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１．平成18年10月中間期の業績（平成 18年 5月 1日～平成 18年10月31日）
(1）経営成績 （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。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年10月中間期 6,550 (   2.5) △75 (    －) △77 (　　－)
17年10月中間期 6,389 (   5.8) △84 (    －) △91 (　　－)

18年 4月期 13,568 △101 △114

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年10月中間期 △95 (    －) △3,094 08 － －
17年10月中間期 △67 (    －) △2,185 87 － －

18年 4月期 △162 △5,230 94 － －

（注）①持分法投資損益 18年10月中間期 －百万円 17年10月中間期 －百万円 18年4月期 －百万円
②期中平均株式数 18年10月中間期  31,000株 17年10月中間期 31,000株 18年4月期 31,000株
③会計処理の方法の変更 無
④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）財政状態 （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。

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年10月中間期 3,575 1,198 33.5 38,646 07
17年10月中間期 3,523 1,456 41.3 46,985 21

18年 4月期 3,923 1,362 34.7 43,940 15

（注）①期末発行済株式数 18年10月中間期 31,000株 17年10月中間期 31,000株 18年4月期 31,000株
②期末自己株式数 18年10月中間期 －株 17年10月中間期 －株 18年4月期 －株

(3）キャッシュ・フローの状況 （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

百万円 百万円 百万円 百万円

18年10月中間期 234 △49 △246 106
17年10月中間期 △10 △118 △40 48

18年 4月期 43 △220 126 168

２．平成19年４月期の業績予想（平成18年５月１日～平成19年４月30日）  

売上高 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円

通　期 14,589 27 5
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　183 円 69銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

18年４月期 － 2,200.00 2,200.00

19年４月期（実績） － －
－

19年４月期（予想） － －

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで
おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
なお、上記予想に関する事項は添付資料の8ページを参照して下さい。

－ 1 －



１．企業集団の状況

　当社の事業内容は、携帯電話等の移動体通信端末の販売を中心とする移動体通信関連事業および電話加入権等の固定

電話サービスの取扱いを中心とする固定通信関連事業となっております。

　なお、当社は子会社等を有していないため、企業集団の状況に関する記載は行っておりません。

(1) 移動体通信関連事業

　当事業は、大きく分けて移動体通信サービスの利用申込取次業務と移動体通信端末販売業務の２つから成り立って

おります。移動体通信サービスの利用申込取次業務とは、当社と移動体通信事業者または１次代理店と締結している

代理店契約に基づき、ユーザーに対して各移動体通信事業者が提供する通信サービスの利用申込の取次ぎを行う業務

であり、移動体通信端末販売業務とは、ユーザーが利用申込した通信サービスの提供を受けるための移動体通信端末

を販売する業務のことをいいます。

　当社は、移動体通信事業者または１次代理店から移動体通信端末を仕入れ、ユーザーからの移動体通信端末を使用

するための移動体通信サービスの利用申込を移動体通信事業者に取次ぎ、ユーザーへの移動体通信端末の販売を行っ

ております。

  また、ユーザーからは移動体通信端末代金を、移動体通信事業者等からは取次いだ利用申込の成立に応じて販売手

数料等を収受しております。移動体通信端末の販売チャネルとしては、主として当社が直接運営する「直営店」およ

び当社と業務委託契約を締結している「業務委託店」があり、不特定多数の顧客に販売しております。また、直営店

には複数の移動体通信事業者の商品およびサービスを取扱う「総合ショップ（注1）」と、特定の移動体通信事業者の

商品およびサービスを取扱う「専売ショップ（注2）」があり、専売ショップにおいては移動体通信事業者の既存顧客

に対するアフターサービスの業務も行っております。

　なお、当事業におきましては、ユーザーに対して仕入価格を下回る販売価格で端末を販売しておりますが、当社が

取次ぐ利用申込の成立に応じて受取る販売手数料等を原資として利益を確保しております。

(注１) 総合ショップには、全ての移動体通信事業者の商品および電話加入権等を取扱う「日本テレホンショップ」と、これらの商品群に加え、

固定通信サービスの取扱いを強化し、ゲーム機器・ゲームソフト等のその他の商品を取扱う「ｅ-ＢｏｏｏＭショップ」があります。

(注２) 専売ショップには、「ドコモショップ」、「ソフトバンクショップ（旧ボーダフォンショップ）」および「ａｕショップ」があります。

移動体通信関連事業における事業系統図は、次のとおりです。 
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＜１次代理店契約先＞
ソフトバンクモバイル株式会社 ※2
ＫＤＤＩ株式会社 ※3
株式会社ウィルコム

直営店等※1

※1　「直営店等」は、当社の直営店、または営業部門による法人等に対する直接販売をいいます。
※2  ボーダフォン株式会社は、平成18年10月1日付をもってソフトバンクモバイル株式会社に社名変更いたしました。
※3　ＫＤＤＩ株式会社が、平成17年10月１日付をもって株式会社ツーカーホン関西および株式会社ツーカーセルラー東京（以下「両社」という）を吸収合併
       したことにより、当社と両社との代理店契約がＫＤＤＩ株式会社に継承されたものです。
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(2) 固定通信関連事業

　当事業は、電話加入権が不要になった不特定多数の顧客から電話加入権を買取り、これを必要な顧客に廉価で販売

する事業であります。販売に関しましては、当社直営店のWEBサイト（http://www.denwa-hiku.com）だけでなく、家

電量販店等と申込取次契約等を締結し全都道府県にわたる販売網を構築しております。電話加入権があれば電話回線

はＮＴＴのサービス地域なら全国どこでも設置でき、中古回線といえども権利を譲渡するだけですので商品が劣化す

る恐れはありません。不要になった電話加入権を売りたい人、必要になった電話加入権を買いたい人が、「便利に、

円滑に、安全に」取引きできる仕組みを確立しております。

　また、ＮＴＴ地域会社（東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社）、ＮＴＴコミュニケーションズ

株式会社、およびＮＣＣ系固定通信事業者（注3）等の電気通信事業者と代理店契約等を締結しており、電話加入権を

販売する際にお客様から付加サービス（キャッチホン、ナンバーディスプレイ等）やマイライン登録、ＡＤＳＬ等の

取次を行うことにより、取次手数料を得ることができる仕組みとなっております。

　最近におきましては、ＦＴＴＨ（注4）、直収電話サービス（注5）等の電話加入権料（施設設置負担金）を不要と

する固定通信サービスが増加しており、これらの新しい固定通信サービスを提供する固定通信事業者と代理店契約等

を締結することで、当該固定通信サービス申込の取次を行うことにより、前述と同様に取次手数料を得ることができ

る仕組みとなっております。

(注３) ＮＣＣ系固定通信事業者とは、1985年 4月に電気通信事業が自由化されて以降、新しく第一種電気通信事業に参入した事業者をいいま

す。

(注４) ＦＴＴＨとは、「Fiber To The Home」の略で、各家庭に光ファイバーを直接引き込み、高速の通信環境を提供するサービスをいいま

す。

(注５) 直収電話サービスとは、ＮＣＣ系固定通信事業者がＮＴＴ地域会社から電話の加入者線設備自体を借受け、基本料金を含む全ての電話

サービスをＮＣＣ系固定通信事業者にて提供するサービスをいいます。

固定通信関連事業における事業系統図は、次のとおりです。
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※4　「直営店等」は、当社の直営店、または営業部門による法人等に対する
　　　　直接販売をいいます。

お　　客　　様

(3) その他の事業

  その他の事業では、直営店である「ｅ-ＢｏｏｏＭショップ」において、ゲーム機器・ゲームソフト等、その他の情

報・通信分野に関連する商品の販売を行っております。
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２．経営方針

(1）会社の経営の基本方針  

　当社は、「私たちは、お客様に快適に幅広くサービスを提供できる『情報通信商社』として社会に貢献する」を経

営ビジョンとして掲げ、「柔軟で透明度の高い公正な経営の実践」、「ベストプライスとベストサービスの実行」を

経営理念として、情報通信分野において人々に喜ばれる商品・サービスを提供し、法と規則を守り、社会へ貢献する

ことを目的としております。

　また、情報通信技術の進展に伴う事業環境の変化の中で、固定通信および移動体通信等の情報通信分野に経営資源

を集中し事業基盤を強化すると共に、企業価値の増大と継続的な成長を目指してまいります。

(2）会社の利益配分に関する基本方針 

　当社は、事業発展の柱となる財務体質の強化および株主への還元を経営の重要課題であることを認識し、業績に応

じた安定的な配当を行うことを基本方針としており、配当性向は３０％を目標にしております。

  

  しかしながら、平成19年4月期の１株当たり年間配当金につきましては、平成18年12月8日付「平成19年4月期 中間

期および通期業績予想の修正に関するお知らせ」に記載のとおり、当期業績に鑑み株主の皆様への配当を見送りさせ

て頂きたく存じます。当社といたしましては、できるだけ早急に経営体質の強化を図り、一日も早く収益力を改善で

きるように努力してまいる所存でございます。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

　当社は、当社株式が株式市場において適正な株価を形成するためには、株式の十分な流動性と多くの投資家の参加

が必要であると認識しております。当社としましては、投資単位の引下げは多数の投資家の市場への参加を得るため

に有効な手段であると考えておりますが、今後の市場の動向、業績見通し、株価の推移、株式の流動性等を勘案し、

その費用ならびに効果を検討した上で、慎重に対応してまいります。具体的な施策およびその時期については未定で

あります。 

(4）目標とする経営指標 

　当社は、企業価値の増大に繋がる経営指標として、総資本当期純利益率（ＲＯＡ）を５％にすることを目標に掲げ、

資産効率の向上と維持に努めてまいります。 

(5）中長期的な会社の経営戦略 

　情報通信分野では、技術革新と通信環境の整備に伴い、今までにない情報通信サービスの普及とサービス内容に対

する複雑多様化が進むものと考えられます。

  このような状況の下、これからの新しい情報通信サービスの事業分野において、移動体通信関連事業では多様化す

る顧客ニーズへの情報発信拠点として、情報通信ショップ「ｅ-ＢｏｏｏＭ」の展開を積極的に行うと共に、固定通信

関連事業では、コールセンターの拡充によるコンサルティング業務の一層の充実を図ってまいります。

  そのための中期戦略として、以下の目標を設定し、収益拡大による企業価値の向上に努めてまいります。

① 通信環境の整備による市場の開拓

  固定通信関連の市場では、ＡＤＳＬをはじめ光ファイバーなどのブロードバンドの普及に伴い、通信環境はます

ます多様化するものと考えられます。当社の経営ビジョンにある「お客様に快適に幅広くサービスを提供できる『情

報通信商社』」としての機能を最大限に生かしつつ、培った豊富な経験を基に「お客様一人ひとりに最適な通信環

境を提案する」を事業の中核とした通信コンサルティングサービスを展開してまいります。

② コールセンター機能の充実

  コールセンターでは、ＣＴＩ（Computer Telephony Integration）システムの導入によって効率的なオペレーショ

ンを実現し人件費等を含む業務コストの削減につながりました。今後は、本システムの性能を最大限に生かし、固

定通信サービスのみならず、情報通信サービス全般に亘るコンサルティング業務に対応が可能なコールセンターを

目指して新たな展開をしてまいります。

③ ユビキタスネットワーク

  移動体通信関連の市場では、「話すケータイ」から「見る、使う、遊ぶケータイ」へと用途の広がりと共に携帯

電話の利用方法も大幅に変化し、ユビキタスネットワーク社会の進展に伴い市場は拡大していくものと考えられま

す。「見る、使う、遊ぶケータイ」への情報発信拠点としての機能と共にこれらの機能をユーザーに身近に提供す

る拠点として、情報通信ショップ「ｅ－ＢｏｏｏＭ」を展開してまいります。
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(6）会社の対処すべき課題 

　今後の経済見通しにつきましては、長期に亘るデフレからの脱却を遂げ、景気は穏かな回復基調を続けていくこと

が期待されます。しかしながら当社を取巻く環境は、移動体通信業界における市場の成熟化による成長の鈍化、また

それに伴う企業間での販売競争の激化等により、引き続き厳しい事業環境が予想されます。

  当社におきましては、このような環境のもと移動体通信関連事業および固定通信関連事業に経営資源を集中し、で

きるだけ早急に経営体質の強化を図ることが急務であり、このような状況に鑑み以下の事項を今後の課題と認識し対

処してまいりたいと考えております。

① 移動体通信関連事業

　移動体通信関連事業におきましては、携帯電話等の普及率の上昇と市場の成熟化に伴い、移動体通信サービスへ

の新規加入は今後も減少傾向が続くものの、消費者の新商品および高機能端末への買換需要は依然として強くまた、

平成18年10月24日からサービスが開始された「モバイルナンバーポータビリティ（ＭＮＰ）（注）」により、同一

事業者内の狭い範囲での買換需要から、携帯電話事業者全体に亘る広範囲な買換需要の喚起へと、今後も移動体通

信業界は堅調に推移するものと予測されます。  

  当社におきましては、従来からの買換需要に加え、「モバイルナンバーポータビリティ」の開始に伴う広範囲な

買換需要の獲得と今後減少が予測される新規需要の確実な取込みが当事業の課題であると認識しており、これらの

課題に対処するため各移動体通信事業者ごとに提供される各種サービスについて、専門知識を持った従業員が顧客

の多様な要望に対応できる体制を構築すべく教育研修の徹底を図ると共に、引続き販売チャネルの強化に向け、情

報通信ショップ「ｅ－ＢｏｏｏＭ」を新規出店することにより事業の拡大と事業基盤の強化に取り組んでいく方針

であります。

 (注) モバイルナンバーポータビリティ（ＭＮＰ）とは、「Mobile Number Portability」の略で、現在利用中の電話番号をかえずに、

携帯電話会社を変更できるサービスをいいます。　

② 固定通信関連事業

　固定通信関連事業におきましては、電話加入権料（施設設置負担金）が、平成17年３月１日に72,000円（税別）

から36,000円（税別）に引下げられ、将来的に廃止される可能性が高いことから、これまで以上に電話加入権の販

売に依存しない収益体制の構築が急務であると考えております。

  当社におきましては、引続きＡＤＳＬとのセット販売を中心とした電話加入権販売を行う一方で、コールセン

ターにおける通信コンサルティング機能を強化し、今後のブロードバンド市場の本命といわれるＦＴＴＨ等の光回

線の取扱いを拡大することで、取扱い領域の多様化を計りながら固定通信に関する総合的なサービス提供事業へと

転換を図る方針であります。

(7）親会社等に関する事項 

該当事項はありません。

(8）内部管理体制の整備・運用状況

  当該事項に関しましては、ジャスダック証券取引所に別途提出しております「コーポレート・ガバナンスに関する

報告書」にて開示をいたしております。

(9) その他、会社の経営上の重要な事項

該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

(1）経営成績

  当中間会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰や金利の上昇懸念など不安定な要因が見られたものの、企

業業績の回復に伴う設備投資の増加や雇用環境の改善により、景気は穏やかな回復基調で推移いたしました。

  当社の属する通信業界におきましては、移動体通信分野における平成18年4月から平成18年9月までの移動電話に関

する国内出荷数量は、22,564千台（前年同期比3.1%増）と前年同期に比べ 668千台の増加となる一方、第三世代移動

通信サービス対応機器の国内出荷量は、前年同期 4,299千台増加の 19,523千台（前年同期比28.2%増）と需要の中心

は現行機種によるサービスからより高機能な高速大容量の第三世代移動通信サービスへと移行しており、更に平成18

年10月24日からサービスが開始された「モバイルナンバーポータビリティ」によって、移動体通信市場は新たな局面

を迎えようとしております。

　また、固定通信分野におきましては、インターネットの利用状況は、総務省の平成18年5月発表「通信利用動向調

査」によると人口普及率が 66.8%、インターネットの利用人口は 8,529万人と推定され、インターネット利用世帯に

占めるブロードバンドの普及率においても 55.2%とＦＴＴＨを中心とする市場は堅調に推移してまいりました。

 ※   上記の移動電話（携帯電話・ＰＨＳ）および第三世代移動通信サービス対応端末の国内出荷数量は、社団法人電子情報技術産業協

会のホームページから引用。

（移動体通信関連事業）

  移動体通信関連事業におきましては、移動体通信サービスへの加入者数は、平成18年10月末時点において、携帯電

話94,077千件（前年同期比5.3%増）、ＰＨＳ4,890千件（前年同期比8.7%増）に達し、事業者別の携帯電話加入者数で

は、ＮＴＴドコモが52,143千件（前年同期比4.3%増）、ＫＤＤＩ（エーユー＋ツーカー）が26,603千件（前年同期比

9.1%増）、ソフトバンクモバイルが15,330千件（前年同期比2.2%増）、事業者別のＰＨＳ加入者数では、ウィルコム

が4,298千件（前年同期比22.8％増）となりました。

  また、第三世代移動通信サービス対応端末の加入者数は58,888千件（49.7％増）、携帯電話全体の加入者数に対す

る構成比率は62.6％に達し、携帯電話の新規加入者数は鈍化する一方、高機能な第三世代移動通信サービス対応端末

への買換需要が中心となりました。

　このような市場環境の中、当社といたしましては、「モバイルナンバーポータビリティ」の本格的なサービス開始

に向け販売チャネルの拡大と強化を図るべく、情報通信ショップ「ｅ－ＢｏｏｏＭ」を６店舗新規に出店すると共に、

専売ショップの移転リニューアルを１店舗実施いたしました。

　これらの結果、売上高は携帯電話・ＰＨＳを合わせ 6,105百万円（114,448台）と前中間会計期間における売上高

5,220百万円（96,936台）に比べ 884百万円増加（前年同期比 17,512台増）、率にして 16.9％上回る結果となりまし

た。

※  上記の携帯電話およびＰＨＳの加入者数は、社団法人電気通信事業者協会のホームページから引用。

（固定通信関連事業）

  固定通信関連事業におきましては、日本におけるインターネットの利用者は近年大幅な増加傾向にあり、その中で

も高速で大容量の通信が可能な、ＤＳＬ（注1）、ＣＡＴＶ（注2）、ＦＴＴＨを含めたブロードバンドサービスに関

する利用者数は、平成18年６月末時点で 2,422万件（前年同期比17.7%増）と、急速に増加しております。

  このような市場環境の中、当社といたしましては、「ＡＤＳＬ」と「ＦＴＴＨ」への加入促進に注力すると共に、

自社コールセンターを活用したブロードバンドサービス等のコンサルティング業務を推進してまいりました。

  しかしながら、当事業の主力である「ＡＤＳＬ付き電話加入権」のセット販売において、一部取引先に対する販売

数量の減少に加え、「ＡＤＳＬ付き電話加入権」のセット販売価格低下による影響により、売上高は360百万円（23,265

回線）と前中間会計期間 496百万円（29,842回線）に比べ 136百万円減少（前年同期比6,577回線減）、率にして 

27.4％下回る結果となりました。

(注１) ＤＳＬとは、「Digital Subscriber Line」の略で、電話線を使って高速なデジタルデータ通信を行う技術をいいます。 

(注２) ＣＡＴＶとは、「Community Antenna TeleVision」の略で、各通信ケーブルを媒体とするテレビをいいます。

※   上記のブロードバンドサービスの利用者数は、平成18年9月発表、総務省「ブロードバンド等の契約数」から引用。
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（その他の事業）

 その他の事業におきましては、情報通信ショップ「ｅ－ＢｏｏｏＭ」において、移動体通信サービスおよび固定通

信サービス以外の情報・通信分野への進出の一環として、ゲーム機器、ゲームソフト等の販売に注力してまいりまし

た。

  しかしながら当該事業におきましては、平成18年4月30日に「インターネット通販事業」を廃止したことにより、売

上高は 83百万円と前中間会計期間 671百万円に比べ 587百万円の減少、率にして 87.5％下回る結果となりました。

  これらの結果、当中間会計期間の経営成績につきましては、売上高は 6,550百万円と前中間会計期間に比べ 160百

万円（2.5％増）の増加となりましたが、固定通信関連事業における「ＡＤＳＬ付き電話加入権」の売上高減少に加え

て、移動体通信関連事業での価格競争激化に伴う利益率の低下等により、経常損失は 77百万円となり、インターネッ

ト通販事業の譲渡に伴う特別利益を計上するも店舗固定資産の減損処理と評価替在庫の処分等による繰延税金資産の

取崩しにより、中間純損失は 95百万円となりました。

(2）財政状態

  当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前中間会計期間末に比べ 58百万円増

加し、106百万円（前中間会計期間末の現金及び現金同等物の期末残高は 48百万円）となりました。

　当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況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）

  当中間会計期間において、営業活動の結果獲得した資金は 234百万円（前中間会計期間は 10百万円の使用）となり

ました。これは主として、売上債権が 239百万円減少したことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

  当中間会計期間において、投資活動の結果使用した資金は、49百万円（前中間会計期間は 118百万円の使用）とな

りました。これは主として、株式会社イーネット・ジャパンへのインターネット通販事業の譲渡による収入 25百万円、

店舗閉鎖に伴う差入保証金の返還が 64百万円あったものの、新規出店に係る固定資産の取得 56百万円および差入保

証金の差入による支出が 50百万円あったことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

  当中間会計期間において、財務活動の結果使用した資金は、246百万円（前中間会計期間は 40百万円の使用）とな

りました。これは主として、長期借入金による収入が 100百万円あったものの、短期借入金の純減少額が 230百万円

および配当金の支払が 66百万円あったことによるものです。

　当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成17年４月期 平成18年４月期 平成19年４月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 38.2 40.2 41.3 34.7 33.5

時価ベースの自己資本比率（％） － 253.1 271.8 143.0 104.9

債務償還年数（年） 1.5 5.1 － 26.9 4.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 74.3 15.4 － 3.3 35.0

 自己資本比率 ： 自己資本 ／ 総資産

 時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額 ／ 総資産

 債務償還年数 ： 有利子負債 ／ 営業キャッシュ・フロー

 インタレスト・カバレッジ・レシオ ： 営業キャッシュ・フロー ／ 利払い

（注）1．株式時価総額は、期末株式終値×（中間）期末発行済株式数により算出しております。ただし、平成16年10月

中間期（平成17年4月期 中間）は、非上場・非登録のため記載しておりません。

 2．平成17年10月中間期（平成18年4月期 中間）の債務償還年数およびインタレスト・カバレッジ・レシオは、営

業キャッシュ・フローがマイナスとなったため算出しておりません。
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(3) 通期業績の見通し

  今後の経済見通しにつきましては、当中間会計期間に引続き企業収益の改善に伴い個人消費は堅調に推移すると共

に、景気は穏かな回復基調を続けていくものと予測されます。

  このような状況の下、当社の主力である移動体通信関連事業におきましては、携帯電話・ＰＨＳの人口普及率の上

昇に伴い、移動体通信サービスへの新規加入は今後も減少傾向が続くものと予測されると共に、業界内での販売価格

競争は引き続き激化するものと思われます。しかしながら、消費者の新商品や高機能端末への買換需要は、第三世代

携帯電話への移行と本年10月24日サービス開始の「モバイルナンバーポータビリティ」等の新サービスの開始により、

堅調に推移するものと予測されます。

  当社といたしましては、このような状況を好機と捉え合わせて販売体制強化の一環として、情報通信ショップ「ｅ

－ＢｏｏｏＭ」の新規出店を本年12月までに首都圏、関西圏の両地域において、合計２店舗の出店を完了する予定で

あり、更に今期中には首都圏に１店舗を出店することにより売上高の増加を図ってまいります。

  また、固定通信関連事業におきましては、インターネット利用者の拡大に伴いＡＤＳＬやＦＴＴＨ等、高速で大容

量の通信が可能なブロードバンドサービスについて、自社コールセンターを活用したコンサルティング業務を推進し

つつ、当事業の主力である「ＡＤＳＬ付き電話加入権」の販売を促進し、固定通信分野における取扱い領域の多様化

を計りながら、事業の拡大と利益の増大を図る方針であります。

  これらの事項を踏まえ、当事業年度における通期業績の見通しにつきましては、売上高 14,589百万円（前年同期

13,568百万円）、経常利益 27百万円（前年同期 △114百万円）、当期純利益 5百万円（前年同期 △162百万円）とな

る見込みであります。

  なお、当該通期業績予測は、中間決算短信公表日現在において入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不

確実な要因に係る中間決算短信公表日現在における仮定を前提としており、実際の結果とは異なる可能性があります。

 

(4) 事業等のリスク

  当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があるリスク要因のうち、主要なものとしては以下の事項が考

えられます。

  なお、以下の項目には、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は中間決算短信公表日現在において判

断したものであり、当社の事業展開における全てのリスクを網羅するものではありません。

① 需要の著しい減少

  移動体通信関連事業につきましては、近年の普及率の上昇に伴い携帯電話等の新規加入需要が減少傾向にあり、機

種変更需要や他の移動体通信事業者への乗換需要が中心となっておりますが、デザインや機能面で消費者にとって魅

力ある端末・サービスが継続的に市場に投入されなかった場合は需要が減退し、当社業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。

  固定通信関連事業につきましては、電話加入権料（施設設置負担金）が将来的に廃止される可能性が高いこと、直

収電話サービス等の電話加入権料（施設設置負担金）不要の電話サービスが提供されていること等から、当社が主に

販売する電話加入権の価格競争力が急速に低下する等により、電話加入権の需要が減少し、当社業績に影響を及ぼす

可能性があります。

② 受取手数料収入の条件悪化

  当社は、移動体通信関連事業においては移動体通信サービスの利用申込取次、固定通信関連事業においては加入電

話サービスに付加されるサービス、マイライン登録およびＡＤＳＬ等の利用申込取次によって、移動体通信事業者や

固定通信事業者から受取手数料を収受しております。これら受取手数料の条件が何らかの要因で悪化した場合、当社

業績に影響を及ぼす可能性があります。

③ 携帯電話等販売等に係る短期解約時の手数料の返戻について

  当社が顧客に対し携帯電話等を販売後、６か月以内に顧客が解約を行った場合、当社は移動体通信事業者等に対し

当該顧客への販売に伴い当社が受取った基本手数料の一部につき、返還しなければならない契約となっております。

将来において何らかの理由により６か月以内の短期に解約する顧客が急増した場合は、当社業績に影響を及ぼす可能

性があります。

　なお、当該短期解約に係る手数料の返還に備え、短期解約返戻見込額を引当て計上しております。
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④ 電話加入権の仕入について

  電話加入権の仕入については、電話加入権が不要になった不特定多数の法人等から買取りという仕入形態を採用し

ており、商品の特性上、安価で安定的・継続的に当社に電話加入権の供給を行うことができる取引先はありません。

したがいまして、顧客の需要に応じた電話加入権を確保できない可能性があり、当社業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。

⑤ 新規出店に伴うリスクについて

　直営店の出店については、当社の出店方針および出店コンセプトに合致する店舗が見つからない等の理由により、

予定よりも出店時期が遅れる可能性および出店中止を余儀なくされる可能性があります。また、近隣に競合店が新規

出店する等、事前に予測不可能な外的環境の変化等により、事前に計画していた収益を計上できない可能性がありま

す。これらの場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑥ 店舗保証金について

　当社は、直営店の出店にあたっては店舗を賃借する形式をとっており、店舗の賃貸借契約締結に際して貸主に保証

金を差し入れております。したがいまして、何らかの理由により貸主の財政状態が悪化した場合等においては、保証

金の全部または一部の回収が困難となり、当社業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑦ 重要な契約について

　当社は、移動体通信関連事業においては移動体通信事業者等との代理店契約、固定通信関連事業においては固定通

信事業者および家電量販店等との取引契約を締結しております。これらの契約内容が何らかの理由により変更された

場合、または契約が継続できなくなった場合は、当社業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑧ 個人情報の取扱いについて

　当社では、顧客の氏名・住所・生年月日等の個人情報を取扱っており、該当する書類およびデータについては厳重

に管理しておりますが、書類の盗難や社内ネットワークへの不正アクセス等により、個人情報が社外に漏洩する可能

性があります。その場合、社会的な信用の低下、代理店契約等取引契約の打ち切り、および顧客からの損害賠償請求

により、当社業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑨ 法的規制について

　当社は、事業部門別に主に以下のような法令等の規制を受けており、法令の遵守に努めておりますが、将来におい

てこれらの法的規制等が改正された場合、または当社がこれらの法的規制等に抵触した場合は、当社業績に影響を及

ぼす可能性があります。

関係する事業 法的規制等

 移動体通信関連事業 

 固定通信関連事業

 電気通信事業法

 消費者契約法 

 代理店の営業活動に対する倫理要綱（社団法人電気通信事業者協会制定）

 電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン（総務省告示）

 電気通信事業法に基づきNTTが定める約款 

インターネットを介して商品

を提供する場合

 特定商取引に関する法律

 電子契約法

 中古品の売買  古物営業法

 事業全般  個人情報保護法

⑩ 固定資産の減損について

  減損会計の適用により、当社の保有資産について実質価値の下落や収益性の低下等により、減損処理が必要となっ

た場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑪ 対処すべき課題に対する対応について

　当社は、２．経営方針(6)会社の対処すべき課題に記載のとおり、移動体通信関連事業においては、多様化する各

種通信サービスに対し、専門知識を持った従業員体制を構築すべく教育研修の徹底を図ると共に、引き続き情報通信

ショップ「ｅ－ＢｏｏｏＭ」を新規出店し、固定通信関連事業においては、コールセンターのコンサルティング機能

強化とＦＴＴＨの拡大等、取扱い領域の多様化を掲げ推進しておりますが、これらの施策が奏功する保証はなく、当

社業績に影響を及ぼす可能性があります。
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４．個別中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年10月31日）
当中間会計期間末

（平成18年10月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年４月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  239,881   298,238   359,915   

２．売掛金  973,881   1,103,827   1,343,375   

３．商品  785,954   722,969   746,888   

４．貯蔵品  3,473   3,019   3,247   

５．前払費用  49,163   50,369   47,800   

６．繰延税金資産  104,801   42,792   69,462   

７．未収入金  －   575   1,650   

８．その他  6,130   4,415   2,046   

貸倒引当金  △1,560   △890   △2,170   

流動資産合計   2,161,726 61.3  2,225,319 62.2  2,572,217 65.6

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物  251,613   266,581   248,097   

(2）器具備品  172,222   138,165   149,520   

有形固定資産合計  423,835   404,746   397,617   

２．無形固定資産           

 （1）営業権  －   －   600   

 （2）のれん  －   525   －   

(3）商標権  998   1,014   1,073   

(4）ソフトウェア  53,074   40,727   46,629   

(5）レンタル用電話加
入権

 138   69   138   

(6）電話加入権  19,202   18,794   19,202   

無形固定資産合計  73,413   61,131   67,643   

３．投資その他の資産           

(1）出資金  382   402   392   

(2）長期前払費用  27,049   40,334   29,544   

(3）繰延税金資産  43,190   42,572   38,591   

(4）差入保証金  827,652   823,248   845,244   

(5）保険積立金  239   239   239   

（6）その他  －   2,002   1,470   

貸倒引当金  △39,570   △27,840   △35,040   

投資その他の資産
合計

 858,944   880,960   880,442   

固定資産合計   1,356,194 38.5  1,346,838 37.7  1,345,704 34.3

Ⅲ　繰延資産           

１．新株発行費  5,823   1,941   3,882   

２．社債発行費  －   1,264   1,686   

繰延資産合計   5,823 0.2  3,205 0.1  5,568 0.1

資産合計   3,523,743 100.0  3,575,363 100.0  3,923,490 100.0

           

－ 10 －



  
前中間会計期間末

（平成17年10月31日）
当中間会計期間末

（平成18年10月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年４月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  688,752   1,066,472   1,044,574   

２．短期借入金  320,000   310,000   540,000   

３．１年以内返済予定の
長期借入金

 199,888   89,144   89,102   

４．１年以内償還予定社
債

 －   300,000   －   

５．未払金  71,438   39,241   55,128   

６．未払費用  56,853   49,814   54,273   

７．未払法人税等  6,534   6,684   7,303   

８．未払消費税等  12,941   14,896   22,840   

９．前受金  1,108   100   104   

10．預り金  66,942   58,912   52,234   

11．賞与引当金  39,109   39,000   39,354   

12．短期解約返戻引当金  35,306   32,307   35,488   

13．ポイント引当金  1,946   837   891   

流動負債合計   1,500,823 42.6  2,007,410 56.1  1,941,294 49.5

Ⅱ　固定負債           

１．社債  400,000   200,000   500,000   

２．長期借入金  86,395   97,251   47,237   

３. 長期未払金  59,874   59,874   59,874   

４．退職給付引当金  7,308   －   139   

５．預り保証金  12,800   12,800   12,800   

固定負債合計   566,378 16.1  369,925 10.4  620,050 15.8

負債合計   2,067,201 58.7  2,377,335 66.5  2,561,345 65.3

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   594,500 16.9  － －  594,500 15.2

Ⅱ　資本剰余金           

  １.資本準備金  264,700   －   264,700   

 　 資本剰余金合計   264,700 7.5  － －  264,700 6.7

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  31,627   －   31,627   

２．任意積立金  590,000   －   590,000   

３．中間（当期）未処理
損失（△）

 △24,285   －   △118,682   

利益剰余金合計   597,341 16.9  － －  502,944 12.8

資本合計   1,456,541 41.3  － －  1,362,144 34.7

負債資本合計   3,523,743 100.0  － －  3,923,490 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年10月31日）
当中間会計期間末

（平成18年10月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年４月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  － － 594,500 16.6 － －

２．資本剰余金  

(1）資本準備金  － 264,700 －

資本剰余金合計  － － 264,700 7.4 － －

３．利益剰余金  

(1）利益準備金  － 31,627 －

(2）その他利益剰余金     

任意積立金  － 390,000 －

繰越利益剰余金  － △82,798 －

利益剰余金合計  － － 338,828 9.5 － －

株主資本合計  － － 1,198,028 33.5 － －

純資産合計  － － 1,198,028 33.5 － －

負債純資産合計  － － 3,575,363 100.0 － －

－ 12 －



(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   6,389,423 100.0  6,550,083 100.0  13,568,320 100.0

Ⅱ　売上原価   5,212,749 81.6  5,463,708 83.4  11,214,692 82.7

売上総利益   1,176,674 18.4  1,086,375 16.6  2,353,628 17.3

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  1,260,686 19.7  1,161,461 17.7  2,455,476 18.1

営業損失(△)   △84,011 △1.3  △75,085 △1.1  △101,848 △0.8

Ⅳ　営業外収益 ※１  4,302 0.1  9,862 0.2  12,804 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  12,015 0.2  12,062 0.2  25,370 0.1

経常損失(△)   △91,725 △1.4  △77,285 △1.2  △114,414 △0.8

Ⅵ　特別利益 ※３  1,017 0.0  22,714 0.3  4,937 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４,５  18,807 0.3  15,706 0.3  51,667 0.4

税引前中間（当
期）純損失(△)

  △109,515 △1.7  △70,276 △1.1  △161,144 △1.2

法人税、住民税
及び事業税

 2,573   2,950   5,403   

法人税等調整額  △44,326 △41,753 △0.6 22,689 25,639 0.4 △4,389 1,014 0.0

中間（当期）
純損失(△)

  △67,762 △1.1  △95,916 △1.5  △162,158 △1.2

前期繰越利益   43,476   －   43,476  

中間（当期）
未処理損失(△)

  △24,285   －   △118,682  
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(3）中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成18年５月１日　至平成18年10月31日）

株主資本

純資産
合　計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合　計資　本

準備金

資　本
剰余金
合　計

利　益
準備金

その他利益剰余金
利　益
剰余金
合　計

任　意
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年４月30日　残高

　　　　　　　　（千円）　
594,500 264,700 264,700 31,627 590,000 △118,682 502,944 1,362,144 1,362,144

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）   －   △68,200 △68,200 △68,200 △68,200

任意積立金の取崩（注）   －  △200,000 200,000 － － －

中間純損失（△）   －   △95,916 △95,916 △95,916 △95,916

中間会計期間中の変動額合計

　　　　　　　　（千円）　
－ － － － △200,000 35,883 △164,116 △164,116 △164,116

平成18年10月31日　残高

　　　　　　　　（千円）　
594,500 264,700 264,700 31,627 390,000 △82,798 338,828 1,198,028 1,198,028

 （注）平成18年７月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10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17年５月１日
至　平成18年４月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

    

税引前中間（当期）純損失
(△)

 △109,515 △70,276 △161,144

減価償却費  57,841 57,992 125,914

減損損失  14,180 8,315 30,538

賞与引当金の減少額  △11,321 △354 △11,076

短期解約返戻引当金の減少額  △1,758 △3,181 △1,576

ポイント引当金の増加
（△減少）額 

 568 △53 △486

退職給付引当金の減少額  △2,127 △672 △9,296

貸倒引当金の減少額  △1,020 △8,480 △4,940

受取利息及び受取配当金  △33 △59 △64

支払利息及び社債利息  6,602 6,707 13,481

固定資産除却損  2,897 5,744 16,559

固定資産売却損  1,730 60 1,730

賃貸契約解約損  － 1,584 2,838

売上債権の減少（△増加）額  313,600 239,548 △55,893

たな卸資産の減少額  22,015 24,145 61,307

仕入債務の増加（△減少）額  △185,092 21,897 170,729

役員賞与の支払額  △4,300 － △4,300

営業譲渡益  － △14,234 －

その他  △37,904 △24,439 △43,425

小計  66,364 244,246 130,897

利息及び配当金の受取額  60 55 83

利息の支払額  △6,531 △6,789 △14,286

法人税等の支払額  △70,344 △2,836 △72,910

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △10,451 234,676 43,783
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前中間会計期間

（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10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17年５月１日
至　平成18年４月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

    

定期預金の預入による支出  △191,644 △191,666 △191,661

定期預金の払戻による収入  321,543 191,661 321,543

固定資産の取得による支出  △174,773 △56,913 △256,125

固定資産の売却による収入  354 9 354

差入保証金の差入による
支出

 △84,920 △50,094 △122,341

差入保証金の返還による
収入

 22,639 64,890 46,055

営業譲渡による収入  － 25,000 －

その他  △11,555 △32,627 △17,927

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △118,356 △49,742 △220,101

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

    

短期借入金の純増減額  △30,000 △230,000 190,000

長期借入れによる収入  100,000 100,000 100,000

長期借入金の返済による
支出

 △42,559 △49,944 △192,503

社債の発行による収入  － － 97,470

配当金の支払額  △68,200 △66,672 △68,200

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △40,759 △246,616 126,767

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額  △169,567 △61,682 △49,550

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  217,804 168,253 217,804

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高

※
48,237 106,571 168,253
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

 １．資産の評価基準及び評価

     方法

①　商品

  先入先出法による原価法を採

用しております。

  なお、販売用電話加入権につ

いては総平均法による原価法を

採用しております。

①　商品

同  左

①　商品

　　　同  左　　  

②　貯蔵品

　最終仕入原価法を採用してお

ります。 

 ②　貯蔵品

同  左

②　貯蔵品

同  左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４

月１日以降取得した建物（附属

設備を除く）については定額

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。

建物　　　　14年～15年

器具備品　　 3年～10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。また、

商標権については、定額法（10

年）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．繰延資産の処理方法  ①　新株発行費

　　　３年間で毎期均等額を償却し

ております。

 ②　社債発行費

 ─────────

 ①　新株発行費

同  左

②　社債発行費

　３年間で毎期均等額を償却し

ております。 

 ①　新株発行費

同  左

②　社債発行費

同  左

４．引当金の計上基準 ①　貸倒引当金

　債権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

②　賞与引当金

　従業員の賞与金の支給に備え

て、賞与支給見込額の当中間会

計期間負担額を計上しておりま

す。

②　賞与引当金

同  左

②　賞与引当金

　従業員の賞与金の支給に備え

て、賞与支給見込額の当期負担

額を計上しております。
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

 ４．引当金の計上基準 ③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

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、退職給付引当金の対象

従業員が300名未満であるため

簡便法によっております。 

③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

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。

 　当中間会計期間末において

は、拠出額等のうち532千円を

前払年金費用として投資その他

の資産の「その他」に含めて表

示しております。

 　なお、退職給付引当金の対

象従業員が300名未満であるた

め簡便法によっております。 

③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。

　なお、退職給付引当金の対象

従業員が300名未満であるため

簡便法によっております。

④　短期解約返戻引当金

  携帯電話契約者の短期解約に

伴い当社の仕入先（移動体通信

事業者または一次代理店）に対

して返金する手数料の支払いに

備えるため、短期解約実績率に

基づく見込額を引当計上してお

ります。 

④　短期解約返戻引当金

同  左

 

 

 

 

  

 

   

④　短期解約返戻引当金

同  左

 

 

 

 

 

 

 ⑤　ポイント引当金

　前事業年度の下期より販売促

進を目的とするポイント制度を

導入したことに伴い、顧客に付

与したポイントの利用による費

用発生に備えるため、当中間会

計期間末において将来利用され

ると見込まれる額を計上してお

ります。 

　　　

⑤　ポイント引当金

  販売促進を目的とするポイン

ト制度を採用しており、顧客に

付与したポイントの利用による

費用発生に備えるため、当中間

会計期間末において、将来利用

されると見込まれる額を計上し

ております。　　

⑤　ポイント引当金

  販売促進を目的とするポイン

ト制度を採用しており、顧客に

付与したポイントの利用による

費用発生に備えるため、当事業

年度末において、将来利用され

ると見込まれる額を計上してお

ります。

５．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

６．中間キャッシュ・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か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

７．その他中間財務諸表（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

　税抜方式によっておりま

す。 

　　消費税等の会計処理

同  左

　　消費税等の会計処理

同  左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

（固定資産の減損に係る会計基準）　 

  当中間会計期間より、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、税引前中間純損失は11,293

千円増加しております。

　なお、減損損失累計額については、改正

後の中間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。

───────────── （固定資産の減損に係る会計基準）

  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、税引前当期純損失は23,976

千円増加しております。

　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）

  当中間会計期間より、「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

基準第５号　平成17年12月９日）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　平成17年12月９日）を適用しておりま

す。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額

は1,198百万円であります。

　なお、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、中間財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。

─────────────

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

（中間貸借対照表） 

 「販売用電話加入権」は前中間期まで区分掲記しておりましたが

当中間期において金額的重要性が乏しくなったため「商品」に含め

ております。

　なお、当中間期末の「商品」に含まれている「販売用電話加入

権」は、3,831千円であります。

──────────────

 ────────────── 　前中間会計期間において、「営業権」として掲記されていたもの

は、当中間会計期間から「のれん」と表示しております。

 

（中間キャッシュ・フロー計算書）　 

  営業活動によるキャッシュ・フローの「支払利息」を当中間会計

期間より明瞭に表示するため、前中間会計期間までは「その他」に

含めていた社債利息を支払利息と合わせて、「支払利息及び社債利

息」として表示することに変更いたしました。これに伴い「利息の

支払額」に社債利息の支払額を含めて表示することに変更いたしま

した。

　なお、前中間会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの

「その他」に含まれている社債利息は、1,446千円、社債利息の支

払額は△1,435千円であります。

──────────────
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年10月31日）

当中間会計期間末
（平成18年10月31日）

前事業年度末
（平成18年４月30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

 162,116千円  213,203千円  182,244千円

　２　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行3行と当座貸越契約、

取引銀行1行とコミットメント契約を締

結しております。これら契約にもとづ

く当中間会計期間末の借入未実行残高

は次の通りであります。

　２　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行3行と当座貸越契約、

取引銀行1行とコミットメント契約を締

結しております。これら契約にもとづ

く当中間会計期間末の借入未実行残高

は次の通りであります。

　２　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため、取引銀行3行と当座貸越契約、

取引銀行1行とコミットメント契約を締

結しております。これら契約にもとづ

く当事業年度末の借入未実行残高は次

の通りであります。

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額

1,150,000千円

借入実行残高 320,000千円

差引額 830,000千円

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額

1,250,000千円

借入実行残高 310,000千円

差引額 940,000千円

当座貸越極度額及び

貸出コミットメント

の総額

 1,250,000千円

借入実行残高    540,000千円

差引額    710,000千円

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30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 33千円

営業支援金収入 3,560千円

受取利息 59千円

営業支援金収入 5,482千円

受取利息   64千円

営業支援金収入     10,278千円

※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 5,156千円

社債利息 1,446千円

新株発行費償却 1,941千円

  

支払利息 4,807千円

社債利息 1,900千円

社債発行費償却 421千円

新株発行費償却 1,941千円

支払利息     10,495千円

社債利息      2,985千円

社債発行費償却     843千円

新株発行費償却      3,882千円

※３　特別利益のうち主要なもの ※３　特別利益のうち主要なもの  ※３　特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金戻入益 1,017千円 営業譲渡益 14,234千円

貸倒引当金戻入益 8,480千円

貸倒引当金戻入益      4,937千円

※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの

レンタル用電話加入

権売却損
1,730千円

建物除却損 　765千円

器具備品除却損 408千円

店舗設備等の除却に

要した費用
1,723千円

減損損失 14,180千円

レンタル用電話加入

権売却損
60千円

建物除却損 2,916千円

器具備品除却損 1,039千円

店舗設備等の除却に

要した費用
1,789千円

賃貸契約解約損 1,584千円

減損損失 8,315千円

建物除却損      5,222千円

器具備品除却損    598千円

店舗設備等の除却に

要した費用
    10,738千円

賃貸契約解約損      2,838千円

減損損失 30,538千円
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前中間会計期間
（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

※５　減損損失

 　当中間会計期間において、当社

は以下の資産グループについて減

損損失を計上しました。

場所 用途 種類

　イーブーム

　元住吉店

　（川崎市）

移動体通信総

合ショップ 
 建物 

 　なんば店

　（大阪市）
移動体通信総

合ショップ 
 建物 

　高田馬場店

（東京都新宿区）

移動体通信総

合ショップ 
 建物 

 

　当社は、店舗ごとに資産をグルー

ピングしております。

　移動体通信総合ショップ３店舗

については、競争の激化による店

舗環境の著しい悪化により営業活

動から生じるキャッシュ・フロー

のマイナスが継続しております。

今後長期間にわたり店舗環境の回

復が見込めないため、当該店舗に

係わる資産の回収可能額について

使用価値をゼロとし、帳簿価額全

額を減損損失14,180千円として特

別損失に計上しております。

　　

※５　減損損失

 　当中間会計期間において、当社

は以下の資産グループについて減

損損失を計上しました。

場所 用途 種類

　関西圏　２店
移動体通信総

合ショップ 
 建物 

　当社は、店舗ごとに資産をグルー

ピングしております。

　移動体通信総合ショップ２店舗

については、競争の激化による店

舗環境の著しい悪化により営業活

動から生じるキャッシュ・フロー

のマイナスが継続しております。

今後長期間にわたり店舗環境の回

復が見込めないため、当該店舗に

係わる資産の回収可能額について

使用価値をゼロとし、帳簿価額全

額8,315千円を減損損失に計上して

おります。

　　

※５　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

失を計上しました。

場所 用途 種類

　首都圏　３店

 

　関西圏　７店

総合通信

ショップ

および 

 専売ショップ

 建物 

　当社は、店舗ごとに資産をグルー

ピングしております。

　総合通信ショップ５店舗につき

ましては、競争の激化による店舗

環境の著しい悪化により営業活動

から生じるキャッシュ・フローの

マイナスが継続しており、今後長

期間にわたり店舗環境の回復が見

込めないため、また、専売ショッ

プ５店舗につきましては、ＫＤＤ

Ｉ株式会社による株式会社ツーカー

ホン関西および株式会社ツーカー

セルラー東京の吸収合併を理由と

する専売ショップの閉鎖方針を受

けて、これら当該店舗に係わる資

産の回収可能額について使用価値

をゼロとし、帳簿価額全額30,538

千円を減損損失に計上しておりま

す。

　６　減価償却実施額 　６　減価償却実施額  　６　減価償却実施額

有形固定資産 43,991千円

無形固定資産 5,060千円

有形固定資産 43,029千円

無形固定資産 6,505千円

有形固定資産 96,876千円

無形固定資産 11,712千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

 当中間会計期間（自 平成18年５月１日　至 平成18年10月31日）

 １．発行済株式に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）

当中間会計期間増加

株式数（株）

当中間会計期間減少

株式数（株）

当中間会計期間末

株式数（株）

 普通株式 31,000 － － 31,000

 ２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 ３．配当に関する事項

 （１）配当金支払額

（決議）

株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

 平成18年７月27日

定時株主総会
 普通株式 68,200 2,200 平成18年４月30日 平成18年７月27日 

 （２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

 該当事項はありません。

－ 21 －



（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に記載されている科目の金額

との関係

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に記載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

照表に記載されている科目の金額との関係

（平成17年10月31日現在） （平成18年10月31日現在） （平成18年４月30日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 239,881

預入期間が３か月を超

える定期預金
△191,644

現金及び現金同等物 48,237

 （千円）

現金及び預金勘定 298,238

預入期間が３か月を超

える定期預金
△191,666

現金及び現金同等物 106,571

 （千円）

現金及び預金勘定 359,915

預入期間が３か月を超

える定期預金
△191,661

現金及び現金同等物 168,253

①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30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

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

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

(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中間期末残高相当

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中間期末残高相当

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
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

器具備品 47,872 37,267 10,604

ソフトウェア 104,519 90,700 13,819

合計 152,391 127,967 24,423

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

器具備品 16,468 12,139 4,329

合計 16,468 12,139 4,329

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

期末残
高相当
額
(千円)

器具備品 40,621 33,705 6,916

ソフトウェア 72,140 68,020 4,119

合計 112,761 101,725 11,036

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 21,216千円

１年超 4,455千円

合計 25,671千円

１年内 2,120千円

１年超 2,334千円

合計 4,455千円

１年内       8,486千円

１年超       3,068千円

合計  11,554千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

(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 19,288千円

減価償却費相当額 18,028千円

支払利息相当額 500千円

支払リース料 7,197千円

減価償却費相当額 6,706千円

支払利息相当額 98千円

支払リース料       33,665千円

減価償却費相当額       31,415千円

支払利息相当額      761千円

(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

(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

額相当額と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

(5）利息相当額の算定方法

同   左
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②　有価証券

前中間会計期間（自平成17年５月１日　至平成17年10月31日）、当中間会計期間（自平成18年５月１日　至平成

18年10月31日）及び前事業年度（自平成17年５月１日　至平成18年４月30日）

　当社は有価証券を全く保有しておりませんので、該当事項はありません。

③　デリバティブ取引

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

前中間会計期間（自平成17年５月１日　至平成17年10月31日）、当中間会計期間（自平成18年５月１日　至平成

18年10月31日）及び前事業年度（自平成17年５月１日　至平成18年４月30日）

 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。

④　持分法損益等

前中間会計期間（自平成17年５月１日　至平成17年10月31日）、当中間会計期間（自平成18年５月１日　至平成

18年10月31日）及び前事業年度（自平成17年５月１日　至平成18年４月30日）

 　　　　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日）

１株当たり純資産額 46,985.21円

１株当たり中間純損失

金額
2,185.87円

１株当たり純資産額  38,646.07円

１株当たり中間純損失

金額
3,094.08円

１株当たり純資産額 43,940.15円

１株当たり当期純損失

金額
5,230.94円

　なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、1株当た

り中間純損失であり、また、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。

 同   左 　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、１株当

たり当期純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため記載しており

ません。

（注）１株当たり中間（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

(自　平成17年５月１日
至　平成17年10月31日)

当中間会計期間
(自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日)

前事業年度
(自　平成17年５月１日
至　平成18年４月30日)

中間（当期）純損失（△）（千円） △67,762 △95,916 △162,158

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純損失（△）

（千円）
△67,762 △95,916 △162,158

期中平均株式数（株） 31,000 31,000 31,000

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況

（1）生産実績

 　　当社は生産を行っていないため、該当事項はありません。

（2）受注状況

 　　当社は見込み仕入を行っているため、該当事項はありません。

（3）販売実績

事業部門等の名称

前中間会計期間
（自　平成17年 5月 1日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年 5月 1日
至　平成18年10月31日）

前事業年度
（自　平成17年 5月 1日
至　平成18年 4月30日）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

 　　移動体通信関連事業 5,220,973 81.7 6,105,577 93.2 11,473,540 84.5

 　　固定通信関連事業 496,990 7.8 360,723 5.5 945,806 7.0

 　　その他の事業 671,460 10.5 83,782 1.3 1,148,974 8.5

 　　合計 6,389,423 100.0 6,550,083 100.0 13,568,320 100.0

１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．最近2中間会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりでありま

す。

相手先

前中間会計期間
（自　平成17年 5月 1日
至　平成17年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年 5月 1日
至　平成18年10月31日）

金額（千円）
割合
（％）

金額（千円）
割合
（％）

 株式会社ダイヤモンドテレコム 2,382,184 37.3 2,453,319 37.5

ソフトバンクモバイル株式会社 941,628 14.7 1,199,289 18.3

 アイ・ティー・テレコム株式会社 651,730 10.2 1,041,292 15.9

 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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