
第 ２４ 期 

計  算  書  類 

自 平成２８年 ４月   １日 

至 平成２９年 ３月 ３１日 

住所  東京都渋谷区富ケ谷１丁目 16 番４号 

社名  株式会社 放送衛星システム 
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  金　　額   金　　額

13,828,425 5,627,152

現金及び預金 9,168,364 1年以内に返済する

売掛金 923,846 予定の長期借入金 4,120,000

有価証券 3,100,000 未払金 673,445

貯蔵品 498,462 未払法人税等 610,869

前払費用 70,222 未払事業所税 2,128

繰延税金資産 60,638 未払費用 220,631

その他 8,369 その他 77

貸倒引当金 △ 1,480

  

固定資産 46,635,486 固定負債 26,619,377

有形固定資産 44,161,922 長期借入金 24,280,000

建物 1,955,356 預り保証金 1,059,289

建物附属設備 1,948,757 退職給付引当金 76,442

構築物 1,362,157 金利スワップ債務 1,203,645

放送衛星 45,182,058

機械及び装置 20,368,408   

工具器具備品 916,782 　　負 債 合 計 32,246,530

減価償却累計額 △ 44,081,637

土地 193,748   金　　額

建設仮勘定 16,316,290 株主資本 29,052,470

  資本金 15,000,000

無形固定資産 62,145

電話加入権 3,046 利益剰余金 14,052,470

ソフトウェア 58,940 利益準備金 298,500

その他 158 その他利益剰余金 13,753,970

  　 　 繰越利益剰余金 13,753,970

投資その他の資産 2,411,418

投資有価証券 1,500,000 評価・換算差額等 △ 835,089

敷金 29,623 　 繰延ヘッジ損益 △ 835,089

長期前払費用 351,810

繰延税金資産 529,984

       純 資 産 合 計 28,217,381

      資  産  合  計 60,463,911     負債及び純資産合計 60,463,911

＜純 資 産 の 部＞ 

科　　目

＜負　債　の　部＞＜資　産　の　部＞

科　　目 科　　目

貸 　借 　対　 照 　表

（単位　千円）

株式会社 放送衛星システム

流動資産 流動負債

平成２９年３月３１日現在
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8,318,755

ｱｯﾌﾟﾘﾝｸ・ＥＰＧ受託収入 3,595,402

管制・運用業務受託収入 80,000 11,994,157

8,179,232

　売上総利益金額 　 3,814,925

　 583,697

　営業利益金額 　 3,231,228

営業外収益 　

70

有価証券利息 20,517

1,502 22,090

営業外費用

726,185

3,000

1,848 731,033

経常利益金額 2,522,285

税引前当期純利益金額  2,522,285

  　

798,239

△ 15,195 783,043
 当期純利益金額 1,739,241

  　

損 　益 　計　 算 　書

株式会社 放送衛星システム

（単位　千円）

法人税等調整額

受取利息

雑収入

支払利息

雑損失

支払手数料

自　平成２８年４月　１日

至　平成２９年３月３１日

科　　目 金　　　　額

法人税、住民税及び事業税

売上高

基幹放送局提供収入

売上原価

販売費及び一般管理費
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当期首残高 15,000,000 247,500 12,575,729 12,823,229 27,823,229 △ 1,083,072 26,740,156

当期変動額

　剰余金の配当 - △ 510,000 △ 510,000 △ 510,000 △ 510,000

  利益準備金の
  積立て

51,000 △ 51,000 - - -

　当期純利益 1,739,241 1,739,241 1,739,241 1,739,241

　株主資本以外の
  項目の当期変動

247,983 247,983

  額（純額）

当期変動額合計 - 51,000 1,178,241 1,229,241 1,229,241 247,983 1,477,224

15,000,000 298,500 13,753,970 14,052,470 29,052,470 △ 835,089 28,217,381

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自　平成２８年４月　１日

至　平成２９年３月３１日

　株式会社 放送衛星システム

（単位 千円）

株 主 資 本 評価・換算差額等

純資産合計
資 本 金

利益剰余金

当期末残高

株主資本合計 繰延ヘッジ損益
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金
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個  別  注  記  表 
   

   

 

 

 株式会社 放送衛星システム 

 

 

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

(１) 資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

満期保有目的の債券： 償却原価法（定額法） 

②デリバティブ等 

原則として時価法によっております。 

当社が行っているデリバティブ取引は、ヘッジを目的として実行したものであります。 

③たな卸資産 

貯蔵品：総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法

により算定） 

 (２) 固定資産の減価償却の方法 

   ①有形固定資産：定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物………… １７～３８年 

建物附属設備… ８～１８年 

構築物……… １０～６０年 

放送衛星……    １３年 

機械及び装置… ６～ ９年 

工具器具備品… ３～１５年 

   ②無形固定資産：定額法を採用しております。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（５年）に基づく定額法を採用しております。 

(３) 引当金の計上基準 

      ①貸倒引当金 

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権につきましては、過去の貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権につきましては、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。 

②退職給付引当金 

   将来の退職金の支払いに備えるため、退職手当支給規程に基づく期末自己都合要支給額を引当 

計上しております。 

(４) 放送衛星等の調達に要する借入資本の利息の処理方法 

稼動前の期間に属するものは、取得原価に算入しております。なお、当事業年度に建設仮勘

定に計上した支払利息は 33,950 千円となります。 

(５) ヘッジ会計の方法 

ヘッジ会計の方法： 繰延ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップのうち特例

処理の要件を満たしている取引につきましては、特例処理を採用す

ることとしております。 

 

 

 

自  平成２８年 ４月 １日 

至  平成２９年 ３月 ３１日 
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ヘッジ手段とヘッジ対象： 当事業年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は

次のとおりであります。 

ヘッジ手段……金利スワップ 

ヘッジ対象……借入金 

ヘッジ方針: 金利リスクの低減のため、対象資産、対象負債の範囲内でヘッジを行ってお

ります。 

なお、ヘッジ取引の実行に際しましては取締役会での承認を受けております。 

ヘッジ有効性評価の方法： 金利スワップについては、ヘッジ対象のキャッシュフロー変

動の累計と、ヘッジ手段のキャッシュフロー変動の累計を比

較し、その変動額の比率によって有効性を判断しております。 

(６) 消費税等の会計処理方法 

税抜き方式を採用しております。 

(７) 千円単位（未満切捨て）としております。 

 

２．貸借対照表に関する注記 

(１) 担保に供している資産及び担保付債務 

                              （千円） 

担保に供している資産 
担保権によって担保されてい

る債務 

 種 類  期末残高  内 容  期末残高 

売掛金 631,587 長期借入金 28,400,000 

＊長期借入金には、1 年以内に返済する予定の長期借入金を含みます。 

＊上記以外に人工衛星保険契約に基づく保険金支払請求権を担保に供しております。 

 

 (２）関係会社に対する金銭債権債務 

                          (千円) 

 売掛金 未払金 

日本放送協会 100,011 7,994 

㈱ＷＯＷＯＷ 139,938 - 

 

３. 損益計算書に関する注記  

  関係会社との取引高 

   関係会社との取引高は次のとおりであります。 

                              (千円) 

 売上高 その他営業取引高 

日本放送協会 1,025,862 438,011 

㈱ＷＯＷＯＷ 1,554,868 34,359 

 

４. 株主資本等変動計算書に関する注記 

(１) 事業年度の末日における発行済株式の種類及び数 

      発行済株式   普通株式   300,000 株 

(２) 事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項   

・ 配当金の総額   510,000 千円 

・ 配当の原資   利益剰余金 

・ １株当たりの配当金額 1,700 円 
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(３) 事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項 

  平成２９年６月２９日開催第２４回定時株主総会に、次のとおり付議する予定であります。 

・ 配当金の総額   450,000 千円 

・ 配当の原資   利益剰余金 

・ １株当たりの配当金額 1,500 円 

 

 

５. 税効果会計に関する注記 

  繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

            

（繰延税金資産）  

 未払費用 17,310 千円 

 金利スワップ債務  368,556 千円 

 退職給付引当金 23,418 千円 

 シンジケートローン組成手数料 120,896 千円 

 減損損失 17,097 千円 

 未払事業税  42,214 千円 

 その他  1,129 千円 

 繰延税金資産合計  590,623 千円 

   

  

 

６. 金融商品に関する注記 

 (１) 金融商品の状況に関する事項 

① 金融商品に対する取組方針 

当社は、資金運用については短期的な銀行預金等の資金運用を原則とし、長期資金運用方針

は役員会付議事項としています。また、資金調達については銀行借入による方針です。デリ

バティブは、借入金の金利変動リスク、外貨建て取引の為替リスクを回避するために利用し、

投機的な取引は行いません。 

 

② 金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。売掛金回収状況については

月次で売掛金回収報告により管理しております。 

満期保有目的の債券は、長期資金運用方針に従い、格付の高い債券のみを対象としているた

め、信用リスクは僅少であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7



（２）金融商品の時価等に関する事項 

平成２９年３月３１日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

おりです。 

 （千円） 

 貸借対照表計上額 時  価 差  額 

① 現金及び預金 

② 売掛金 

③ 有価証券及び投資有価証券 

満期保有目的の債券 

9,168,364 

923,846 

 

4,600,000 

9,168,364 

923,846 

 

4,613,627 

-  

-  

 

13,627 

④ 未払金 

⑤ 未払法人税等 

⑥ 長期借入金 

673,445 

610,869 

28,400,000 

673,445 

610,869 

28,400,000 

-  

-   

-   

⑦ デリバティブ取引 △1,203,645 △1,203,645 -  

（注1） 長期借入金には、1 年以内に返済する予定の長期借入金を含みます。 

（注2） デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正 

味の債務となる項目については△を付して示しております。 

（注3） 預り保証金（貸借対照表計上額 1,059,289 千円）は契約の解約時期の見積もりが困 

難であり、将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握すること

が極めて困難と認められるため、上記表には含めておりません。 

 

①  現金及び預金、並びに②売掛金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっています。 

 

③ 有価証券及び投資有価証券 

有価証券及び投資有価証券の時価については、取引先金融機関から提示された価格等によっ

ています。 

 

④ 未払金、並びに⑤未払法人税等 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっています。 

 

⑥ 長期借入金 

長期借入金の時価については、変動金利の借入であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ

とから、当該帳簿価額によっています。なお、金利変動リスクに対しては金利スワップによ

るヘッジを実施しておりますが、特例処理ではないため別途、デリバティブ取引の時価評価

の対象としております。 

 

⑦ デリバティブ取引 

ヘッジ会計が適用されていないもの： 該当するものはありません。 

ヘッジ会計が適用されているもの： 決算日における契約額又は契約において定められた元

本相当額等は、次のとおりです。 

 （千円） 

ヘッジ会計

の方法 

デリバティブ取

引の種類等 

主なヘッジ 

対象 

契約額等 時価 当該時価の算定方

法  うち 1 年超 

原則的処理

方法 

金利スワップ 長期借入金 23,400,000 20,280,000 △1,203,645 取引先金融機関か

ら提示された価格

等によっている。 
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７. 関連当事者との取引に関する注記 

 (１) 取引の内容    

                                         (千円) 

  

 (２) 取引条件の決定方針 

売上高の各項目につきましては、設備の取得経費及び運用経費他を勘案し、一般的取引条件を 

参考に決定しております。 

  

８. １株当たり情報に関する注記 

 (１) １株当たりの純資産額      94,057 円 94 銭 

 (２) １株当たりの当期純利益金額    5,797 円 47 銭 

 

 

９．重要な後発事象に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

 

 会社等の名称 
事業の 

内容 

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 科目 期末残高 

そ
の
他
の
関
係
会
社 

日本放送協会 放送業 
被所有 

直接 49.9％ 

兼任役員 4 人 

放送衛星の利

用等 

 売上高  

基幹放送局提供収入 

ｱｯﾌﾟﾘﾝｸ・EPG 収入 

 

816,520 

209,342 

売掛金 100,011  

㈱ＷＯＷＯＷ 放送業 
被所有 

直接 19.6％ 

出向役員 1 人 

兼任役員 3 人 

放送衛星の利

用等 

 売上高   

基幹放送局提供収入 

ｱｯﾌﾟﾘﾝｸ・EPG 収入 

 

1,058,400 

496,468 

売掛金 139,938  
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