件 （注）３ －

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３ －

代用払込みに関する事項 － －

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

－ －

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



当社は、会社法第238条第1項、第2項及び第240条第1項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個当たりの目的である株式（以下「対象株式数」という。）は、当社普通株式1株とする。 

当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により対象株式数を調整する。 

        調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

また、当社が、株式無償割当てを行う場合、合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下総称して「合併

等」という。）を行う場合、その他対象株式数の調整を必要とする場合には、株式無償割当て、合併等の条

件等を勘案の上、合理的な範囲内で調整することができる。 

ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。 

２ 新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込みをす

べき1株当たりの金額（以下「行使価額」という。）に対象株式数を乗じた価額とする。 

行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月各日（取引が成立しない日を除く。）の東京証券取引 

所における当社株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。た

だし、その金額が新株予約権の割当日の前日の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値（当日に

終値がない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を下回る場合は、当該終値とする。 

なお、当社が当社株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式

併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

 
また、当社が時価を下回る価額で当社株式につき、新株の発行または自己株式の処分を行う場合（会社法第

194 条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、当社株式に転換さ

れる証券もしくは転換できる証券または当社株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付さ

れたものを含む。）の転換または行使の場合を除き、株式無償割当てを含む。）、上記の行使価額は、次の

算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

 
  上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する株式に係る自己株式数

を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と

読み替える。 

さらに、当社が合併等を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件等を

勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。 

３ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に

したがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、

取締役会の決議日（平成18年８月30日）

事業年度末現在
（平成19年３月31日）

提出日の前月末現在 
（平成19年５月31日）

新株予約権の数（個） 1,180(注)１ －

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 －

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,180 －

新株予約権の行使時の払込金額（円） 70,256 (注)２ －

新株予約権の行使期間
自：平成20年10月１日
至：平成24年９月30日

－

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  70,256  
資本組入額    35,128 
   （注）３

－

新株予約権の行使の条件 （注）４ －

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５ －

代用払込みに関する事項 － －

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

（注）６ －

新株予約権の取得条項に関する事項 （注）７ －

 調整後行使価額＝調整前行使価額×
1

分割・併合の比率

既発行 
株式数

＋
新規発行株式数×1株当りの払込金額

調 整 後 
行使価額

＝
調 整 前
行使価額

×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数



その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額か

ら増加する資本金の額を減じた額とする。 

４ （1） 新株予約権を割り当てられた者（以下「新株予約権者」という。）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

タント等になるなど、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） 新株予約権者の相続人に関する権利行使の条件は、下記（3）の契約に定めるところによる。 

  （3） その他の権利行使の条件は、取締役会の決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する契約

に定めるところによる。 

５ 譲渡による新株予約権の取得については、当社の承認を要する。 

６ 当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転

(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合、合併後存続する株式会社又は合併により設立する株

式会社、吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社、新

設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、また

は、株式移転により設立する株式会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の方針

にて交付するものとする。但し、下記の方針に沿う記載のある吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契

約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき当社株主総会の承認を受けた場合に

限るものとする。  

   (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数 

    残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす 

       る。 

   (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 

    再編対象会社の普通株式とする。 

   (3) 各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 

    組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定する。 

   (4) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

    新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案 

    のうえ、上記２に準じて決定する。 

   (5) 新株予約権を行使することのできる期間 

    新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発行日のいずれか遅い日から、新株予約権の 

       行使期間の満了日までとする。 

   (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

       上記３に準じて決定する。 

   (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限 

    譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。 

   (8) その他の新株予約権の行使条件ならびに新株予約権の取得事由 

    上記４及び下記７に準じて決定する。 

 ７ 新株予約権の取得事由 

   (1) 下記に掲げる議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合、当社取締役会決  

    議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日が到来したときに、当社は無償で新株予約権

    を取得することができる。 

      ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案 

      ② 当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案 

      ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案 

   (2) 当社は、当社取締役会が別途定める日が到来したときに、新株予約権の全部または一部を無償で 

      取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議により 

      その取得する新株予約権の一部を定める。 

  ８ 平成19年4月2日、完全親会社「スカパーJSAT株式会社」の設立に伴い、同日付で新株予約権は同社に承 

  継されております。 



(3) 【ライツプランの内容】 

  

該当事項はありません。  

  

(4) 【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 

  

(5) 【所有者別状況】 

平成19年3月31日現在 

 
(注) １ 自己株式111,909株は、「個人その他」に111,909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153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

平成18年４月１日～ 
平成19年３月31日

― 2,270,365 ― 50,083 ― 16,786

区分

株式の状況

単元未満株
式の状況政府及び 

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)

－ 39 18 444 137 25 33,978 34,641 －

所有株式数 
(株)

－ 408,643 26,809 1,236,267 270,909 138 327,599 2,270,365 －

所有株式数 
の割合(％)

－ 18.00 1.18 54.45 11.93 0.01 14.43 100.00 －



(6) 【大株主の状況】 

平成19年3月31日現在 

 
(注) １ 当社は自己株式を111,909株所有しておりますが、当該株式には議決権がないため、上記大株主から除いて

おります。 

２ 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。） 

３ 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。） 

４ ブラックロック・ジャパン株式会社及び以下の会社から、平成18年12月12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11月30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

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 113 5.00

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

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）

50 2.22

ゴールドマン・サックス・インタ

ーナショナル 

（常任代理人：ゴールドマン・サ

ックス証券株式会社）

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB,U.K
（東京都港区六本木六丁目10番1号）

45 2.00

計 － 1,532 67.50

氏名または名称
所有株式数 
(千株）

発行済株式総数に
対する所有株式の

割合(％)

ブラックロック・ジャパン株式会社 95 4.19

ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 0 0

ブラックロック・インベストメント・マネジメン
ト・エルエルシー

0 0

ブラックロック（チャネル諸島）リミテッド 4 0.18

ブラックロック・インベストメント・マネジメント
（ユーケー）リミテッド

107 4.73

計 207 9.11



(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19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 153株（議決権153個）が含

まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成19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  111,909
（自己保有株式）  

－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式 2,158,456 2,158,456 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 2,270,365 － －

総株主の議決権 － 2,158,456 －

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

111,909 － 111,909 4.93

計 － 111,909 － 111,909 4.93



(8) 【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引受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。 

  

 
  

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

代用払込みに関する事項 －

組織再編行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項

－

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

代用払込みに関する事項 －

組織再編行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項

－



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。 
  

 
  

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。 
  

 
  

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

代用払込みに関する事項 －

組織再編行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項

－

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

代用払込みに関する事項 －

組織再編行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項

－



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。 
  

 
  

⑥ 平成18年6月27日開催の第12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、会社法第238条第1項、第2項及び第240条第1項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。 
  

 
  

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

代用払込みに関する事項 －

組織再編行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項

－

決議年月日 平成18年６月27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６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

代用払込みに関する事項 －

組織再編行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項

「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。



２ 【自己株式の取得等の状況】 

  

 
  

(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

  

 
(注) 平成19年4月2日、完全親会社「スカパーJSAT株式会社」の設立に伴い、株式移転により「自己株式」は「親会

社株式」に変更しております。 

【株式の種類等】 普通株式

区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った 
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る 
移転を行った取得自己株式

5,532 484,343,856 ― ―

その他(親会社株式への移転) ― ― 111,909 9,797,982,021

保有自己株式数 111,909 ― ― ―



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います。

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、完全親会社であるスカパーJSAT株式会社へ

の配当を通じて、同社株主への安定的な配当を継続することを基本方針としています。また、当社は、期

末配当として年1回の剰余金の配当を行うことを基本的な方針としており、期末配当の決定機関は株主総

会となっております。 

 当社は平成19年6月27日開催の第13回定時株主総会にて、普通配当1,618百万円（1株につき750円）を決

議いたしました。 

 なお、当社は毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めており、中間配

当の決定機関は取締役会となっておりますが、第13期においては実施をいたしておりません。 

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【 近5年間の事業年度別 高・ 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 高・ 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。

３ 当社は、平成19年3月27日に東京証券取引所市場第一部への上場を廃止しております。 

  

(2) 【 近6月間の月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) １ 高・ 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。 

２ 当社は、平成19年3月27日に東京証券取引所市場第一部への上場を廃止しております。 

  

回次 第９期 第10期 第11期 第12期 第13期

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

高(円) 130,000
161,000

157,000 106,000 94,800
168,000

低(円) 55,000
141,000

80,700 73,500 61,500
63,500

月別
平成18年 
10月

 
11月 12月

平成19年
１月 ２月

 
３月

高(円) 73,800 73,200 78,400 80,500 81,700 72,900

低(円) 61,500 62,300 71,000 73,000 71,500 66,300



５ 【役員の状況】   

 

役名及び職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

代表取締役 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

(注）１ －

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

平成18年６月 当社 代表取締役会長就任

平成19年６月 当社 代表取締役 執行役員会長就任（現任）



  
役名及び職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有株式数

(株)

代表取締役 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

(注）１ －

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

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

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 代表取締役社長就任

平成18年６月 当社 代表取締役社長就任

平成19年４月 スカパーJSAT株式会社 代表取締役社長就任

（現任）

平成19年６月 当社 代表取締役 執行役員社長就任（現任）



役名及び職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役 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

(注）１ －

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） 

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 当社 取締役副社長就任

平成19年６月 株式会社エーティーエックス 取締役就任

（現任） 

当社 取締役 執行役員副社長就任（現任）



 
（注）１ 任期は、平成19年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成20年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

です。  

２ 任期は、平成16年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成20年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

です。  

３ 任期は、平成19年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

です。  

４ 監査役 霍間 良介、藤澤 雅敏の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。 

５ 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いま

す。おります。執行役員は、以下のとおりになります。 

役名及び職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

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

（注）２ －

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）

平成19年４月 スカパーJSAT株式会社 監査役就任（現任）

監査役 藤 澤  雅 敏 昭和21年7月7日生

昭和46年４月 吉富製薬株式会社 入社

(注）３ －

昭和46年８月 ソニービデオシステム株式会社 入社

昭和49年８月 ソニー株式会社 転籍

平成５年５月 同社 監査部会計監査及び業務監査部門部長

平成10年３月 Sony Europe GmbH ヴァイスプレジデント（内

部監査部門担当）

平成15年８月 日本ドレーク・ビーム・モリン 入社 内部

監査室長

平成16年７月 同社 執行役員経営管理本部長

平成17年６月 株式会社スカイパーフェクト・コミュニケー

ションズ 顧問就任 

株式会社ケーブルテレビ足立 監査役就任

（現任） 

株式会社サムライティービー 監査役就任 

株式会社オプティキャスト 監査役就任（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 

監査役就任（現任）

平成18年６月 株式会社スカパー・マーケティング 監査役

就任（現任）

平成19年６月 当社 監査役就任（現任）

計 -

氏名 役職

篠木 廣幸 執行役員会長

仁藤 雅夫 執行役員社長

田辺 肇 執行役員副社長

田中 晃 執行役員専務

清水 敏邦 執行役員常務

出水 啓一朗 執行役員常務

川西 将文 執行役員常務

山浦 修平 執行役員

齋藤 達郎 特命執行役員（常務待遇）



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

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 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 も重要な課題の一つとして位置付けています。 

 なお、当社及びJSATは、平成19年4月2日に、株式移転により持株会社「スカパーJSAT株式会社」を設

立し、当社は同社の完全子会社となっています。従いまして、以下では当連結会計年度についての当社

の状況について記載をするとともに、持株会社設立以降の状況についても注記をいたします。 

  

(1) 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 会社の機関の基本説明 

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、3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。なお、監査役会は、常勤監査役2名、非常勤監査

役1名で構成しています。 

 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（議長は田村取締役）、代表取締役1名を特別委員として設置

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（議長は鹿野取締役）、代表取締役1名を特別委員（議決権なし）とす

る報酬委員会を設置しています。 

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、社外取締役を委員（議長は田村取締役）に、代表取締役1名を特別委員（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。  

（注）１ 指名諮問委員会及び報酬委員会は、平成19年3月28日開催の取締役会にて廃止することを決議いた

しました。持株会社設立以降は、持株会社の指名委員会及び報酬委員会にて、当社の役員の選任

や報酬について検討されることになります。 

（注）２ 平成19年4月25日開催の取締役会にて、ガバナンス諮問委員会の廃止を決議いたしました。 

（注）３ 平成19年6月27日開催の定時株主総会にて、監査役会の廃止を決議いたしました。持株会社には監

査役会は設置されており、霍間監査役が両社を兼務しています。 



② 当社の機関・内部統制の関係図 

 

（注）指名諮問委員会及び報酬委員会は平成19年3月28日開催の取締役会にて、ガバナンス諮問委員会及び情

報開示委員会は平成19年4月25日開催の取締役会にて、また監査役会は平成19年6月27日開催の定時株主

総会にて廃止を決議いたしました。 

  

③ 会社の機関の内容及び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対し、周知徹底を進めています。グループ全体では、関係会社管理規程に

より、内部統制の整備を推進しています。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。 

④ 内部監査及び監査役監査の状況 



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15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る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1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7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。 

  

⑤ 会計監査の状況 

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5名、

会計士補4名及びその他6名が補助者として会計監査業務に関わっています。 

  

⑥ 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3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。 

  

(2) 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、リスク管理委員会を設置し、全社リスクの把握

とリスク対応を行っています。また、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16年8月に個人情報管理委員会を設置いたしました。さらに、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。 

 平成19年3月13日には、組織が保護すべき情報資産について、機密性、完全性、可用性をバランス

良く維持し改善することを目的とし、情報セキュリティマネージメントシステム（JIS Q 27001:2006

(ISO/IEC 27001:2005)）の認証を受けております。 

 また、大規模災害が起こった場合を想定して、当連結会計年度より新放送センターの建設に着手し

ており、平成20年に竣工の予定です。 



  

(3) 役員報酬の内容 

当社では、報酬委員会の答申を受けて、常勤取締役については、ストックオプションと業績連動型

現金報酬（期首に設定した基準経営指標の達成度に応じて、取締役賞与金を支払う制度）を採用して

います。基準経営指標としては加入者獲得数、営業利益、経常利益を採用しています。また、個々の

役員については責任の比重度に応じて額を設定しています。なお、当該インセンティブは退職金制度

の代替としての機能も果たしています。 

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。 

 
  

(4) 監査報酬等の内容 

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。 

 ① 公認会計士法第2条第1項に規定する業務に基づく報酬：60百万円 

 ② 上記以外の業務に基づく報酬：3百万円 

（注）上記①の報酬には、英文財務諸表の監査証明に係る報酬等を含んでおります。 

  

(5) 責任限定契約に関する事項 

当社は、平成18年6月27日開催の第12回定時株主総会で定款を変更し、社外取締役及び社外監査役

の責任限定契約に関する規定を設けております。 

 当該定款に基づき、当社が社外取締役と社外監査役の全員と締結した責任限定契約の内容の概要は

次のとおりです。 

① 社外取締役の責任限定契約 

当社の社外取締役の会社法第423条第1項の責任について、社外取締役が職務を行うにつき善意でか

つ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める 低責任限度額を限度とし、これを超える

部分について、当社は社外取締役を当然に免責するものとする。 

② 社外監査役の責任限定契約 

当社の社外監査役の会社法第423条第1項の責任について、社外監査役が職務を行うにつき善意でか

つ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める 低責任限度額を限度とし、これを超える

部分について、当社は社外監査役を当然に免責するものとする。 

  

(6) 取締役の選任に関する事項 

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する

株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めています。 

  

(7) 自己の株式の取得に関する事項 

当社は、会社法第165条第2項の規定により、資本効率の向上及び経営環境の変化に対応し機動的な

資本政策実行の一環として、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することが

できる旨を定款で定めています。 

区分 人数 報酬等の額 適用

取締役
13名  161百万円 括弧内は社外取締役の

内数を表します。（7名） （36百万円）

監査役 3名 34百万円
対象の3名は全員社外監
査役です。

計 16名  195百万円



  

  

  

  



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。 

なお、前連結会計年度（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則

に基づき、当連結会計年度（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規

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。 

なお、前事業年度（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づ

き、当事業年度（平成18年1月1日から平成19年3月31日まで）は、改正後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17年4月1日から平成18年3月31

日まで）及び当連結会計年度（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）の連結財務諸表並びに前事業

年度（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）及び当事業年度（平成18年4月1日から平成19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18年３月31日）

当連結会計年度 
（平成19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 38,308 21,983

 ２ 売掛金 7,786 8,362

 ３ 有価証券 2,012 20,691

 ４ 番組勘定 2,653 5,487

 ５ 繰延税金資産 37 482

 ６ 未収入金 2,973 3,479

 ７ その他 5,425 6,382

   貸倒引当金 △280 △ 454

   流動資産合計 58,917 44.2 66,414 54.6

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物及び構築物 6,602 6,703

    減価償却累計額 2,487 4,115 2,774 3,929

  (2) 機械装置及び運搬具 14,021 16,074

    減価償却累計額 3,923 10,098 5,541 10,533

  (3) 建設仮勘定 224 637

  (4) その他 1,410 3,764

    減価償却累計額 726 683 1,184 2,579

    有形固定資産合計 15,122 11.4 17,679 14.5

 ２ 無形固定資産

  (1) のれん － 1,214

  (2) ソフトウェア 2,437 3,603

  (3) 連結調整勘定 1,259 －

  (4) その他 30 31

    無形固定資産合計 3,728 2.8 4,848 4.0

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※１ 51,926 29,792

  (2) 繰延税金資産 71 80

  (3) その他 3,404 2,826

    投資その他の資産合計 55,402 41.6 32,699 26.9

   固定資産合計 74,253 55.8 55,228 45.4

   資産合計 133,171 100.0 121,642 100.0



 
  

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度 
（平成19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 8,365 11,766

 ２ 短期借入金 550 920

 ３ 一年以内返済予定 
   長期借入金

150 150

 ４ 未払費用 624 1,175

 ５ 未払法人税等 406 284

 ６ 視聴料預り金 13,003 13,197

 ７ 賞与引当金 314 352

 ８ 役員賞与引当金 － 7

 ９ オフィス移転費用引当金 － 338

 10 その他 2,434 2,910

   流動負債合計 25,848 19.4 31,101 25.6

Ⅱ 固定負債

 １ 長期未払金 265 56

 ２ 長期借入金 979 829

 ３ 繰延税金負債 5,176 94

 ４ 退職給付引当金 735 817

 ５ 役員退職慰労引当金 23 19

 ６ その他 1,324 1,383

   固定負債合計 8,505 6.4 3,201 2.6

   負債合計 34,353 25.8 34,302 28.2

（少数株主持分）

   少数株主持分 4,818 3.6 － －

（資本の部）

Ⅰ 資本金 ※２ 50,083 37.6 － －

Ⅱ 資本剰余金 43,995 33.0 － －

Ⅲ 利益剰余金 4,628 3.5 － －

Ⅳ その他有価証券評価差額金 5,574 4.2 － －

Ⅴ 自己株式 ※３ △10,282 △7.7 － －

   資本合計 93,999 70.6 － －

   負債、少数株主持分 
   及び資本合計

133,171 100.0 － －



 
  

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度 
（平成19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
(％)

（純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 － － 50,083

 ２ 資本剰余金 － － 43,922

 ３ 利益剰余金 － － 1,691

 ４ 自己株式 － － △ 9,797

   株主資本合計 － － 85,900 70.6

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価 
   差額金

－ － △ 2,287

 ２ 繰延ヘッジ損益 － － 36

   評価・換算差額等合計 － － △ 2,251 △ 1.9

Ⅲ 新株予約権 － － 5 0.0

Ⅳ 少数株主持分 － － 3,685 3.1

   純資産合計 － － 87,340 71.8

   負債純資産合計 － － 121,642 100.0



② 【連結損益計算書】 

  

 

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日  
 至 平成18年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日  
 至 平成19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

82,329 100.0 85,422 100.0

Ⅱ 営業費用

 １ プラットフォーム事業費 ※１ 57,343 57,338

 ２ 販売費及び一般管理費
※２ 
※３

25,248 82,591 100.3 25,658 82,996 97.2

   営業利益(営業損失：△) △261 △0.3 2,425 2.8

Ⅲ 営業外収益

 １ 受取利息 726 669

 ２ 有価証券売却益 3 －

 ３ 販売促進協力金 － 263

 ４ その他 120 850 1.0 255 1,188 1.4

Ⅳ 営業外費用

 １ 支払利息 38 41

 ２ 為替差損 124 －

 ３ 持分法による投資損失 265 622

 ４ 自己株式取得付随費用 2 －

 ５ たな卸資産評価損 － 29

 ６ 減価償却費 － 9

 ７ 製作出資金評価損 － 135

 ８ その他 51 481 0.6 14 853 1.0

   経常利益 106 0.1 2,761 3.2

Ⅴ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 1,023 －

 ２ 前期研究開発費修正益 ※９ － 30

 ３ 前期マーケティング費修 
   正益

※９ － 10

 ４ 固定資産売却益 ※６ 3 －

 ５ その他 － 1,026 1.3 24 64 0.1

Ⅵ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※４ 456 452

 ２ 固定資産売却損 ※５ － 3

 ３ 投資有価証券評価損 ※８ 43 4,110

 ４ 投資有価証券売却損 1 －

 ５ 減損損失 ※７ 326 259

 ６ オフィス移転費用引当金 
   繰入額

－ 338

 ７ 過年度著作隣接権使用料 － 162

 ８ その他 73 902 1.1 85 5,410 6.3

税金等調整前当期純利益 （税
金等調整前当期純損失：△）

230 0.3 △ 2,585 △ 3.0

   法人税、住民税及び 
   事業税

378 291

   法人税等調整額 △64 314 0.4 △ 447 △ 156 △ 0.2

   少数株主損失 441 0.5 1,116 1.3

当期純利益（当期純損失：△） 357 0.4 △ 1,311 △ 1.5



③ 【連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書】 

  

  連結剰余金計算書 

 
  

  

  連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) 

 
  

 
（注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

前連結会計年度 

(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）

（資本剰余金の部）

Ⅰ 資本剰余金期首残高 43,947

Ⅱ 資本剰余金増加高

  新株引受権の行使 47 47

Ⅲ 資本剰余金期末残高 43,995

（利益剰余金の部）

Ⅰ 利益剰余金期首残高 5,909

Ⅱ 利益剰余金増加高

  当期純利益 357 357

Ⅲ 利益剰余金減少高

  配当金 1,622

  役員賞与 16 1,638

Ⅳ 利益剰余金期末残高 4,628

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年3月31日残高(百万円) 50,083 43,995 4,628 △10,282 88,425

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当（注） △1,614 △1,614

 役員賞与（注） △10 △10

 当期純損失 △1,311 △1,311

  自己株式の処分 △72 484 411

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

─

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

─ △72 △2,936 484 △2,525

平成19年3月31日残高(百万円) 50,083 43,922 1,691 △9,797 85,900

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主 
持分

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算差額
等合計

平成18年3月31日残高(百万円) 5,574 － 5,574 － 4,818 98,817

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当（注） ─ △1,614

 役員賞与（注） ─ △10

 当期純損失 ─ △1,311

  自己株式の処分 ─ 411

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

△7,861 36 △7,825 5 △1,132 △8,952

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

△7,861 36 △7,825 5 △1,132 △11,477

平成19年3月31日残高(百万円) △2,287 36 △2,251 5 3,685 87,340



④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 
  

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19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（税金等調整前  
   当期純損失：△）

230 △ 2,585

 ２ 減価償却費 3,692 4,736

 ３ 投資有価証券売却益 △1,023 －

 ４ 固定資産除却損 456 452

 ５ 投資有価証券評価損 43 4,110

 ６ 減損損失 326 259

 ７ 貸倒引当金の増減額（減少：△） 24 174

 ８ 受取利息及び受取配当金 △756 △ 708

 ９ 支払利息 38 41

 10 持分法による投資損失 － 622

 11 売上債権の増減額（増加：△） △176 △ 513

 12 たな卸資産の増減額（増加：△） 772 △ 2,939

 13 未払金の増減額（減少：△） △264 3,624

 14 未払費用の増減額（減少：△） △392 522

 15 視聴料預り金の増減額（減少：△） 638 193

 16 前渡金の増減額（増加：△） － 844

 17 その他 △592 △ 362

    小計 3,018 8,474

 18 利息及び配当金の受取額 839 779

 19 利息の支払額 △38 △ 39

 20 法人税等の支払額 △236 △ 459

   営業活動によるキャッシュ・フロー 3,582 8,755

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 △5,010 △ 300

 ２ 定期預金の払戻による収入 6,005 10

 ３ 有価証券の売却・償還による収入 20,000 －

 ４ 投資有価証券の取得による支出 △16,607 △ 739

 ５ 投資有価証券の売却・償還による収入 5,568 2,000

 ６ 有形固定資産の取得による支出 △6,367 △ 5,792

 ７ 有形固定資産の売却による収入 1,970 27

 ８ ソフトウェアの取得による支出 △911 △ 3,273

 ９ 通貨スワップ資産決済による収入 328 －

 10 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取  
   得による収入

※２ － 99

 11 その他 ※２ 5 △ 8

   投資活動によるキャッシュ・フロー 4,981 △ 7,977



 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19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 480 370

 ２ 長期借入金の返済による支出 △150 △150

 ３ 社債の償還による支出 △5 －

 ４ 割賦債務の返済による支出 △544 △497

 ５ 株式の発行による収入 92 －

 ６ 少数株主からの払込による収入 2,278 －

 ７ 配当金の支払額 △1,618 △1,607

 ８ 少数株主への配当金の支払額 △14 △14

 ９ 自己株式の取得による支出 △1,012 －

   財務活動によるキャッシュ・フロー △492 △1,899

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：△） 8,071 △1,122

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 32,239 40,310

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 40,310 39,188



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17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

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。

１ 連結の範囲に関する事項

(1)連結子会社の数 14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 

日本メディアーク株式会社 

株式会社eTEN 

 当連結会計年度において、日本メディアーク株式

会社、株式会社eTENの株式を新規取得したことによ

り、連結子会社となっております。 

 

(2)主要な非連結子会社の名称等 

ウィッチブレイド製作委員会 他3社 

 当連結会計年度より、「投資事業組合に対する支

配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取

扱い」（企業会計基準委員会 平成18年9月8日実務対

応報告第20号)を適用しております。これにより、上

記の製作委員会4社については、当連結会計年度より

非連結の子会社としております。 

 (連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の

総資産、売上高、純損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額)等は、いずれも当連結財

務諸表に重要な影響を及ぼしていないためでありま

す。

  



 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

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。

２ 持分法の適用に関する事項

  持分法適用非連結子会社の数 4社 

  ウィッチブレイド製作委員会 他3社 

持分法適用関連会社の数 7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 

  日活株式会社 

  株式会社中国物語 

  地獄少女製作委員会 他2社 

 全ての非連結子会社及び関連会社に対して持分法

を適用しております。 

 製作委員会への持分法の適用においては、「投資

事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用

に関する実務上の取扱い」（企業会計基準委員

会 平成18年9月8日実務対応報告第20号)に従い、個

別財務諸表の処理のまま取り込んでおります。 

 日活株式会社については、当連結会計年度におい

て、会社の財務及び営業方針の決定に重要な影響を

与えることになったため、持分法を適用しておりま

す。 

 株式会社中国物語については、新規に株式を取得

したことにより、当連結会計年度より持分法を適用

しております。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

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。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は日本メディアーク株式会社

（7月31日）を除き、連結決算日と一致しておりま

す。なお、日本メディアーク株式会社については、

連結決算日で本決算に準じた仮決算を行った財務諸

表を基礎としております。



  

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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（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

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

同 左

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

差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は、移動平均法により算定）によっております。

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) 重要な減価償却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）に基づい

ております。

② 無形固定資産

同 左

(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17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

③      ────────

④ 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。

③ 役員賞与引当金

役員に対し支給する賞与に備えるため、支給見込

み額に基づき当連結会計年度に見合う分を計上して

おります。 

(会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企

業会計基準第4号）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7百万円減少し、税金

等調整前当期純損失が同額増加しております。

④ 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（11年、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。

⑤ 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。

⑤ 役員退職慰労引当金

        同 左

⑥      ──────── 

      

⑥ オフィス移転費用引当金

平成19年9月末日を目処に、オフィスを移転させ

ることが平成19年3月に決定されたことにより、移

転に係る費用を合理的に見積もり計上しておりま

す。

(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

   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

同 左

  b ヘッジ対象

同 左

③ ヘッジ方針

同 左



  

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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。

(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      ────────

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       ────────

７      ──────── ７ のれん及び負ののれんの償却に関する事項

のれん及び負ののれんは、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。

８ 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。

８       ────────

９ 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。

９ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

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17年４月１日

  至 平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成18年４月１日
至 平成19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。

――――――――

―――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月9日 企業会計基準第5号）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用

指針第8号）を適用しております。従来の「資本の部」

の合計に相当する金額は、83,612百万円であります。 

 なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計

年度における連結貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の連結財務諸表規則により作成しておりま

す。

―――――――― 

 

（ストック・オプション等に関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「ストック・オプション等に

関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月

27日 企業会計基準第8号）及び「ストック・オプショ

ン等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委

員会  終改正平成18年5月31日 企業会計基準適用指針

第11号）を適用しております。これにより、営業利

益、経常利益が5百万円減少し、税金等調整前当期純損

失が同額増加しております。

―――――――― （企業結合に係る会計基準及び事業分離等に関する会

計基準） 

 当連結会計年度より、「企業結合に係る会計基準」

（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年

12月22日 企業会計基準第7号）並びに「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企

業会計基準委員会 平成18年12月22日 企業会計基準適

用指針第10号）を適用しております。 

 連結財務諸表規則の改正による連結財務諸表の表示

に関する変更は以下のとおりであります。 

 （連結貸借対照表） 

 「連結調整勘定」は、当連結会計年度から「のれ

ん」として表示しております。

―――――――― 

 

（金融商品に係る会計基準） 

 従来、組込デリバティブを区分して測定することが

できる複合金融商品は、組込デリバティブを区分して

時価評価し、評価差額を当期の損益に計上しておりま

したが、当連結会計年度より「その他の複合金融商品

（払込資本を増加させる可能性のある部分を含まない

複合金融商品）に関する会計処理」（企業会計基準適

用指針第12号 平成18年3月30日）を適用し、全体の信

用リスクが高くないと判断した複合金融商品の評価差

額は、純資産の部に計上しております。これにより経

常利益は7百万円増加し、税金等調整前当期純損失は同

額減少しております。



（表示方法の変更） 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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。

───────

───────

（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「持分法による

投資損失」及び「前渡金の増減額」は重要性が増したた

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「持分法による

投資損失」は265百万円、「前渡金の増減額」は△809百

万円であります。

また、前連結会計年度において投資活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含めておりました「連結の

範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入」は重要

性が増したため、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、前連結会計年度の投資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「連結の範囲の

変更を伴う子会社株式の取得による収入」は0百万円で

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18年３月31日)

当連結会計年度
(平成19年３月31日)

※１ 関連会社に対する事項

投資有価証券(株式)  3,480百万円

※１ 関連会社に対する事項

投資有価証券(株式) 4,635百万円

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

※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。

※３      ――――――――

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※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

※１ プラットフォーム事業費の明細

人件費 1,576百万円

外注費 12,698

通信運搬費 10,756

番組購入費 14,989

ICカード購入費 354

賃借料 1,060

リース料 3,568

減価償却費 4,469

その他 7,865

 

※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。

 

※２ 販売費及び一般管理費の明細

人件費 3,392百万円

代理店手数料 5,265

広告宣伝費 6,417

販売促進費 4,355

貸倒引当金繰入額 410

減価償却費 257

その他 5,559

（注）人件費に含まれる退職給付費用は90百万円であり
ます。

※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。

※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540

百万円であります。

 

※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

※４ 固定資産除却損の内容

建物及び構築物 113百万円

機械装置及び運搬具 216

ソフトウェア 92

その他 29

計 452百万円



 
  

前連結会計年度
（自 平成17年４月１日
 至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※５      ────────

 ※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

 

※５ 固定資産売却損の内容

機械装置及び運搬具 1百万円

その他 1

計 3百万円

※６      ────────

※７ 減損損失 ※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。

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） 場所 東京都渋谷区

 用途 データ放送用設備 用途 番組情報サービス（デジタル・お好みガイド 

 種類 機械装置、ソフトウェア等    サービス）

 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。

種類 ソフトウェア
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。 

新規事業に該当する本サービスは、当初平成18年6月
に開始の予定でしたが、機能強化のため平成19年春のサ
ービス開始を目指して追加開発の可能性を検討しており
ました。しかしながら、期日までには実現に至らず、引
き続きソフトウェアの一部の機能の使用を継続的に検討
しているものの、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259百万円として特別
損失に計上いたしております。 
 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。

 ※８      ────────

 ※９      ────────

※８ 投資有価証券評価損の内容
金融商品会計に関する実務指針91項に準拠し、平成19

年3月19日の株式会社インデックス・ホールディングス
の株式が当社取得原価を50％以上下落したこと、及び合
理的に取得原価まで回復する見込みがないために、平成
19年3月30日の終値をもって減損処理を行っておりま
す。
 株数        78,854株
 1株当たり取得価額  113,500円
 平成19年3月30日終値  61,400円

※９ 前期損益修正益
前期に計上した研究開発費用及びマーケティング費用

の一部について、当該費用に係る納品物等の納品日は前
期中であったものの、検収完了時期については当期とす
べきであることが判明し、当該費用の計上年度を修正す
べき事由が生じたため、これを修正したものでありま
す。



（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

１ 発行済株式に関する事項 

   

  

２ 自己株式に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 株式会社eTENとの株式交換による減少    5,532株 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

 
  
４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 2,270,365 ― ― 2,270,365

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 117,441 ― 5,532 111,909

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(百万円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結 

会計年度末

提出会社
平成18年ストックオ
プションとしての新 
株予約権

― ― ― ― ― 5

合計 ― ― ― ― 5

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

1株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成18年６月27日 
定時株主総会

普通株式 1,614 750 平成18年３月31日 平成18年６月27日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

1株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月27日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 1,618 750 平成19年３月31日 平成19年６月28日



（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17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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 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

 

※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 21,983百万円

有価証券 20,691

計 42,674百万円

預入期間が3ヶ月を超える
定期預金

△300

MMFを除く償還期限が3ヶ月を超
える有価証券

  △3,185

現金及び現金同等物 39,188百万円

 

※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。  

 

※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2社（日本メディアーク

株式会社・株式会社eTEN）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。

  日本メディアーク株式会社

流動資産 27百万円

流動負債 △27

新規連結子会社株式の
取得価額

0百万円

新規連結子会社現金及び現金同
等物

0

差引：新規連結子会社取得によ
る収入

0百万円

 株式会社eTEN

流動資産 244百万円

固定資産 78

のれん 269

流動負債 △165

固定負債 △9

新規連結子会社株式の
取得価額

417百万円

株式交換により割当てた自己株
式

△411

新規連結子会社現金及び現金同
等物

105

差引：新規連結子会社取得によ
る収入

99百万円

 ３      ――――――――  ３ 重要な非資金取引の内容 

 当連結会計年度に株式会社eTENを完全子会社とす

る株式交換を行ったことにより、資本剰余金が72百

万円減少しております。



（リース取引関係） 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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

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

 

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)

建物及び構築
物

7 1 5

機械装置
及び運搬具

10,762 6,281 4,480

その他有形
固定資産

5,780 1,855 3,925

ソフトウエ
ア

1,602 1,313 289

合計 18,152 9,451 8,700

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

２ 未経過リース料期末残高相当額

1年内 3,303百万円

1年超 5,586百万円

合計 8,889百万円

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

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 3,379百万円

減価償却費相当額 3,061百万円

支払利息相当額 257百万円

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。

（減損損失について）

同 左



（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18年3月31日現在） 

 
  

（当連結会計年度末）（平成19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18年3月31日現在） 

 
  

（当連結会計年度末）（平成19年3月31日現在） 

 
(注）表中の取得原価は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において上場株式のうち株式会社

インデックス・ホールディングスの株式について4,108百万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。 

  

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

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 1,501 1,505 3

時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの 7,187 6,786 △400

合 計 8,689 8,292 △397

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

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 379 532 152

債券 1,000 1,020 20

小計 1,379 1,552 173

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 6,095 5,755 △ 340

債券 13,013 10,965 △ 2,047

小計 19,108 16,721 △ 2,387

合 計 20,488 18,273 △ 2,214



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17年4月1日 至 平成18年3月31日） 

 
  

（当連結会計年度）（自 平成18年4月1日 至 平成19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、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。 

(当連結会計年度)当社の基準に基づき、1 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18年３月31日現在） 

 
  

（当連結会計年度末）（平成19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）

7,766 1,026 1

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）

－ － －

種類
前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度 

（平成19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 2,016

コマーシャル・ペーパー － 15,489

非上場株式（注） 2,882 1,379

合 計 4,894 18,884

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

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）

①債券

国債・地方債等 － － － －

社債 － 500 － －

その他 18,674 2,501 1,507 12,981

②その他 － － － －

合 計 18,674 3,001 1,507 12,981



（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17年4月1日 至 平成18年4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。 

  

（当連結会計年度）（自 平成18年4月1日 至 平成19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。 



次へ 

２．取引の時価等に関する事項 

（前連結会計年度末）（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。 

  

（当連結会計年度末）（平成19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。 
  

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

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

390 － 431 40



次へ 

（退職給付関係） 

  

 
  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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 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。

 

２ 退職給付債務に関する事項

退職給付債務 828百万円

未認識数理計算上の差異 △11

退職給付引当金 817百万円

（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 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。

 

３ 退職給付費用に関する事項

勤務費用 135百万円

利息費用 10

数理計算上の差異の費用処理額 1

退職給付費用 147百万円

（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 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。)

 

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 11年、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）

112百万円 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）

137百万円



(ストック・オプション等関係) 

  

当連結会計年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

  

１．ストック・オプションにかかる当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

一般管理費の株式報酬費用   5百万円 

  

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1)ストック・オプションの内容 

 
（注）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又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。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。但し、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。  

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。 

  

 
（注）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

会社名 提出会社

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
当社使用人   8名

株式の種類及び付与数（株） 普通株式  1,445株

付与日 平成13年8月１日

権利確定条件 （注）

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません

権利行使期間 平成15年8月１日～平成19年7月31日

会社名 提出会社

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
当社使用人     9名

株式の種類及び付与数（株） 普通株式   1,644株

付与日 平成14年12月１日

権利確定条件 （注）

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません

権利行使期間 平成16年12月１日～平成20年11月30日



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

で締結する契約に定めるところによる。   

  

 
（注）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。   

  

 
（注）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。   

  

会社名 提出会社

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
当社使用人   105名

株式の種類及び付与数（株） 普通株式  2,909株

付与日 平成16年４月１日

権利確定条件 （注）

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません

権利行使期間 平成18年４月1日～平成22年３月31日

会社名 提出会社

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
当社使用人    7名

株式の種類及び付与数（株） 普通株式  1,158株

付与日 平成16年12月１日

権利確定条件 （注）

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません

権利行使期間 平成18年12月１日～平成22年11月30日

会社名 提出会社

決議年月日 平成17年6月24日

当社取締役    6名



 
（注）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。   

  

 
（注）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の相続人に関す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.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

で締結する契約に定めるところによる。   

  

付与対象者の区分及び人数（名） 当社使用人  101名

株式の種類及び付与数（株） 普通株式  2,599株

付与日 平成17年８月１日

権利確定条件 （注）

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません

権利行使期間 平成19年８月１日～平成23年７月31日

会社名 提出会社

決議年月日 平成18年６月27日

付与対象者の区分及び人数（名）
当社取締役    6名
当社使用人    6名

株式の種類及び付与数（株） 普通株式  1,180株

付与日 平成18年10月１日

権利確定条件 （注）

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません

権利行使期間 平成20年10月１日～平成24年９月30日



(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

①ストック・オプションの数 

 
  

②単価情報 

 
  

３．当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

(1)使用した算定技法 

ブラック・ショールズ式 

(2)使用した主な基礎数値及びその見積方法 

平成14年10月～平成18年10月の株価実績に基づき算定 

①株価変動性   41.27％ 

当社は、平成12年10月に東証第一部へ上場しており、株価変動性見積日から起算して十分な期間の

株価情報収集期間が確保できるものとして見積もっています。 

②予想残存期間  4年 

新株予約権の権利行使までの期間を合理的に見積もることができないため、新株予約権の算定時点

から権利行使期間の中間点までの期間を新株予約権の予想残存期間として推定しています。 

③予想配当  750円／株 

直近（平成18年３月期）の配当実績による。 

④無リスク利子率  0.954％ 

予想残存期間に対応する期間に対応する中期国債の利回り 

  

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を

採用しています。 

  

５．持株会社スカパーJSAT株式会社設立に伴い、決議年月日が、平成14年6月27日、平成15年6月27日、平

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日
平成13年 
６月28日

平成14年
６月27日

平成15年
６月27日

平成16年
６月25日

平成17年 
６月24日

平成18年
６月27日

権利確定前

前連結会計年度末
（株）

－ － 2,909 1,158 2,599 －

付与（株） － － － － － 1,180

失効（株） － － － － 77 －

権利確定(株） － － 1,477 584 － －

未確定残（株） － － 1,432 574 2,522 1,180

権利確定後

前連結会計年度末
（株）

1,413 1,644 － － － －

権利確定(株） － － 1,477 584 － －

権利行使（株） － － － － － －

失効（株） 1,413 － － － － －

未行使残(株） － 1,644 1,477 584 － －

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日
平成13年 
６月28日

平成14年
６月27日

平成15年
６月27日

平成16年
６月25日

平成17年 
６月24日

平成18年
６月27日

権利行使価格(円） 111,185 105,436 152,000 126,105 85,953 70,256

行使時平均株価（円） － － － － － －

付与日における公正な
評価単価（円）

－ － － － － 18,700



前へ   次へ 

成16年6月25日、平成17年6月24日及び平成18年8月30日である新株予約権の新株予約権者に対して、当該

新株予約権に代わり、当該新株予約権と同数のスカパーJSAT株式会社の新株予約権を交付します。 



前へ 

(税効果会計関係) 

  

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

 

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

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 455百万円

賞与引当金否認 143

退職給付費用
損金算入限度超過額 333

減価償却超過額 159

前受収益否認 186

オフィス移転費用引当金
否認

137

減損損失 155

投資有価証券評価損否認 1,760

その他有価証券評価
差額金 971

税務上の繰越欠損金 13,254

その他 294

繰延税金資産小計 17,852百万円

評価性引当額 △17,250百万円

繰延税金資産合計 602百万円

繰延税金負債

その他有価証券評価
  差額金

△70百万円

  その他 △62百万円

繰延税金負債合計 △133百万円

繰延税金資産の純額 468百万円

 

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

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％  

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

3.5％

のれん償却 5.0％

持分法による投資損失 9.8％

住民税均等割 1.0％

評価性引当額の変動額 15.1％

その他 0.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △6.1％



（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。 

（当連結会計年度）（自 平成18年4月1日 至 平成19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。 

（当連結会計年度）（自 平成18年4月1日 至 平成19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。 

（当連結会計年度）（自 平成18年4月1日 至 平成19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。 

  

当連結会計年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

該当事項はありません。 

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17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

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株当たり純資産額 38,753円99銭

1株当たり当期純損失 609円22銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
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。

 

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）。

 

 

算定上の基礎

１ 1株当たり純資産額

純資産の部の合計額 87,340百万円

純資産の部の合計額から控除

する金額

3,691百万円

（うち新株予約権） 5百万円

（うち少数株主持分） 3,685百万円

普通株式に係る期末の純資産

額

83,648百万円

1株当たり純資産額の算定に用

いられた期末の普通株式の数

2,158千株

２ 1株当たり当期純損失額

当期純損失 1,311百万円

普通株主に帰属しない金額 －百万円

普通株式に係る当期純損失 1,311百万円

普通株式の期中平均株式数 2,153千株

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、会社法第238条第1項、第2項及

び第240条第1項の規定に基づく新株予約権の数

1,180個）。



（重要な後発事象） 

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

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。

 

１．スカパーJSAT株式会社の設立について

当社及びジェイサット株式会社（以下、JSATとい

う）は、平成19年2月9日に開催のそれぞれの臨時株

主総会での決議及び関係官庁等の確認を得て、当社

及びJSATを完全子会社とする共同株式移転を行う方

法で、平成19年4月2日に両社の完全親会社スカパー

JSAT株式会社を設立いたしました。また、同日、ス

カパーJSAT株式会社は、東京証券取引所市場第一部

に上場いたしました。

完全親会社の概要は次のとおりです。

商号
スカパーJSAT株式会社 
(英文名：
SKY Perfect JSAT Corporation)

本店所在地 東京都千代田区

代表者 代表取締役社長 仁藤 雅夫

資本金 100億円

主な事業

・グループの全体最適を図るための企
画、運営、管理等を行い、各社の権限と
責任を明確にしたうえで、業務執行を管
理、統括し、グループ全体の経営を統括
する。

・グループの経営資源を有効活用し、利
益成長を促進させるとともに統合効果を
早期に実現させる視点からグループ経営
戦略を策定し、これを実行する。

統合の目的

相互の尊重と対等な精神のもとに両社の
経営資源を統合し、シナジー効果の発現
により、日本における有料多チャンネル
放送の更なる市場拡大を図るとともに、
通信・放送の融合を見据えた総合的な事
業の拡大と経営の効率化を通じて企業価
値を最大限に高めることを目的としま
す。

設立日 平成19年４月２日



 
  

  

  

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

――――――――

 

 

 

２．株式会社スカパー・マーケティングの事業の譲り

受け及び同社の解散について

当社は、平成19年3月28日開催の取締役会にて連

結子会社である株式会社スカパー・マーケティング

（以下、譲渡会社）の事業を譲り受ける方針を決定

したことに続き、平成19年4月25日開催の取締役会に

おいて、譲渡会社が展開する事業の譲受につき事業

譲渡契約書を締結することを決議いたしました。 

なお、譲渡会社は平成19年6月1日に当社への事業の

全部を譲渡した後に、同月末に解散の予定です。
①譲り受けの内容

譲渡会社の名称
株式会社スカパー・マーケ
ティング

譲り受ける事業内容
スカパー！及びスカパー！
光の受信機のレンタル及び
直販事業

譲り受ける理由
当社とジェイサット株式会
社との経営統合後のグルー
プ再編のため

譲り受ける資産の額 126百万円

譲り受ける負債の額  -百万円

②譲受の日程

平成19年４月25日
当社取締役会による事業譲
渡契約書締結の決議

平成19年５月２日 事業譲渡契約書の締結

平成19年６月１日 譲受の日

③譲渡会社の概要

商号
株式会社スカパー・マーケ
ティング

主な事業内容
スカパー！及びスカパー！
光の受信機のレンタル及び
直販事業

本店所在地 東京都渋谷区

設立年月日 平成17年２月１日

代表取締役 奥永孝仁

資本金 480百万円

株主
当社51％  

ジェイサット株式会社49％

 



⑤ 【連結附属明細表】 

  

【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。 

 
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

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 550 920 1.5 －

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。）

979 829 －
平成20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)

785 287 2.4
平成19年４月～
平成22年１月

合計 2,464 2,186 － －

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 150 150 150 141

その他の有利子負債 42 14 － －



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

 
  

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度 
（平成19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 25,345 14,936

 ２ 売掛金 ※１ 6,810 6,987

 ３ 有価証券 2,012 20,691

 ４ 番組勘定 2,478 5,322

 ５ 貯蔵品 411 439

 ６ 前払費用 2,034 2,018

 ７ 繰延税金資産 － 419

 ８ 未収入金 ※１ 99 986

 ９ 未収消費税等 165 －

１０ その他 ※１ 1,480 2,295

   貸倒引当金 △234 △ 754

   流動資産合計 40,604 32.8 53,342 45.6

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 2,858 2,822

    減価償却累計額 1,134 1,724 1,294 1,527

  (2) 機械及び装置 13,260 15,281

    減価償却累計額 3,489 9,771 5,060 10,220

  (3) 車両運搬具 3 3

    減価償却累計額 1 2 1 1

  (4) 工具、器具及び備品 1,041 991

    減価償却累計額 594 447 610 380

  (5) 建設仮勘定 132 516

   有形固定資産合計 12,077 9.8 12,647 10.8

 ２ 無形固定資産

  (1) 商標権 7 6

  (2) ソフトウェア 1,287 970

  (3) 電話加入権 2 2

   無形固定資産合計 1,297 1.0 979 0.8



 
  

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度 
（平成19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 48,439 25,156

  (2) 関係会社株式 18,367 19,581

  (3) 関係会社長期貸付金 1,800 4,750

  (4) 長期前払費用 709 624

  (5) 差入保証金 622 623

  (6) その他 77 58

    貸倒引当金 △100 △ 750

   投資その他の資産合計 69,915 56.4 50,043 42.8

   固定資産合計 83,290 67.2 63,671 54.4

   資産合計 123,894 100.0 117,013 100.0



 
  

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度 
（平成19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 6,532 10,132

 ２ 未払費用 613 1,077

 ３ 未払法人税等 113 149

 ４ 前受収益 － 1,224

 ５ 視聴料預り金 ※１ 8,873 8,915

 ６ 賞与引当金 215 219

 ７ オフィス移転費用引当金 － 240

 ８ 固定資産購入未払金 432 346

 ９ その他 1,182 401

   流動負債合計 17,962 14.4 22,707 19.4

Ⅱ 固定負債

 １ 長期未払金 95 8

 ２ 預り保証金 799 805

 ３ 繰延税金負債 5,176 89

 ４ 退職給付引当金 658 743

 ５ 役員退職慰労引当金 17 6

 ６ その他 74 158

   固定負債合計 6,822 5.5 1,811 1.6

   負債合計 24,785 20.0 24,518 21.0

（資本の部）

Ⅰ 資本金 ※２ 50,083 40.4 － －

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 ※４ 16,786 －

 ２ その他資本剰余金

   資本金減少差益 27,208 27,208 － －

   資本剰余金合計 43,995 35.5 － －

Ⅲ 利益剰余金

 １ 当期未処分利益 9,737 －

   利益剰余金合計 9,737 7.9 － －

Ⅳ その他有価証券評価差額金 5,574 4.4 － －

Ⅴ 自己株式 ※３ △10,282 △8.2 － －

   資本合計 99,109 80.0 － －

   負債資本合計 123,894 100.0 － －



 
  

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度 
（平成19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
(％)

（純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 － － 50,083 42.8

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 － 16,786

  (2) その他資本剰余金 － 27,135

   資本剰余金合計 － － 43,922 37.5

 ３ 利益剰余金

  (1) その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 － 10,529

   利益剰余金合計 － － 10,529 9.0

 ４ 自己株式 － － △ 9,797 △8.3

   株主資本合計 － － 94,737 81.0

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価 
   差額金

－ － △ 2,284 △2.0

 ２ 繰延ヘッジ損益 － － 36 0.0

   評価・換算差額等合計 － － △ 2,248 △2.0

Ⅲ 新株予約権 － － 5 0.0

   純資産合計 － － 92,494 79.0

   負債純資産合計 － － 117,013 100.0



② 【損益計算書】 

前事業年度
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日)

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19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

※１ 74,377 100.0 75,875 100.0

Ⅱ 営業費用

 １ プラットフォーム事業費 ※１ 49,343 46,058

 ２ 販売費及び一般管理費
※２ 
※３

22,417 71,761 96.5 21,932 67,991 89.6

   営業利益 2,616 3.5 7,883 10.4

Ⅲ 営業外収益

 １ 受取利息 42 58

 ２ 有価証券利息 697 651

 ３ 有価証券売却益 3 －

 ４ 販売促進協力金 － 244

 ５ その他 137 881 1.2 240 1,195 1.6

Ⅳ 営業外費用

 １ 支払利息 6 4

 ２ 為替差損 124 －

 ３ 自己株式取得付随費用 2 －

 ４ 関係会社貸倒引当金 
   繰入額

100 －

 ５ 減価償却費 － 9

 ６ その他 3 236 0.3 9 22 0

   経常利益 3,261 4.4 9,056 11.9

Ⅴ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 1,023 －

 ２ 固定資産売却益 0 －

 ３ 前期研究開発費修正益 ※４ － 30

 ４ 前期マーケティング費 
   修正益

※４ － 1,023 1.4 10 40 0.1

Ⅵ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※５ 414 369

 ２ 固定資産売却損 ※６ － 0

 ３ 投資有価証券評価損 ※７ 43 4,110

 ４ 投資有価証券売却損 1 －

 ５ 関係会社株式評価損 － 984

 ６ 減損損失 ※８ 326 259

 ７ システム利用契約解約損 10 －

 ８ オフィス移転費用引当金 
   繰入額

－ 240

 ９ 貸倒引当金繰入額 － 992

１０ 過年度著作隣接権使用料 － 797 1.1 144 7,100 9.4

   税引前当期純利益 3,487 4.7 1,995 2.6

   法人税、住民税 
   及び事業税

6 7

   法人税等調整額 － 6 0.0 △ 425 △ 417 △0.6

   当期純利益 3,480 4.7 2,413 3.2

   前期繰越利益 6,257 －

   当期未処分利益 9,737 －



プラットフォーム事業費明細書 

  

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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 706 1.4 725 1.6

Ⅱ 外注費

 １ 業務委託料 ※１ 20,165 40.9 20,344 44.2

Ⅲ その他

 １ 通信運搬費 4,941 5,014

 ２ 番組購入費 13,428 11,863

 ３ ICカード購入費 511 354

 ４ 賃借料 659 670

 ５ リース料 1,922 1,829

 ６ 減価償却費 2,523 2,651

 ７ 諸経費 4,484 28,471 57.7 2,604 24,989 54.2

 プラットフォーム事業費合計 49,343 100.0 46,058 100.0



③ 【利益処分計算書及び株主資本等変動計算書】 

  

利益処分計算書 

 
    

株主資本等変動計算書 

当事業年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) 

 
  

 
（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

前事業年度
（平成18年6月27日）

区分
注記 
番号

金額（百万円）

（当期未処分利益の処分）

Ⅰ 当期未処分利益 9,737

Ⅱ 利益処分額

   配当金 1,614

   取締役賞与金 7

Ⅲ 次期繰越利益 8,115

（その他資本剰余金の処分）

Ⅰ その他資本剰余金 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

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 50,083 16,786 27,208 43,995 9,737 9,737 △ 10,282 93,534

事業年度中の変動額

 剰余金の配当（注） － △ 1,614 △ 1,614 △ 1,614

  役員賞与（注） － △ 7 △ 7 △ 7

 当期純利益 － 2,413 2,413 2,413

 自己株式の処分 △ 72 △ 72 － 484 411

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

－ － －

事業年度中の変動額合計(百万円) － － △ 72 △ 72 791 791 484 1,202

平成19年３月31日残高(百万円) 50,083 16,786 27,135 43,922 10,529 10,529 △ 9,797 94,737

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金
繰延ヘッジ損益

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 5,574 － 5,574 － 99,109

事業年度中の変動額

  剰余金の配当（注） － △ 1,614

  役員賞与（注） － △7

 当期純利益 － 2,413

  自己株式の処分 － 411

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△ 7,858 36 △ 7,822 5 △ 7,817

事業年度中の変動額合計(百万円) △ 7,858 36 △ 7,822 5 △ 6,614

平成19年３月31日残高(百万円) △ 2,284 36 △ 2,248 5 92,494



重要な会計方針 

  

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

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。

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

        同 左

(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。

(2) 子会社株式及び関連会社株式

        同 左

(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

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動

平均法により算定）によっております。

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

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2年から20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）に基づいてお

ります。

(2) 無形固定資産

        同 左    



 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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)

         ─────── 

(3) オフィス移転費用引当金       

 平成19年9月末日を目処に、オフィスを移転させる

ことが平成19年3月に決定されたことにより、移転

に係る費用を合理的に見積もり計上しております。

(4) 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) 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（11年、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。

(5) 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。

(5) 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



  

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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

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

        同 左

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



会計方針の変更 

  

前事業年度
（自 平成17年４月１日

    至 平成18年３月31日）

当事業年度
（自 平成18年４月１日
   至 平成19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。

               ────────

                   ──────── (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準)

当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成

17年12月9日 企業会計基準第5号）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準委員会 平成17年12月9日 

企業会計基準適用指針第8号）を適用しておりま

す。従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

92,453百万円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年

度における貸借対照表の純資産の部については、

改正後の財務諸表等規則により作成しておりま

す。

                   ──────── (ストック・オプション等に関する会計基準)

当事業年度より「ストック・オプション等に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12

月27日 企業会計基準第8号）及び「ストック・オ

プション等に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準委員会 終改正平成18年5月31日 企業

会計基準適用指針第11号）を適用しております。

これにより、営業利益、経常利益、税引前当期純

利益が5百万円減少しております。 

 

                   ──────── (金融商品に係る会計基準)

従来、組込デリバティブを区分して測定すること

ができる複合金融商品は、組込デリバティブを区

分して時価評価し、評価差額を当期の損益に計上

しておりましたが、当事業年度より「その他の複

合金融商品（払込資本を増加させる可能性のある

部分を含まない複合金融商品）に関する会計処

理」（企業会計基準適用指針第12号 平成18年３月

30日）を適用し、全体の信用リスクが高くないと

判断した複合金融商品の評価差額は、純資産の部

に計上しております。これにより経常利益及び税

引前純利益は7百万円増加しております。



表示方法の変更 

  

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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。

（貸借対照表関係） 

 前事業年度において流動負債の「その他」に含めてい

ました「前受収益」は、資産総額の100分の1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流動負債の「その他」に含

まれる「前受収益」の金額は1,064百万円であります。

──────



注記事項 

（貸借対照表関係） 

  

 

 
  

前事業年度 
(平成18年３月31日)

当事業年度
(平成19年３月31日)

 

※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

※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 1,613百万円

未収入金 368百万円

流動資産その他 887百万円

未払金 2,233百万円

※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

※２        ──────

※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。

※３        ──────

 

※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        ──────

 

 

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

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

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（注1） 1,167百万円

株式会社スカパー・マーケティング 

（注2）
6,281

計 7,448百万円

（注1）記載の金額は、債務保証総額であり、債務

保証残高は689百万円であります。

（注2）記載の金額は、債務保証総額であり、債務

保証残高は3,015百万円であります。

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     437百万円

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。

６        ──────



（損益計算書関係） 

  
前事業年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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 16,246百万円

※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。

プラットフォーム事業収益 16,349百万円

業務委託料 17,256百万円

 

※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 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％

 

※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 799

賞与 192

退職給付費用 54

代理店手数料 4,239

広告宣伝費 5,142

販売促進費 4,337

貸倒引当金繰入額 381

減価償却費 215

業務委託料 2,541

通信・運搬費 374

 

販売費に属する費用のおおよその割合 63％

一般管理費に属する費用のおおよその割合 37％

※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      ────────

※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 540百

万円であります。

※４ 前期損益修正益の内容

 前期に計上した研究開発費用及びマーケティング

費用の一部について、当該費用に係る納品物の納品

日は前期中であったものの、検収完了時期について

は当期とすべきであることが判明し、当該費用の計

上年度を修正すべき事由が発生したため、これを修

正したものです。

※５ 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 固定資産除却損の内容

建物 44百万円

機械及び装置 206

工具、器具及び備品 26

ソフトウェア 91

計 369百万円

※６      ────────

 

※６ 固定資産売却損の内容

機械及び装置 0百万円

工具、器具及び備品 0

計 0百万円



 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
 至 平成19年３月31日)

※７      ──────── ※７ 投資有価証券評価損の内容

金融商品会計に関する実務指針91項に準拠し、平成19
年3月19日の株式会社インデックス・ホールディングスの
株式が当社取得原価を50％以上下落したこと、及び合理
的に取得原価まで回復する見込みがないために、平成19
年3月30日の終値をもって減損処理を行いました。 
  株数           78,854株 
  1株あたり取得価額    113,500円 
  平成19年3月30日終値    61,400円

※８ 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。

※８ 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）  場所 東京都渋谷区
  用途 データ放送用設備  用途 番組情報サービス

     （デジタル・お好みガイドサービス）
  種類 機械装置、ソフトウェア等  種類 ソフトウェア
 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。

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。

新規事業に該当する本サービスは、当初平成18年6月に
開始の予定でしたが、機能強化のため平成19年春のサー
ビス開始を目指して追加開発の可能性を検討しておりま
した。しかしながら、期日までには実現に至らず、引き
続きソフトウェアの一部の機能の使用を継続的に検討し
ているものの、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259百万円として特別損失
に計上いたしました。 
 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。



（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

１ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   

(変動事由の概要)  

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 株式会社eTENとの株式交換による減少  5,532 株 

  

（リース取引関係） 

  

 
  

（有価証券関係） 

（前事業年度）（平成18年3月31日現在） 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 117,441 － 5,532 111,909

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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

  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 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

 
 

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 8,518 5,802 2,715

工具器具及び備品 2,511 661 1,849

ソフトウェア 1,546 1,265 281

合計 12,576 7,730 4,846

 

(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

(2) 未経過リース料期末残高相当額

1年内 2,380百万円

1年超 2,626百万円

合計 5,007百万円

(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

(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 2,328百万円

減価償却費相当額 2,082百万円

支払利息相当額 193百万円

(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。

(減損損失について）

同 左
 

 



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19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。 

  



（税効果会計関係） 

 
  

  

前事業年度 
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

 

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

 

 

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 430百万円

関係会社株式評価損否認 685

オフィス移転費用引当金否
認

97

賞与引当金否認 89

貸倒引当金否認 439

退職給付費用損金算入限度 
超過額

302

減価償却超過額 34

減損損失 155

投資有価証券評価損否認 1,760

その他有価証券評価差額金 971

税務上の繰越欠損金 8,822

その他 122

繰延税金資産小計 13,913百万円

評価性引当額 △13,454百万円

繰延税金資産合計 459百万円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △70百万円

  その他 △58百万円

繰延税金負債合計 △128百万円

繰延税金資産の純額 330百万円

 

 

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

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％

 
 

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

3.2％

評価性引当額の変動額 △63.7％

その他 △1.1％

税効果会計適用後の法人税等の負
担率

△20.9％

 



（1株当たり情報） 

  

 

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

1株当たり純資産額 46,034円66銭 1株当たり純資産額 42,849円66銭

1株当たり当期純利益 1,612円55銭 1株当たり当期純利益 1,120円84銭

 

 

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）。

 

 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 1,120円83銭

算定上の基礎

１ 1株当たり純資産額 

   純資産の部の合計額      92,494百万円 

   純資産の部の合計額から 

      控除する金額                     5百万円 

      （うち新株予約権）         5百万円 

      普通株式に係る期末の 

   純資産額            92,489百万円 

   1株当たり純資産額の 

   算定に用いられた期末 

   の普通株式の数          2,158千株 

 

２ 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

  当期純利益 2,413百万円

  普通株主に帰属しない金額 －百万円

  普通株式に係る当期純利益 2,413百万円

  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

  

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株）。

 



（重要な後発事象） 

  
前事業年度

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

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。

 

１．スカパーJSAT株式会社の設立について

当社及びジェイサット株式会社（以下、JSATとい

う）は、平成19年2月9日に開催のそれぞれの臨時株

主総会での決議及び関係官庁等の確認を得て、当社

及びJSATを完全子会社とする共同株式移転を行う方

法で、平成19年4月2日に両社の完全親会社スカパー

JSAT株式会社を設立いたしました。また、同日、ス

カパーJSAT株式会社は、東京証券取引所市場第一部

に上場いたしました。

完全親会社の概要は、次のとおりです。 

商号
スカパーJSAT株式会社 
(英文名：
SKY Perfect JSAT Corporation)

本店所在地 東京都千代田区

代表者 代表取締役社長 仁藤 雅夫

資本金 100億円

主な事業

・グループの全体 適を図るための企
画、運営、管理等を行い、各社の権限と
責任を明確にしたうえで、業務執行を管
理、統括し、グループ全体の経営を統括
する。

・グループの経営資源を有効活用し、利
益成長を促進させるとともに統合効果を
早期に実現させる視点からグループ経営
戦略を策定し、これを実行する。

統合の目的

相互の尊重と対等な精神のもとに両社の
経営資源を統合し、シナジー効果の発現
により、日本における有料多チャンネル
放送の更なる市場拡大を図るとともに、
通信・放送の融合を見据えた総合的な事
業の拡大と経営の効率化を通じて企業価
値を 大限に高めることを目的としま
す。

設立日 平成19年４月２日



  

 
  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

――――――――

 

 

 

２．株式会社スカパー・モバイルの事業の譲り受けに

ついて

当社は、平成19年3月28日開催の取締役会におい

て、連結子会社である株式会社スカパー・モバイル

（以下、譲渡会社）が展開する事業の譲受につき事

業譲渡契約書を締結することを決議し、平成19年5月

1日に事業を譲り受けました。
①譲り受けの内容

譲渡会社の名称
株式会社スカパー・モバイ
ル

譲り受ける事業内容

モバイル端末へのコンテン
ツ配信事業、モバイル端末
を利用した広告・プロモー
ション事業や決済処理事業

譲り受ける理由
コンテンツ配信事業をより
多角的に展開するため

譲り受ける資産の額 30百万円

譲り受ける負債の額  -百万円

②譲受の日程

平成19年３月28日
当社取締役会による事業譲
渡契約書締結の決議

平成19年３月29日 事業譲渡契約書の締結

平成19年５月１日 譲受の日

③譲渡会社の概要

商号
株式会社スカパー・モバイ
ル

主な事業内容

モバイル端末へのコンテン
ツ配信事業、モバイル端末
を利用した広告・プロモー
ション事業や決済処理事業

本店所在地 東京都渋谷区

設立年月日 平成17年６月１日

代表取締役 山浦 修平

資本金 480百万円

株主

当社51％  

株式会社ACCESS34％
株式会社Jストリーム10%
株式会社ナノ・メディア5%



 
  

  

  

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

当事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

――――――――

 

 

 

３．株式会社スカパー・マーケティングの事業の譲り

受け及び同社の解散について

当社は、平成19年3月28日開催の取締役会にて連

結子会社である株式会社スカパー・マーケティング

（以下、譲渡会社）の事業を譲り受ける方針を決定

したことに続き、平成19年4月25日開催の取締役会に

おいて、譲渡会社が展開する事業の譲受につき事業

譲渡契約書を締結することを決議いたしました。 

 なお、譲渡会社は平成19年6月1日に当社への事業の

全部を譲渡した後に、同月末に解散の予定です。
①譲り受けの内容

譲渡会社の名称
株式会社スカパー・マーケ
ティング

譲り受ける事業内容
スカパー！及びスカパー！
光の受信機のレンタル及び
直販事業

譲り受ける理由
当社とジェイサット株式会
社との経営統合後のグルー
プ再編のため

譲り受ける資産の額 126百万円

譲り受ける負債の額  -百万円

②譲受の日程

平成19年４月25日
当社取締役会による事業譲
渡契約書締結の決議

平成19年５月２日 事業譲渡契約書の締結

平成19年６月１日 譲受の日

③譲渡会社の概要

商号
株式会社スカパー・マーケ
ティング

主な事業内容
スカパー！及びスカパー！
光の受信機のレンタル及び
直販事業

本店所在地 東京都渋谷区

設立年月日 平成17年２月１日

代表取締役 奥永 孝仁

資本金 480百万円

株主
当社51％  

ジェイサット株式会社49％



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 4,841

株式会社スペースシャワーネット
ワーク

10,664 720

株式会社UCOM 6,250 500

株式会社エー・ティー・エックス 2,800 420

株式会社オン・デマンド・ティー
ビー

5,975 298

松竹株式会社 300,000 265

エキサイト株式会社 800 202

フリービット株式会社 333 156

株式会社イマジカ・ロボット・ホ
ールディングス

100,000 84

株式会社ナノ・メディア 300 64

その他（11銘柄） 25,642 104

小計 531,618 7,659

計 531,618 7,659



【債券】 

  

 
  

銘柄
券面総額
（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

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 1,180

小計 1,098 1,180

その他有価証券

UNITED GLOBAL CDO2 Ⅱ LIMITED 2,000 2,005

ジャックス 

コマーシャル・ペーパー
4,000 3,998

芙蓉総合リース 

コマーシャル・ペーパー
3,500 3,497

ダイヤモンドリース 

コマーシャル・ペーパー
4,000 3,996

センチュリー・リーシング・システム

コマーシャル・ペーパー
2,000 1,998

オリックス 

コマーシャル・ペーパー
2,000 1,997

小計 17,500 17,494

投資有価証券
満期保有目的の債
券

三井住友銀行 

期限付き劣後債
1,000 1,007

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

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

500 501

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 7,500 7,509



  

 
  

【その他】 

  

 
  

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 2,217

RABOBANK 

ユーロMTN債
2,000 1,493

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 1,766

SIGNUM LIMITED 2004-3 

ユーロMTN債
1,000 1,020

AIG-FP MATCHED FUNDING CORP  

ユーロMTN債
1,000 995

DEPFA BANK EUROPE PLC 

パワーデュアルリバースフローター

債

1,000 910

AIG-FP MATCHED FUNDING CORP 

ユーロMTN債
1,000 691

NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 

USDリンク・パワードリバースデュ

アル債

1,000 886

小計 12,000 9,981

計 38,098 36,164

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

2,016百万口 2,016

小計 2,016百万口 2,016

投資有価証券 その他有価証券

マルチメディア放送企画LLC合同会
社

－ 6

小計 － 6

計 － 2,022



【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。 

     ・機械及び装置は、プレイアウト設備の更新によるものであります。 

     ・建設仮勘定は、プレイアウト設備の更新、ハイビジョン放送設備増設及び番組情報登録システムによるも

      のであります。 

    ２ 「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。 

  

  

  

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 2,858 37 73 2,822 1,294 189 1,527

 機械及び装置 13,260 2,722 701 15,281 5,060 2,066 10,220

 車両運搬具 3 - - 3 1 0 1

 工具、器具及び 
 備品

1,041 74 125 991 610 114 380

 建設仮勘定 132 2,752 2,368 516 - - 516

有形固定資産計 17,296 5,586 3,267 19,614 6,967 2,370 12,647

無形固定資産

 商標権 15 - - 15 8 1 6

 ソフトウェア 3,760 730 934(259) 3,557 2,587 503 970

 電話加入権 2 - - 2 - - 2

無形固定資産計 3,778 730 934(259) 3,575 2,595 505 979

長期前払費用 1,255 420 41 1,634 1,010 505 624



【引当金明細表】 

  

 
(注) 1. 貸倒引当金のその他の当期減少額は、洗替取崩額であります。 

2． 賞与引当金のその他の当期減少額は、実際の支給額との差額であります。 

  

  

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1) 334 1,395 203 22 1,504

賞与引当金      (注2) 215 219 197 17 219

オフィス移転費用引当金 － 240 － － 240

役員退職慰労引当金 17 － 10 － 6



(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 10,561

定期預金 4,000

外貨建普通預金 10

郵便貯金 363

計 14,935

合計 14,936

相手先 金額（百万円）

株式会社ペイ・パー・ビュー・ジャパン 898

株式会社ジェイ・スポーツ・ブロードキャスティング 342

ジュピターサテライト放送株式会社 207

株式会社フジテレビジョン 203

株式会社スター・チャンネル 201

その他 5,134

合計 6,987

 

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

6,810 79,662 79,485 6,987 91.9 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 5,322

合計 5,322

区分 金額（百万円）

ICカード 352

販売促進物 72

その他 13

合計 439

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

日活株式会社 1,590

その他 1,408

合計 19,581



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）

社団法人 日本プロサッカーリーグ 3,255

株式会社電通 1,729

株式会社データネットワークセンター 1,528

株式会社スカパー・マーケティング 394

株式会社ペイ・パー・ビュー・ジャパン 264

その他 2,960

合計 10,132

区分 金額（百万円）

株式会社ペイ・パー・ビュー・ジャパン 685

株式会社ジェイ・スポーツ・ブロードキャスティング 549

株式会社スター・チャンネル 351

株式会社フジテレビジョン 350

ジュピターサテライト放送株式会社 333

その他 6,644

合計 8,915



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

 
（注）株式移転により株式移転設立完全親会社の設立の日（平成19年4月2日）に、当社の株主は、株式移転設立完全

親会社であるスカパーJSAT株式会社１名となることから、基準日に関する規定はその必要性を失うため、平成

19年2月9日開催の臨時株主総会において、基準日制度を廃止することとし、定款に定めていた基準日に関する

規定を削除することを決議いたしました。従いまして、当社の平成19年3月31日に終了する事業年度に係る定時

株主総会において議決権を行使することができる株主は、スカパーJSAT株式会社1社となります。 

事業年度 4月1日から3月31日まで

定時株主総会 6月中

基準日（注） ―

株券の種類 1株券、10株券、100株券の3種類

剰余金の配当の基準日 9月30日、3月31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

  名義書換手数料 無料

  新券交付手数料 印紙税相当額

単元未満株式の買取り

  取扱場所 ―

  株主名簿管理人 ―

  取次所 ―

  買取手数料 ―

公告掲載方法 日本経済新聞

株主に対する特典 なし



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社には、証券取引法第24条の7第1項に規定する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12期(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) 平成18年6月27日関東財務局長に提出

  

(2) 有価証券報告書の訂正報告書 

事業年度 第12期(自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) 平成18年8月30日関東財務局長に提出

  

(3) 臨時報告書 

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（新株予約権

の割当）の規定に基づくもの 平成18年8月30日関東財務局長に提出 

  

(4) 臨時報告書の訂正報告書 

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18年9月29日関東財務局長に提出 

  

(5) 半期報告書 

事業年度 第13期中(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) 平成18年12月21日関東財務局長に

提出 

  

(6) 臨時報告書 

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6号の3（株式移転の

決定）の規定に基づくもの 平成19年1月22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１９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１８年４月１日から平成１９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、連結株主資本等変

動計算書、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１９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されているとおり、平成１９年４月２日に会社及びジェイサット株式会社の完全親

会社となる「スカパーＪＳＡＴ株式会社」が設立された。 

  

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

   
  

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。



独立監査人の監査報告書 
 
  

  

平成１９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１８年４月１日から平成１９年３月３

１日までの第１３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び

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１９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されているとおり、平成１９年４月２日に会社及びジェイサット株式会社の完全親

会社となる「スカパーＪＳＡＴ株式会社」が設立された。 

  

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 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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