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１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 無 

 ② 最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 有 
 

２．平成 18年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成 17 年４月１日～平成 17年 12 月 31 日） 

 (１) 経営成績の進捗状況            (注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

 
営 業 収 益 営 業 利 益 経 常 利 益 

四半期（当期） 

純 利 益 

 

18 年３月期第３四半期 

17 年３月期第３四半期 

百万円  ％

34,373（   3.1）

33,337（   4.7）

百万円  ％

8,024（  36.0）

5,902（  16.4）

百万円  ％ 

8,026（  33.4） 

6,018（  18.6） 

百万円  ％

4,880（  28.2）

3,807（  22.7）

(参考) 1 7 年３月期 44,582 7,711 7,861 5,028 
 

 

 

１株当たり四半期

（当期）純利益 

潜 在 株 式 調 整 後 １ 株 当 た り 

四 半 期 （ 当 期 ） 純 利 益 

 

18 年３月期第３四半期 

17 年３月期第３四半期 

円 銭

17,848  85 

27,853  84 

円 銭

－ 

－ 

(参考) 1 7 年３月期 36,714  70 － 

(注）1．営業収益、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 

   2．期中平均株式数 18年３月期第３四半期 273,420株 17年３月期第３四半期 136,710株 17年３月期 136,710株 

3．平成 16 年 11 月 22 日付及び平成 17 年９月 22 付で株式分割（１株につき２株の割合で分割）を実施しております。 

4．１株当たり四半期（当期）純利益の算定にあたっては、期中平均株式数を用いております。なお、期中平均株式数について

は、株式分割が期首に行われたものとして計算しております。 
 
 (２) 財政状態の変動状況 
 

 総 資 産 株 主 資 本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 

18 年３月期第３四半期 

17 年３月期第３四半期 

百万円

29,183 

25,060 

百万円

22,504 

17,148 

％ 

77.1 

68.4 

円 銭

82,307  71 

125,438  27 

(参考) 1 7 年３月期 26,348 18,396 69.8 134,494  90 

(注）1．期末発行済株式数 18年３月期第３四半期 273,420株 17年３月期第３四半期 136,710株 17年３月期 136,710株 

2．期末自己株式数  18年３月期第３四半期    － 株 17年３月期第３四半期    － 株 17年３月期    － 株 
 
【キャッシュ・フローの状況】 

 

 
営 業 活 動 に よ る

キャッシュ・フロー

投 資 活 動 に よ る

キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物

期 末 残 高

 

18 年３月期第３四半期 

17 年３月期第３四半期 

百万円

6,459 

5,836 

百万円

△5,337 

△1,868 

百万円 

△2,060 

△1,764 

百万円

4,461 

4,003 

(参考) 1 7 年３月期 8,862 △2,824 △2,437 5,400 
 
３．平成 18年３月期の業績予想（平成 17 年４月１日～平成 18年３月 31日） 

 

 営 業 収 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 

 

通    期 

百万円

46,000 

百万円

9,400 

百万円

5,900 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）21,578 円 52 銭

(注）1．上記予想は、本資料の決算発表日現在で入手可能な情報を基にしており、これらは経済環境、競争状況などの不確実な要因

の影響を受けます。従って、実際の業績は、今後様々な要因によって異なることがあります。なお、業績予想に関する事項に

つきましては、本資料２ページをご参照ください。 

2．平成 17 年９月 22 日をもって普通株式１株を２株の割合で分割しております。 

3．１株当たり予想当期純利益の算定にあたっては、予定期中平均株式数を用いております。なお、予定期中平均株式数につい

ては、株式分割が期首に行われたものとして計算しております。 
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１．経営成績及び財政状態 

 

(1）経営成績 

① 当期の概況 

当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、企業収益が改善し、個人消費の増加や株価の上昇など、景気

は緩やかに回復しております。また、当社業務区域の沖縄県の経済も、観光が引き続き好調に推移し、個人消

費も底堅く、景気は回復を続けております。 

この間、国内携帯電話業界（PHSを除く）におきましては、全国の平成17年12月末のご契約数が90,177千

契約（前年期末比3,180千契約増）、沖縄県では830千契約（前年期末比22千契約増）となり、携帯電話市場

の成熟化が進展する中、地上波デジタルテレビ放送対応や電子決済機能など付加価値の高い携帯電話端末の投

入や、新サービス・新料金プランの提供など事業者間のお客様獲得に向けた競争は一層厳しさを増しておりま

す。 

このような情勢のもと、当社ではブロードバンドケータイ「CDMA 1X WIN」の各料金プランについて、より

割安にご利用いただけるように改定するとともに、「年割」について、従来ご契約６年目以降は固定していた

割引率を 11 年目まで段階的に拡大いたしました。「CDMA 1X」では新料金プランの「サポートプラン」をご契

約の小中学生及び60歳以上のお客様について、「年割」と「家族割」をご契約いただくことで、基本使用料が

1,500 円（税込 1,575 円）でご利用いただける「家族割ワイドサポート」を導入いたしました。さらに「家族

割」をご契約いただける回線数の上限を６回線から 10 回線に拡大したほか、本年２月より、基本使用料の割

引率を法人のお客様には最大で約 51％に、｢年割｣と｢家族割｣を併用されている個人のお客様にも最大で 50％

まで拡大することを発表するなど、今後も幅広い層のお客様に安心してご利用いただけるような料金体系を目

指してまいります。 

サービス面では、国際ローミングサービス「GLOBAL PASSPORT（グローバルパスポート）」においては、既に

日本人の海外渡航先約 75％をカバーしております音声通話サービスにマカオを追加したほか、Ｅメールや

EZweb 等のデータローミングサービスも韓国に続いてタイ、台湾、中国、グアム、サイパンでもご利用いただ

けるようになりました。また、テレビの視聴と通信機能を組み合わせ、新しい感覚でテレビを楽しめる「EZ テ

レビ」や、待受画面上に自動的に最新ニュースが配信されるのに加え、天気、占い、乗換の閲覧が簡単にでき

る「EZ QUICK」を提供いたしました。このほか、最大５人までリアルタイムでチャットやおしゃべりがお楽し

みいただける「Hello Messenger」や、ＧＰＳ衛星の位置情報を利用した業界初の助手席向けカーナビゲーシ

ョンサービス「EZ 助手席ナビ」、並びに電子マネー、会員証といった各種サービスをご利用いただける「EZ 

FeliCa」サービスの提供などにより、携帯電話がお客様のあらゆるご利用シーンに密着した「生活インフラ」

となるよう推進してまいりました。 

地元向けサービスとしては、インディーズから民謡、島うたまで幅広いジャンルの沖縄の楽曲がダウンロー

ドできる「あちFUN音楽堂フル」を提供いたしました。また、当社サービスの認知拡大や利用促進のプロモー

ションキャラクターとして「ａｕシカ」を採用し、今後も継続的に展開して参ります。 

携帯電話端末の新ラインナップとしては、パソコンに取り込んだ音楽ＣＤやネット配信楽曲も転送して再生

が可能なオーディオケータイをはじめ、決まった相手にすぐ電話できる「ワンタッチボタン」がついた簡単ケ

ータイ、地上波デジタルテレビの｢ワンセグ｣放送サービスに対応した端末、第３世代携帯電話では業界で最小

最軽量を実現したシンプル＆スマートケータイなど魅力ある携帯電話端末を新たに投入いたしました。 

また、お客様のご利用金額が一定額を超過した場合に、ご要望に応じてＥメールでお知らせすることに加え、

通話及びパケット通信の発信規制を行うなど「料金安心サービス」の機能拡充を行いました。これによりお客

様は通話料金やパケット通信料金を使いすぎることなく、安心して携帯電話をご利用いただくことが可能とな

ります。このほか、安全対策への取り組みが全国的に広がる中、児童をもつ父兄を対象に、お子さまの安全確

保に役立つＧＰＳ携帯電話のご利用方法などを説明した「冬休みお子さま安全対策講座」を開催いたしました。 

これらの様々な施策を実施した結果、平成17年12月末のご契約数は415千契約（前年期末比11千契約増）、

県内における当社のご契約累計シェアは50.0％となりました。 
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以上の結果、当第３四半期会計期間の損益状況は、営業収益は電気通信事業営業収益で27,417,206千円（前

年同期比4.3％増）、附帯事業営業収益で6,955,834千円（前年同期比1.3％減）※注、営業収益合計は34,373,040

千円（前年同期比3.1％増）※注となりました。経常利益につきましては8,026,948千円（前年同期比33.4％増）、

四半期純利益は4,880,231千円（前年同期比28.2％増）となりました。 

 

※注 「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更（営業外収益の計上区分の変更）」に記

載した会計処理方法変更前（前期同基準）の附帯事業営業収益は対前年同期比3.3％減の6,813,567千

円、営業収益合計は対前年同期比2.7％増の34,230,774千円となります。 

 

② 通期の見通し 

わが国経済は、原油価格の動向に留意する必要があるものの、企業部門の好調さが家計部門に波及し

ており、今後も国内民間需要に支えられた景気回復が続くものと見込まれます。 

国内携帯電話業界におきましては、市場が成熟する中で、事業者を変えても電話番号がそのまま使え

る番号ポータビリティ（ＭＮＰ）の導入を控え、既存のお客様も含めた事業者間の顧客獲得競争はます

ます熾烈なものになると予想されます。 

このような情勢のもと、当社は引き続き、ご契約いただいているお客様をはじめあらゆるステークホ

ルダーの満足度を高める「トータル カスタマー サティスファクション（ＴＣＳ）」活動を一層推進し、

KDDI グループとの強力な連携のもと、商品力の強化と質の高いサービスの提供を行い、ブランド力の強

化に努めてまいります。さらに、効率的な設備投資を行うことにより、財務体質の強化を図り、経営全

般にわたる経費の効率化と更なる業務の合理化に努め、企業収益の確保と競争力のある経営基盤を築き、

電気通信事業を通して地域社会の発展に貢献すべく、全社を挙げて取り組んでまいります。 

また、従来からお客様情報については厳格に管理してまいりましたが、昨年４月に個人情報保護法が

施行されたことにより、さらにその体制を整備強化し、コンプライアンスの徹底を推進してまいります。 

通期業績予想につきましては、ARPU（お客様一人当たりの平均月間収入）の好調な推移と経営全般に

わたる経費の効率的運用により、昨年10月20日に公表した通期業績予想を上方修正いたします。 

 

 
前回発表予想（Ａ） 

（平成17年10月20日公表） 

今回修正予想 

（Ｂ） 

増減額 

（Ｂ―Ａ） 

増減率 

（％） 

（ご参考） 

前年通期実績

営業収益 454億円 460億円 6億円 1.3 445 億円 

経常利益 81億円 94億円 13億円 16.0 78億円 

当期純利益 51億円 59億円 8億円 15.7 50億円 

 

 

(2）財政状態 

当第３四半期会計期間における現金及び現金同等物は、法人税等の支払額の増加および関係会社短期貸付金

の支出、配当金の支払額の増加等の要因により一部相殺されたものの、税引前四半期純利益が 2,008,890 千円

（前年同期比33.4％増）増加したこと等により、前第３四半期会計期間末に比べ458,055千円（前年同期比

11.4％増）増加し、当第３四半期会計期間末には4,461,461千円となりました。 

また、当第３四半期会計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加や、たな卸資産の増加および法人税等の支払額の

増加等があったものの、税引前四半期純利益が大幅に増加したこと等の要因により、前第３四半期会計期間と

比較して623,193千円(前年同期比10.7％増)増加し6,459,787千円の収入となりました。 
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に親会社であるＫＤＤＩ株式会社への短期貸付金の支出により、

前第３四半期会計期間と比較して 3,469,724 千円(前年同期比 185.7％増)支出が増加し 5,337,725 千円の

支出となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、主に配当金の支払額の増加により、前第３四半期会計期間と比較

して296,430千円(前年同期比16.8％増)支出が増加し2,060,614千円の支出となりました。 

 (3）事業等のリスク 

当社が事業を遂行している限り、種々のリスクが伴います。当社におきましては、これらのリスクの発

生を防止、分散することにより、リスクの徹底的な軽減を図っております。 

しかし、例えば、他の事業者や他の技術との競争下において、当社の期待通りの需要が存在し契約数を

維持拡大できるかどうか、通信の秘密及び個人情報・顧客情報の保護を遵守できるかどうか、電気通信に

関する法律、規制の変更または政策決定が当社の利益を損なわないかどうか、また、予想を上回る事業の

拡大に対して適切かつ十分な人材の確保及び育成を行うことができるかどうか、さらには、自然災害等に

よるシステム障害、当社の親会社である KDDI 株式会社が、他の株主の利益に反する影響力を行使するこ

とがあり得ることなどの事項が存在し、当社の財政状態および業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 
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２．(1)比較四半期貸借対照表（資産の部） 
 

（単位：千円） 

前第３四半期会計期間末
 

(平成16年12月31日現在)

当第３四半期会計期間末
 

(平成17年12月31日現在)
増 減 額 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年３月31日現在)

期  別 
 
 
 
科  目 金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 金 額 金 額 構 成 比

（資産の部） ％ ％  ％

Ⅰ 固定資産   

Ａ 電気通信事業固定資産   

(1）有形固定資産 ※1  

１．機械設備  7,887,127 6,846,729 △1,040,397 8,275,193

２．空中線設備  2,925,441 3,062,054 136,613 3,141,260

３．市外線路設備  3,683 3,060 △622 3,527

４．土木設備  39,869 37,997 △1,871 39,401

５．建物  1,712,981 1,596,375 △116,605 1,658,512

６．構築物  300,223 295,364 △4,859 318,403

７．機械及び装置  41 40 △0 40

８．工具、器具及び備品  103,959 91,357 △12,601 100,969

９．土地  391,106 391,106 － 391,106

10．建設仮勘定  327,460 788,360 460,900 283,948

有形固定資産合計  13,691,893 54.6 13,112,445 44.9 △579,447 14,212,363 53.9

(2）無形固定資産   

１．施設利用権  122,754 111,010 △11,744 119,818

２．ソフトウェア  29,027 22,279 △6,747 25,682

３．借地権  2,000 2,000 － 2,000

４．電話加入権  7,102 4,360 △2,742 4,360

無形固定資産合計  160,885 0.7 139,650 0.5 △21,234 151,861 0.6

電気通信事業固定資産合計  13,852,778 55.3 13,252,096 45.4 △600,682 14,364,224 54.5

Ｂ 附帯事業固定資産   

(1）有形固定資産 ※1 99 50 △49 87

(2）無形固定資産  676 414 △261 611

附帯事業固定資産合計  776 0.0 465 0.0 △311 698 0.0

Ｃ 投資その他の資産   

１．投資有価証券  139,990 280,470 140,480 184,450

２．長期前払費用  193,637 168,162 △25,475 194,783

３．繰延税金資産  408,551 391,407 △17,143 396,589

４．敷金・保証金  124,347 121,700 △2,647 124,356

５．その他の投資及びその他の資産  66,965 63,575 △3,389 65,916

貸倒引当金  △69,342 △66,002 3,339 △68,293

投資その他の資産合計  864,149 3.4 959,313 3.3 95,163 897,803 3.4

固定資産合計  14,717,704 58.7 14,211,875 48.7 △505,829 15,262,726 57.9

Ⅱ 流動資産   

１．現金及び預金  4,003,405 4,461,461 458,055 5,400,014

２．売掛金  4,140,362 4,318,234 177,872 4,082,980

３．未収入金  707,187 1,028,581 321,393 885,150

４．貯蔵品  1,426,735 1,023,515 △403,219 614,211

５．前払費用  62,819 86,898 24,079 51,287

６．繰延税金資産  147,917 163,704 15,787 219,230

７．関係会社短期貸付金  － 4,001,957 4,001,957 －

８．その他の流動資産  418 280 △138 20

貸倒引当金  △146,254 △113,320 32,933 △167,114

流動資産合計  10,342,592 41.3 14,971,314 51.3 4,628,721 11,085,779 42.1

資産合計  25,060,296 100.0 29,183,189 100.0 4,122,892 26,348,506 100.0
   
(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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２．(1)比較四半期貸借対照表（負債・資本の部） 
 

（単位：千円） 

前第３四半期会計期間末
 

(平成16年12月31日現在)

当第３四半期会計期間末
 

(平成17年12月31日現在)
増 減 額 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年３月31日現在)

期  別 
 
 
 
科  目 金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 金 額 金 額 構 成 比

（負債の部） ％ ％  ％

Ⅰ 固定負債   

１．社債  562,500 187,500 △375,000 375,000

２．長期借入金  391,090 － △391,090 177,940

３．退職給付引当金  70,085 43,658 △26,427 63,808

４．ポイントサービス引当金  782,334 914,259 131,925 816,701

５．その他の固定負債  44,000 182,267 138,267 93,833

固定負債合計  1,850,010 7.4 1,327,685 4.6 △522,324 1,527,282 5.8

Ⅱ 流動負債   

１．１年以内に期限到来の固定負債  1,906,604 766,090 △1,140,514 1,647,358

２．買掛金 ※２ 838,651 693,301 △145,350 571,483

３．未払金 ※２ 1,978,645 1,941,314 △37,331 2,103,010

４．未払費用  83,434 80,799 △2,634 120,167

５．未払法人税等  1,153,672 1,747,200 593,527 1,868,315

６．前受金  39,027 32,572 △6,455 34,500

７．預り金  24,445 50,731 26,286 6,239

８．賞与引当金  37,140 38,920 1,780 73,850

流動負債合計  6,061,621 24.2 5,350,930 18.3 △710,691 6,424,925 24.4

負債合計  7,911,631 31.6 6,678,615 22.9 △1,233,015 7,952,207 30.2

（資本の部）  

Ⅰ 資本金  1,414,581 5.6 1,414,581 4.8 － 1,414,581 5.4

Ⅱ 資本剰余金   

１．資本準備金  1,614,991 1,614,991 － 1,614,991

資本剰余金合計  1,614,991 6.4 1,614,991 5.5 － 1,614,991 6.1

Ⅲ 利益剰余金   

１．利益準備金  64,425 64,425 － 64,425

２．任意積立金   

別途積立金  10,000,000 13,800,000 3,800,000 10,000,000

３．四半期（当期）未処分利益  4,032,963 5,504,303 1,471,339 5,253,831

利益剰余金合計  14,097,389 56.3 19,368,729 66.4 5,271,339 15,318,257 58.1

Ⅳ その他有価証券評価差額金  21,703 0.1 106,272 0.4 84,568 48,468 0.2

資本合計  17,148,665 68.4 22,504,574 77.1 5,355,908 18,396,298 69.8

負債・資本合計  25,060,296 100.0 29,183,189 100.0 4,122,892 26,348,506 100.0
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２．(2)比較四半期損益計算書 
 

（単位：千円） 

前第３四半期会計期間
 

自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日 

当第３四半期会計期間
 

自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日 

増 減 額 

前事業年度の 
要約損益計算書 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

期  別 
 
 
 
科  目 金 額 百 分 比 金 額 百 分 比 金 額 金 額 百 分 比

経常損益の部 ％ ％  ％

（営業損益の部）  

Ⅰ 電気通信事業営業損益   

(1）営業収益  26,288,350 78.9 27,417,206 79.8 1,128,856 34,952,814 78.4

(2）営業費用  20,404,884 61.2 19,672,146 57.3 △732,738 27,307,218 61.3

１．営業費  11,276,582 10,936,269 △340,312 15,390,934

２．施設保全費  1,540,388 1,442,945 △97,443 2,011,699

３．管理費  686,752 762,624 75,871 896,032

４．減価償却費  2,180,957 1,981,637 △199,320 2,853,639

５．固定資産除却費  281,147 167,509 △113,638 383,353

６．通信設備使用料  4,160,653 4,092,306 △68,346 5,401,101

７．租税公課  278,401 288,853 10,451 370,457

電気通信事業営業利益  5,883,465 17.7 7,745,059 22.5 1,861,594 7,645,595 17.1

Ⅱ 附帯事業営業損益   

(1）営業収益  7,049,059 21.1 6,955,834 20.2 △93,225 9,629,340 21.6

(2）営業費用  7,030,370 21.1 6,676,242 19.4 △354,128 9,563,088 21.4

附帯事業営業利益  18,689 0.0 279,591 0.8 260,902 66,251 0.2

営業利益  5,902,154 17.7 8,024,651 23.3 2,122,497 7,711,847 17.3

（営業外損益の部）  

Ⅲ 営業外収益 ※１ 154,470 0.5 17,852 0.1 △136,618 199,508 0.4

Ⅳ 営業外費用 ※２ 38,566 0.1 15,555 0.0 △23,011 50,067 0.1

経常利益  6,018,058 18.1 8,026,948 23.4 2,008,890 7,861,288 17.6

税引前四半期（当期）純利益  6,018,058 18.1 8,026,948 23.4 2,008,890 7,861,288 17.6

法人税、住民税及び事業税  2,093,594 6.3 3,124,225 9.1 1,030,631 2,793,002 6.3

法人税等調整額  116,566 0.4 22,491 0.1 △94,074 39,520 0.1

四半期（当期）純利益  3,807,897 11.4 4,880,231 14.2 1,072,333 5,028,765 11.3

前期繰越利益  361,775 1,170,911 809,135 361,775

中間配当額  136,710 546,840 410,130 136,710

四半期（当期）未処分利益  4,032,963 5,504,303 1,471,339 5,253,831

   

(注)１．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

２．百分比は電気通信事業営業収益と附帯事業営業収益の合計を100％として算出しております。 



- 7 - 

２．(3)四半期キャッシュ・フロー計算書 
 

（単位：千円） 

 

前第３四半期会計期間 
自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日 

 

 

当第３四半期会計期間 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日 

 

 
前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー 

計算書 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

期  別 
 
 
 
 
科  目 

金 額 金 額 金 額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

 税引前四半期(当期)純利益  6,018,058 8,026,948 7,861,288 

 減価償却費  2,181,191 1,981,871 2,853,950 

 貸倒引当金の減少額  △41,524 △56,085 △21,712 

 退職給付引当金の減少額  △22,336 △20,149 △28,613 

 ポイントサービス引当金の増加額  94,132 97,558 128,499 

 賞与引当金の増減額（減少：△）  △34,260 △34,930 2,450 

 固定資産除却費  260,250 162,925 362,283 

 受取利息及び受取配当金  △2,669 △4,610 △2,708 

 支払利息  38,566 15,555 47,442 

 売上債権の増加額  △130,011 △235,254 △72,629 

 たな卸資産の増減額（増加：△）  △268,856 △409,304 535,452 

 仕入債務の増減額（減少：△）  77,000 121,817 △190,167 

 役員賞与の支払額  △9,400 △9,500 △9,400 

 その他増減額  8,435 72,944 △260,021 

 小計  8,168,578 9,709,786 11,206,114 

 利息及び配当金の受取額  2,669 4,610 2,708 

 利息の支払額  △36,460 △14,644 △47,775 

 法人税等の支払額  △2,298,192 △3,239,965 △2,298,200 

 営業活動によるキャッシュ・フロー  5,836,594 6,459,787 8,862,847 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

 有形固定資産の取得による支出  △1,711,814 △1,322,719 △2,678,421 

 有形固定資産の売却による収入  478 484 8,693 

 無形固定資産の取得による支出  △1,676 △5,823 △2,002 

 無形固定資産の売却による収入  － － 117 

 関係会社短期貸付金による支出  － △4,001,957 － 

 その他投資の返還による収入  1,181 3,136 20,564 

 その他投資の取得による支出  △156,169 △10,845 △173,363 

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,868,000 △5,337,725 △2,824,412 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

 長期借入金の返済による支出  △1,317,188 △1,059,208 △1,789,584 

 社債償還による支出  △187,500 △187,500 △375,000 

 配当金の支払額  △259,496 △813,906 △272,833 

 財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,764,184 △2,060,614 △2,437,417 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  － － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  2,204,409 △938,552 3,601,017 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,798,996 5,400,014 1,798,996 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高  4,003,405 4,461,461 5,400,014 

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

 
前第３四半期会計期間 
自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日 

 
当第３四半期会計期間 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日 

 
前事業年度 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

１．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、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

機械設備   ６～15年 

空中線設備  10～21年 

建物     ３～31年 

(1）有形固定資産 

同左 

(1）有形固定資産 

同左 

 (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。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

 (3）長期前払費用 

 定額法を採用しておりま

す。 

(3）長期前払費用 

同左 

(3）長期前払費用 

同左 

２．資産の評価基準及び評

価方法 

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 四半期決算日の市場価格

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）を採用し

ております。 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

(1）有価証券 

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）を採用してお

ります。 

時価のないもの 

同左 

 (2）たな卸資産 

貯蔵品 

移動平均法による原価法

(2）たな卸資産 

貯蔵品 

同左 

(2）たな卸資産 

貯蔵品 

同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権等の貸倒れによる損失

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勘

案し、回収不能見込額を計上

しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 
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項目 

 
前第３四半期会計期間 
自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日 

 
当第３四半期会計期間 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日 

 
前事業年度 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

 (2）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

退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当四半期会

計期間末において発生してい

ると認められる額を計上して

おります。 

 なお、過去勤務債務は、そ

の発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数

（14年）による定額法により

費用処理しております。 

 数理計算上の差異は、各事

業年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（14年）による定

額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌事業年度から費

用処理しております。 

(2）退職給付引当金 

同左 

(2）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末における

退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき計上しており

ます。 

なお、過去勤務債務は、そ

の発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数

（14年）による定額法により

費用処理しております。 

数理計算上の差異は、各事

業年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（14年）による定

額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌事業年度から費

用処理しております。 

 (3）ポイントサービス引当金 

 将来のポイントサービス

（「ポイントα」）の利用に

よる費用負担に備えるため、

利用実績率に基づき当事業年

度第４四半期以降に利用され

ると見込まれるポイントに対

する所要額を計上しておりま

す。 

(3）ポイントサービス引当金 

同左 

(3）ポイントサービス引当金 

将来のポイントサービス

（「ポイントα」）の利用に

よる費用負担に備えるため、

利用実績率に基づき翌事業年

度以降に利用されると見込ま

れるポイントに対する所要額

を計上しております。 

 (4）賞与引当金 

 従業員に対し支給する賞与

の支出に充てるため、支給見

込額基準により当四半期会計

期間負担額を計上しておりま

す。 

(4）賞与引当金 

同左

(4）賞与引当金 

従業員に対し支給する賞与

の支出に充てるため、支給見

込額基準により計上しており

ます。 

４．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。 

同左 同左 

５．四半期キャッシュ・フ

ロー計算書（キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 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、価値の変動について

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。 

同左 同左 
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項目 

 
前第３四半期会計期間 
自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日 

 
当第３四半期会計期間 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日 

 
前事業年度 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

６．その他四半期財務諸表

（財務諸表）作成のため

の基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜

方式によって処理しておりま

す。また、仮払消費税等及び預

り消費税等は相殺のうえ、未払

金に含めて表示しております。

なお、相殺後の未払消費税等

の金額は102,679千円でありま

す。 

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜

方式によって処理しておりま

す。また、仮払消費税等及び預

り消費税等は相殺のうえ、未払

金に含めて表示しております。

なお、相殺後の未払消費税等

の金額は203,154千円でありま

す。 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜

方式によっております。 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
 

前第３四半期会計期間 
自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日 

 
当第３四半期会計期間 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日 

 
前事業年度 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

（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（「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）

が平成16年３月31日に終了する事業年度

に係る財務諸表から適用できることに

なったことに伴い、当四半期会計期間か

ら同会計基準及び同適用指針を適用して

おります。これによる損益に与える影響

はありません。 

―――― 

 

―――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（営業外収益の計上区分の変更） 

従来、「各種料金の請求収納代理

業」、「電気通信設備及びこれに附帯す

る設備の賃貸業」に係る収益及び費用

は、営業外収益及び電気通信事業営業費

用に計上しておりましたが、当四半期会

計期間より、当該収益及び費用を附帯事

業営業収益及び附帯事業営業費用に計上

する方法に変更を行いました。 

これは、平成17年６月22日開催の定時

株主総会において定款の一部変更が承認

可決され、当該取引を新たな事業目的と

して定款に追加し、同取引を営業取引と

して行うこととしたために、変更したも

のであります。 

この変更により、従来と同一の方法に

よった場合と比べ、附帯事業営業収益及

び附帯事業営業費用はそれぞれ142,266

千円及び75,926千円増加し、営業外収益

及び電気通信事業営業費用はそれぞれ

142,266千円及び75,926千円減少しまし

た。また、電気通信事業営業利益は

75,926千円、附帯事業営業利益は66,339

千円、営業利益は142,266千円それぞれ

増加しましたが、経常利益、税引前四半

期純利益に与える影響はありません。 

（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（「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）

が平成16年３月31日に終了する事業年度

に係る財務諸表から適用できることに

なったことに伴い、当事業年度から同会

計基準及び同適用指針を適用しておりま

す。これによる損益に与える影響はあり

ません。 

―――― 
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表示方法の変更 
 

前第３四半期会計期間 
自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日 

 
当第３四半期会計期間 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日 

電気通信事業会計規則の改正に伴い、前第３四半期会計期間

において区分掲記しておりました電気通信事業営業損益の「音

声伝送収入」「データ伝送収入」は、当第３四半期会計期間よ

り「営業収益」として表示しており、「法人税等」については

当第３四半期会計期間より「法人税、住民税及び事業税」とし

て表示しております。 

なお、電気通信事業営業損益の「営業収益」について従来の

基準によって表示した場合は、「音声伝送収入」17,783,653千

円、「データ伝送収入」8,504,696千円であります。 

―――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

前第３四半期会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前事業年度末 
（平成17年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 

17,033,304千円 19,027,014千円 17,562,893千円

※２．関係会社に対する負債 ※２．関係会社に対する負債 ※２．関係会社に対する負債 

買掛金 837,883千円 買掛金 692,845千円 買掛金 571,483千円

未払金 1,347,865千円 未払金 1,160,958千円 未払金 1,367,390千円

 

（四半期損益計算書関係） 
 

前第３四半期会計期間 
自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日 

 
当第３四半期会計期間 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日 

 
前事業年度 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 19千円 受取利息 1,960千円 受取利息 58千円

受取手数料 102,077千円 受取配当金 2,650千円 受取手数料 138,373千円

賃貸収入 22,999千円 受取手数料 1,568千円 賃貸収入 25,935千円

  賃貸収入 5,344千円  

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 32,691千円 支払利息 11,787千円 支払利息 39,993千円

 ３．減価償却実施額  ３．減価償却実施額  ３．減価償却実施額 

有形固定資産 2,121,134千円 有形固定資産 1,918,134千円 有形固定資産 2,773,448千円

無形固定資産 23,176千円 無形固定資産 16,920千円 無形固定資産 28,840千円

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 
 

前第３四半期会計期間 
自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日 

 
当第３四半期会計期間 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日 

 
前事業年度 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

 現金及び現金同等物の四半期末残高と

四半期貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

 現金及び現金同等物の四半期末残高と

四半期貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借

対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

（平成16年12月31日現在） （平成17年12月31日現在） （平成17年３月31日現在）
 
現金及び預金勘定 4,003,405千円

預入期間が３ヵ月を
超える定期預金 

－千円

現金及び現金同等物 4,003,405千円
  

 
現金及び預金勘定 4,461,461千円

預入期間が３ヵ月を
超える定期預金 

－千円

現金及び現金同等物 4,461,461千円
  

 
現金及び預金勘定 5,400,014千円

預入期間が３ヵ月を
超える定期預金 

－千円

現金及び現金同等物 5,400,014千円
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３．リース取引 
 

 
前第３四半期会計期間 
自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日 

 
当第３四半期会計期間 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日 

 
前事業年度 

自 平成16年４月１日 
至 平成17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 

 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 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び四半期末残高相

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四半期末残高相

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

 

 
工具、器具
及び備品 

 車両  合計 

取得価額
相当額 

174,358千円 39,146千円 213,505千円

減価償却
累計額相
当額 

131,046千円 9,772千円 140,818千円

四半期末
残高相当
額 

43,312千円 29,374千円 72,686千円

  

 

 
工具、器具
及び備品 

車両 合計 

取得価額
相当額 

84,586千円 38,900千円 123,487千円

減価償却
累計額相
当額 

61,748千円 15,035千円 76,783千円

四半期末
残高相当
額 

22,838千円 23,865千円 46,703千円

  

 

 
工具、器具
及び備品 

 車両  合計 

取得価額
相当額 

111,463千円 39,146千円 150,610千円

減価償却
累計額相
当額 

80,873千円 11,823千円 92,697千円

期末残高
相当額 

30,589千円 27,322千円 57,912千円

  
 なお、取得価額相当額は、有形固定資

産の四半期末残高等に占める未経過リー

ス料四半期末残高の割合が低いため、支

払利子込み法によっております。 

同左  なお、取得価額相当額は、有形固定資

産の期末残高等に占める未経過リース料

期末残高の割合が低いため、支払利子込

み法によっております。 

２．未経過リース料四半期末残高相当額 ２．未経過リース料四半期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 39,429千円

１年超 33,257千円

合計 72,686千円
  

 
１年内 21,883千円

１年超 24,819千円

合計 46,703千円
  

 
１年内 29,294千円

１年超 28,618千円

合計 57,912千円
  

 なお、未経過リース料四半期末残高相

当額は、有形固定資産の四半期末残高等

に占める未経過リース料四半期末残高の

割合が低いため、支払利子込み法によっ

ております。 

同左  なお、未経過リース料期末残高相当額

は、有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により

算定しております。 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額
 

支払リース料 40,400千円

減価償却費相当額 40,400千円
  

 
支払リース料 25,393千円

減価償却費相当額 25,393千円
  

 
支払リース料 50,399千円

減価償却費相当額 50,399千円
  

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 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 
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４．有価証券 
 

前第３四半期会計期間末(平成16年12月31日現在) 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
四半期貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

株式 98,907 134,960 36,052

合計 98,907 134,960 36,052

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

重要性が乏しいため記載を省略しております。 

 

当第３四半期会計期間末(平成17年12月31日現在) 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
四半期貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

株式 98,907 275,440 176,532

合計 98,907 275,440 176,532

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

重要性が乏しいため記載を省略しております。 

 

前事業年度末(平成17年３月31日現在) 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

株式 98,907 179,420 80,512

合計 98,907 179,420 80,512

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

重要性が乏しいため記載を省略しております。 

 

 

５．デリバティブ取引 
 

前第３四半期会計期間末(平成16年12月31日現在) 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

当第３四半期会計期間末(平成17年12月31日現在) 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

前事業年度末(平成17年３月31日現在) 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 
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