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１．平成19年９月中間期の業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 179,859 15.4 3,401 △10.4 3,409 △10.3 1,930 △9.6

18年９月中間期 155,819 11.2 3,797 △3.5 3,801 △3.8 2,134 △5.8

19年３月期 355,401 － 7,314 － 7,330 － 4,115 －

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

円 銭 円 銭

19年９月中間期 5,861 71 5,853 69

18年９月中間期 6,490 85 6,438 74

19年３月期 12,507 49 12,423 39

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３月期 －百万円

(2）財政状態

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

19年９月中間期 60,102 17,239 28.7 52,318 61

18年９月中間期 50,939 14,798 29.1 44,956 78

19年３月期 71,701 16,116 22.5 48,945 34

（参考）自己資本 19年９月中間期 17,239百万円 18年９月中間期 14,798百万円 19年３月期 16,116百万円

(3）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

百万円 百万円 百万円 百万円

19年９月中間期 5,731 △600 △4,203 1,104

18年９月中間期 5,118 △410 △3,908 1,134

19年３月期 2,562 △564 △2,156 177

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 2,000 00 2,500 00 4,500 00

20年３月期 2,500 00 －

20年３月期（予想） － 2,500 00 5,000 00

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 408,000 － 7,700 － 7,700 － 4,350 － 13,206 27

（注）平成19年10月31日付けでテレコム三洋㈱の全発行済み株式を取得したため、平成20年３月期の通期の業績につきましては、連結業績予想と

なっております。また、前期は連結財務諸表を作成していないため、対前期増減率につきましては記載しておりません。
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（参考）平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 390,000 9.7 7,800 6.6 7,800 6.4 4,500 9.3 13,661 66

上記の個別業績予想は、平成19年５月８日に公表いたしました通期の業績予想から変更ありません。

なお、１株当たりの当期純利益の算出にあたっては、平成19年９月中間期の期中平均株式数を使用しております。

４．その他

(1）中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年９月中間期 329,502株 18年９月中間期 329,176株 19年３月期 329,282株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 －株 18年９月中間期 －株 19年３月期 －株

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、30ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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４ページを参照して下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

 ①当中間期の経営成績

当中間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も堅調に推移するとともに、設備投資も順調

に増加し穏やかな拡大基調にありました。

携帯電話市場においては、昨年のモバイル・ナンバー・ポータビリティー制度の導入を機に各通信事業者がワン

セグ受信可能端末や薄型端末等の新機種を順次投入したことで市場が活性化し、それに加えて各通信事業者が新割

引料金プランを発表した結果、当中間会計期間も引き続き携帯電話市場は堅調に推移し、携帯電話の純増数は262万

件と前年同期比29.5％増となりました。第３世代携帯電話純増数も941万件となり、高機能端末を中心に順調に取替

需要が拡大しています。（社団法人電気通信事業者協会発表データ）

このような状況下、当社はモバイル事業においては予てより注力してまいりました、代理店および家電量販店を

軸とする販路の拡大が実を結び、当中間会計期間においても高機能端末を中心に順調に売上を伸ばすことができま

した。しかしながら、将来を見据えた販路拡大に伴う初期費用等の増加により営業利益ベースでは前年同期比若干

減となりました。一方、ネットワーク事業においては、マイラインサービスが全社利益に貢献したものの、当社有

力代理店の販売体制の構築が遅れたことによりFTTH等光回線サービスの利益が前年同期比減少となりました。全社

的には、企業理念にもあるコンプライアンス（法令遵守）はもとより、業界のリーディングカンパニーとしての企

業責任を果たすべく社内体制を強化したことによる費用の増加もあり、全社業績は営業利益で前年同期比10.4％減

となりました。

その結果、当中間会計期間における業績は、売上高1,798億59百万円（前年同期比15.4％増）、営業利益34億１百

万円（前年同期比10.4％減）、経常利益34億９百万円（前年同期比10.3％減）、中間純利益19億30百万円（前年同

期比9.6％減）となりました。

事業部門別の状況は次のとおりであります。

【モバイル事業】

当中間会計期間につきましては、予てより推進してきました販路拡大戦略が功を奏し、直営店、傘下代理店の店

舗および家電量販店の拠点数が増加したため、高機能端末を中心に販売を伸ばすことができ、当中間会計期間とし

ては過去最高の183万台（前年対比17.7％増）となり、子会社である㈱モビテックを含めた販売台数は184万台にな

りました。しかしながら、将来を見据えた販売網拡充に伴う設営費や人件費等の販管費が増加したことに加え、量

販店等の市場競争の激化により収益性が一時的に低下したため、当事業における営業利益は前年対比8.6％減に留ま

りました。

この結果、同事業における売上高は1,690億79百万円（前年同期比14.3％増）、営業利益は23億17百万円（前年同

期比8.6％減）となりました。

【ネットワーク事業他】

当中間会計期間につきましては、前期獲得のマイライン回線に関わるボリュームインセンティブ等が当中間会計

期間に確定し、利益に貢献しました。一方、FTTH等光回線サービスについては将来を見据えた営業人員の増員等、

先行投資を実施したものの、マイラインサービスが予想以上に堅調だったため、当社有力代理店の販売体制の構築

が遅れたこと等によりFTTH等光回線サービスの利益が減少しました。また、その他事業では、引き続きコンビニ販

路でのPIN（Personal Identification Number）販売システムを利用した電子マネー等の販売が売上高の増加に貢献

しました。

この結果、同事業における売上高は107億80百万円（前年同期比35.5％増）、営業利益は10億84百万円（前年同期

比14.2％減）となりました。
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②当期の見通し

今後のわが国経済は、米国のサブプライムローン問題による金融不安、原油高による物価上昇などが懸念される

ものの、穏やかな拡大基調は継続するものと思われます。

当社の主力事業でありますモバイル事業は、各通信事業者が新割引料金プランを発表したため利用者の選択の幅

が広がったことで市場が活性化し、今後も高水準の取替需要が継続するものと思われます。そのような状況下、当

社としましては、平成19年10月31日付けで子会社化しましたテレコム三洋㈱（現、㈱テレコムパーク）との早期シ

ナジー実現を目指して物流の一元化等の取組みを実施するとともに、経営方針に沿って事業拡大の努力を継続しな

がら、各業務の効率化を推進し収益の増加を図ります。また、ネットワーク事業では本格的にブロードバンド化が

進展する中で、マイラインに加え市場の拡大が著しいFTTH等光回線の取り扱いを拡大し、利益の増大を図る方針で

す。

一方、当社は、平成19年９月20日付けで総務省が主催する「モバイルビジネス研究会」から提示された「モバイ

ルビジネス活性化プラン」に従い、各通信事業者が導入する新料金プランに対応し、端末価格と通信料金を契約時

の重要事項として利用者に十分説明し、業界のリーディングカンパニーとして引き続き利用者の利便性と業界全体

の透明性向上に尽力しながら、内部統制の充実も図ってまいります。

平成20年３月期は、平成19年10月31日付けでテレコム三洋㈱の発行済み全株式を取得しましたので連結決算とな

ります。よって、通期の見通しにつきましては、連結業績見通しとなりますが、売上高4,080億円、営業利益77億円、

経常利益77億円、当期純利益43.5億円を見込んでおります。

上記数値につきましては、平成19年10月31日に公表しました「テレコム三洋株式会社の株式取得（完全子会社化）

完了に関するお知らせ」で公表した数値に変更はありません。

なお、業績に重要な影響を与える要因につきましては、「１．経営成績　（4）事業等のリスク」に記載のとおり

であります。

③中期経営計画等の進捗状況

当社は、中期経営目標「Challenge 5000」の中で、2009年３月期に売上高5,000億円、携帯電話販売500万台を目

標として掲げております。計画初年度でありました2007年３月期は売上高3,554億円、携帯電話販売台数360万台と、

順調なスタートを見せております。また今般、テレコム三洋㈱（現、㈱テレコムパーク）の株式取得に係る契約を

平成19年９月14日に締結し、予てより目標達成に不可欠だと考えていた大型M&Aを実現しました。テレコム三洋㈱の

2007年3月期売上高は約380億円、販売台数は約47万台であり、「Challenge　5000」の目標達成に大きく前進いたし

ました。本件により、テレコム三洋㈱が運営するキャリアショップや有力二次代理店網の獲得を通じた販売網の拡

充、物流および在庫管理の一元化等を通じたシナジー実現とコスト削減による総合的な企業価値の拡大を目指して

まいります。　

しかしながら、事業環境がめまぐるしく変化しており、目標達成には引き続き不断の努力が必要だと考えており

ます。モバイル事業においては、テレコム三洋㈱とのシナジーを早期に実現するのはもちろんのこと、中小代理店

との協力関係の構築により販売網を拡大するとともに、有力家電量販店の出店計画に併せて販売拠点の拡大に注力

してまいりましたが、今後も、販売網の更なる拡充が必要だと考えております。また、ネットワーク事業において

は、従来はマイラインサービスを中心に展開してきましたが、今後は、本格的にブロードバンド化が進展する中、

マイラインに加え市場の拡大が著しいFTTH等光回線の取り扱いを拡大し、利益の増大を図っていきます。加えて、

コンビニ販路でのPIN販売システムを利用した電子マネー等の決済ビジネスの売上が急速に伸びておりますので、さ

らなる飛躍を目指してまいります。

④目標とする経営指標の達成状況

当社は、ROA（総資産利益率）を経営指標として重視し、ROA10％以上を目標と定めておりますが、2003年3月期以

降、毎期ROA10％以上を達成し続けております。今後も資産効率の維持に努めてまいります。
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(2）財政状態に関する分析

当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前中間会計期間に比べ、30百万円減

少（前年同期比2.7％減）し、当中間会計期間末には11億４百万円となりました。

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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］

営業活動の結果得られた資金は、57億31百万円（前年同期比12.0％増）となりました。これは主に、法人税等の

支払額16億29百万円、仕入債務の減少87億81百万円があるものの、税引前中間純利益33億89百万円の計上、売上債

権87億９百万円の減少およびたな卸資産の減少35億17百万円等によるものであります。

［投資活動によるキャッシュ・フロー］

投資活動の結果使用した資金は、６億円（前年同期比46.2％増）となりました。これは主に、有形固定資産の取

得による支出２億５百万円、投資有価証券の取得による支出１億22百万円、敷金の支払による支出１億６百万円お

よび貸付けによる支出92百万円等によるものであります。

［財務活動によるキャッシュ・フロー］

財務活動の結果使用した資金は、42億３百万円（前年同期比7.6％増）となりました。これは主に借入金の減少

34億円および配当金の支払８億16百万円等によるものであります。

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18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

 中間 期末 中間 期末 中間

 自己資本比率（％） 27.4 22.7 29.1 22.5 28.7

時価ベースの自己資本比率

（％）
144.7 176.2 192.6 78.5 67.4

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％）
33.4 － 27.4 202.9 15.7

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
652.5 － 501.8 133.7 373.6

（注）１．各指標の算出は以下の算式を使用しております。

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 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 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 / 支払利息  

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。

営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており

ます。

有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。また、支払利息については、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

３．平成18年３月期期末のキャッシュ・フロー対有利子負債比率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・フローがマイナスであるため記載しておりません。 

(3）利益配分に関する基本方針および当期の配当

当社の配当政策は、業績の進展状況に応じて、将来の事業展開と経営基盤の強化のために必要な内部留保を確保し

ながら、配当性向30％以上を目処として安定配当を実施していく方針です。

この方針のもと、当期の中間配当金は、前期の中間配当金と比べ500円増配の１株につき2,500円とさせて頂きます。

また、期末配当金につきましても一株につき2,500円を予定しており、年間としては１株につき5,000円（配当性向

36.6％）を予定しております。これは前期の年間配当金4,500円と比較すると500円の増配となっております。

また、会社法施行後の配当の基準日および回数の変更は、現時点では予定しておりません。よって、従来どおり中

間期末日および期末日を基準日とした年２回の配当を実施する予定です。

なお、内部留保資金の使途につきましては、モバイル事業の業容拡大、新しい事業の立ち上げ、人材育成、戦略的

投資等に投入する方針であります。
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(4）事業等のリスク

 当社の経営成績、株価および財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。

①通信事業者からの受取手数料について

当社は、通信事業者が提供する通信サービスへの利用契約の取次を行うことにより、当該サービスを提供する事

業者から契約取次の対価として手数料を収受しております。受取手数料の金額、支払対象期間、支払対象となるサー

ビス業務の内容、通話料金に対する割合等の取引条件は、各通信事業者によって、また時期によってもそれぞれ異

なっており、今後も通信事業者の事業方針等により変更されますので、大幅な取引条件の変更が生じた場合には当

社の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

②業界における競合について

携帯電話業界は、技術進歩に伴い新サービス・新商品が次々と登場し、平成19年９月には携帯電話等の累計契約

数が99百万台を超える大きな発展を遂げました。しかし一方で人口普及率の高まりと共に新規利用者の増加率が低

下してきており、各事業者間の端末利用者獲得競争同様に当社を含めた販売会社の競争は今後更に激化するものと

考えております。以上のように携帯電話市場は競争の激しい分野であるため、当社の業績は競合による利益率の低

下等の要因により大きな影響を受ける可能性があります。

固定電話業界についても、ブロードバンド化等の技術の進歩にともない各通信事業者の顧客獲得競争が再燃し、

携帯電話業界と同様に当社を含めた販売会社の顧客獲得競争も激しくなる場合が考えられます。その場合、当社の

業績は競合による利益率の低下等の要因により大きな影響を受ける可能性があります。

③企業買収等による今後の事業拡大について

当社は、今後も事業拡大のため、中小代理店との協力関係の構築や新規にショップを出店する等以外に同業他社

の企業買収等を行う可能性があり、当該企業買収等が当社の財政状態および経営成績に影響を与える可能性があり

ます。また、今後の市場動向や経済環境の変化によっては、当該企業買収等が当初期待した結果を生み出す保証は

なく、出資先企業の業績等の状況によっては、投下資本の回収が困難となり、当社の業績および事業計画等に影響

を及ぼす可能性があります。

④個人情報漏洩等について

平成17年４月１日より個人情報保護法が施行されましたが、電気通信分野における個人情報の取扱いについては、

総務省（旧　郵政省）が策定した「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」に詳細が定められ

ており、同ガイドラインに基づいて通信事業者との各種契約の中で秘密保持の誓約書を通信事業者に提出しており

ます。特に通信事業者の顧客情報端末にアクセスするスタッフについては、IDナンバーまたはカードが与えられ個

人情報の秘密保持に取り組んでいます。また、顧客情報端末に直接アクセスする従業員のみならず、当社の通信事

業に従事する従業員については情報漏洩防止の観点により、個人情報に関するガイドライン遵守のための指導を徹

底する等自主的な取り組みを行っております。しかしながら、不測の事態により顧客情報の漏洩が発生した場合、

当社に対する信頼の失墜や損害賠償請求等により、当社の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

⑤三井物産㈱との関係について

当社の発行済株式総数は329,502株（平成19年９月30日現在）でありますが、三井物産㈱が50.8％を所有しており

ます。また、当社は、今後も引き続き三井物産㈱の連結子会社として三井物産グループに属することを想定してお

りますが、三井物産㈱のグループ戦略等によっては、三井物産㈱と当社との関係に変化が生じる可能性があります。

しかしながら、当社の担当分野であるモバイル事業およびネットワーク事業の販売と取次事業は親会社から独立

して事業運営にあたっておりますので、親会社との資本関係に変化が生じても影響は極めて軽微と考えられます。
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⑥モバイルビジネス研究会について

 平成18年９月、総務省は電気通信市場の競争促進を目的に公正競争ルールを整備する「新競争促進プログラム

2010」を発表し、これを受けて「モバイルビジネス研究会」を発足、平成19年１月より、販売奨励金（注１）やSIM

ロックを含む広範な問題の検討を開始し、計10回の検討結果を踏まえて、平成19年９月20日付けで最終報告書が公

表されました。最終報告書では、「あくまで、分離プラン等の導入は通信料金と端末価格の透明性の確保や利用者

にとっての選択の幅拡大を目的とするものであり、これにより、販売奨励金そのものの縮減または廃止を直接的に

求めるものではない。ただし、分離プラン等の導入は、これまでの携帯端末の販売方式とは大きく異なるものであ

り、利用者はもとより、ベンダーや販売代理店等を含む関係各方面への影響を見極めるとともに、当該プランにつ

いて利用者の認知度を高めるための施策展開を図ることも必要である」として、「2008年度中に分離プランを部分

導入し、市場に与える影響等を慎重に見極めつつ、適用範囲を拡大。当該プランの有効性等について定期的に検証。

2010年を目途に総合的な評価を行い、本格導入に向けた結論を得る。」としています。（2007年9月版　「モバイル

ビジネス研究会報告書」より抜粋）

上記のように、総務省の研究会等の動向によっては、当社の業績および事業計画等が影響を受ける可能性があり

ます。

（注）１．通信事業者から当社のような販売代理店が受け取る手数料の一部で、機種別に設定される手数料等のこと

であります。
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 　　 　4.　平成19年９月14日に100％子会社である㈱テレコムパークサービスを設立しておりますが、休眠状態で

　　　　　　あるため上記系統図には記載しておりません。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

当社は、技術革新が進展するにともない事業環境が大きく変化する中、モバイル事業およびネットワーク事業に経

営資源を集中することにより事業基盤を強化し、企業価値の極大化を図ってまいります。

また、以下経営理念を、平成15年１月に制定しました。

5Cを尊重し、実行しつづける企業を目指します。』

5CとはContribution（社会貢献）、Challenging spirit（チャレンジ精神）、Creativity（創造性）、

Compliance（法令遵守）、Corporate Governance（企業統治）を意味します。情報通信サービスを通じて社会に貢献

できる、チャレンジ精神と創造性にあふれる企業を目指すとともに、目先の成功に惑うことなく自らの行動を厳しく

反省し、法令は言うに及ばず社会人として遵守すべき倫理、規範、ルール等に悖ることのないよう自らを律してまい

ります。

(2）目標とする経営指標

当社は、ROA（総資産利益率）を経営指標として重視し、ROA10％以上を目標と定めて、資産効率の維持に努めてま

いります。

(3）中長期的な会社の経営戦略

現在、携帯電話業界は市場の成熟にともない大きく変化しようとしています。市場の拡大が鈍化したことにより販

売業者間の競争が激化し中小の販売店の経営が難しくなりつつあります。また、普及の拡大とともに低下したARPU（台

あたり通話料収入）を回復するため通信事業者は新サ－ビスを導入する結果、携帯電話の端末機種とその利用方法は

ますます高度化し多様化します。利用者からすれば各人のライフスタイルに合わせて携帯電話を選択することになり

ます。これからは、販売業者も資金力、組織力、情報力を兼ね備えた大手専門業者の活躍する時代になります。固定

電話業界においては、本格的にブロードバンド化が進展する中、FTTH等光回線市場が急激に拡大しています。

このような状況下、当社は携帯電話、固定電話を問わず、電話関連事業の発展に貢献する企業、業界のリーダーと

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

ます。

①コア事業の基盤拡充・強化

全国で発生しつつある販売網の再編に迅速に対応し、更なる販売網の拡大により当社の市場シェアアップを図りま

す。

②新規事業の発掘、事業化

多様な販売網を活用することにより新規分野への進出を図り、携帯電話販売や通信サービスの加入取次事業に次ぐ

収益源を発掘、育成してまいります。

③経営基盤の強化

各業務の効率化を推進し、収益の改善に繋げます。また、人材の確保と育成、財務体質の強化により、経営基盤の

強化を図ります。

(4）会社の対処すべき課題

上述の通り、携帯電話業界は市場の成熟にともない大きく変化しようとしており、販売業者の再編が急速に進んで

おります。当社はこのように潮の流れが大きく変わる状況を事業拡大の絶好のチャンスと見て携帯電話および電話関

連事業に経営資源を集中するとともに、以下の活動を実施することにより事業を拡大し事業基盤を強固にしようとし

ています。

モバイル事業においては、上述の状況下、当社としては中小代理店との協力関係の構築やM&A等により販売網を拡大

するとともに、有力家電量販店の出店計画に併せて販売拠点の拡大を実施することにより販売量を拡大し、収益の増

加を図ってまいります。

また、ネットワーク事業他においては、マイラインに加え市場の拡大が著しいFTTH等光回線の取り扱いを拡大し、

収益の増大を図っていきます。さらに、コンビニ販路でのPIN販売システムを利用した電子マネー等の電子決済ビジネ

スの売上が急速に伸びておりますので、さらなる飛躍を目指してまいります。
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４．中間財務諸表
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（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
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金  1,134   1,104    177   

２．受取手形  4   －    1   

３．売掛金  26,654   36,533    45,241   

４．たな卸資産  15,960   13,315    16,833   

５．繰延税金資産  954   795    1,034   

６．未収入金  －   3,962    4,123   

７．その他  2,307   534    492   

貸倒引当金  △48   △55    △53   

流動資産合計   46,969 92.2  56,190 93.5 9,220  67,849 94.6

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１ 792   671    752   

２．無形固定資産  345   211    276   

３．投資その他の資産            

(1）投資有価証券  425   520    394   

(2）関係会社株式  179   184    179   

(3）繰延税金資産  436   453    473   

(4）敷金  1,457   1,540    1,518   

(5）その他  376   374    321   

貸倒引当金  △43   △44    △65   

投資その他の資産
合計

 2,832   3,029    2,821   

固定資産合計   3,970 7.8  3,912 6.5 △57  3,851 5.4

資産合計   50,939 100.0  60,102 100.0 9,163  71,701 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（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
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金  26,598   32,060    40,841   

２．短期借入金 ※２ 2,800   1,800    5,200   

３．未払金  2,742   5,649    5,898   

４．賞与引当金  330   359    361   

５．役員賞与引当金  18   －    －   

６．短期解約損失引当
金

 196   264    222   

７．その他  2,949   2,147    2,520   

流動負債合計   35,636 69.9  42,280 70.3 6,644  55,043 76.8

Ⅱ　固定負債            

１．長期未払金  －   56    －   

２．退職給付引当金  463   526    494   

３．役員退職慰労引当
金

 41   －    46   

固定負債合計   504 1.0  583 1.0 78  541 0.8

負債合計   36,140 70.9  42,863 71.3 6,723  55,584 77.5

  

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

　１　資本金   1,538 3.0  1,551 2.6 13  1,545 2.2

　２　資本剰余金            

資本準備金  1,657   1,670    1,664   

資本剰余金合計   1,657 3.3  1,670 2.8 13  1,664 2.3

３　利益剰余金            

(1)利益準備金  8   8    8   

(2)その他利益剰余
金

           

繰越利益剰余金  11,393   13,823    12,716   

利益剰余金合計   11,401 22.4  13,831 23.0 2,430  12,724 17.7

　　　株主資本合計   14,597 28.7  17,054 28.4 2,456  15,933 22.2

Ⅱ　評価・換算差額等　            

　１　その他有価証券評
価差額金

  201 0.4  184 0.3 △16  182 0.3

　　評価・換算差額等合
計

  201 0.4  184 0.3 △16  182 0.3

純資産合計   14,798 29.1  17,239 28.7 2,440  16,116 22.5

負債純資産合計   50,939 100.0  60,102 100.0 9,163  71,701 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（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
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  155,819 100.0 179,859 100.0 24,040 355,401 100.0

Ⅱ　売上原価  142,713 91.6 165,863 92.2 23,149 328,417 92.4

売上総利益  13,105 8.4 13,996 7.8 890 26,984 7.6

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

 9,308 6.0 10,594 5.9 1,286 19,669 5.5

営業利益  3,797 2.4 3,401 1.9 △395 7,314 2.1

Ⅳ　営業外収益 ※１ 15 0.0 23 0.0 8 38 0.0

Ⅴ　営業外費用 ※２ 11 0.0 16 0.0 4 23 0.0

経常利益  3,801 2.4 3,409 1.9 △392 7,330 2.1

Ⅵ　特別利益 ※３ － 0.0 7 0.0 7 － 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４,５ 106 0.0 27 0.0 △78 152 0.0

税引前中間
（当期）純利
益

 3,695 2.4 3,389 1.9 △306 7,177 2.0

法人税、住民
税及び事業税

 1,157   1,200    2,761   

法人税等調整
額

 404 1,561 1.0 257 1,458 0.8 △102 300 3,062 0.9

中間（当期）
純利益

 2,134 1.4 1,930 1.1 △203 4,115 1.2
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本

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
合計繰越利益剰

余金

平成18年３月31日　残高

（百万円）
1,514 1,633 1,633 8 9,947 9,955 13,103

中間会計期間中の変動額

新株の発行（注1） 23 23 23 － － － 47

剰余金の配当（注2） － － － － △657 △657 △657

役員賞与（注2） － － － － △31 △31 △31

中間純利益 － － － － 2,134 2,134 2,134

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額）
－ － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
23 23 23 － 1,445 1,445 1,493

平成18年９月30日　残高

（百万円）
1,538 1,657 1,657 8 11,393 11,401 14,597

評価・換算差額等

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
239 239 13,343

中間会計期間中の変動額

新株の発行（注1） － － 47

剰余金の配当（注2） － － △657

役員賞与（注2） － － △31

中間純利益 － － 2,134

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額）
△38 △38 △38

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△38 △38 1,455

平成18年９月30日　残高

（百万円）
201 201 14,798

 （注１）新株予約権（ストックオプション）の権利行使によるものであります。

 （注２）平成18年６月27日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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当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

株主資本

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
合計繰越利益剰

余金

平成19年３月31日　残高

（百万円）
1,545 1,664 1,664 8 12,716 12,724 15,933

中間会計期間中の変動額

新株の発行（注1） 6 6 6 － － － 12

剰余金の配当 － － － － △823 △823 △823

中間純利益 － － － － 1,930 1,930 1,930

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額）
－ － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
6 6 6 － 1,107 1,107 1,120

平成19年９月30日　残高

（百万円）
1,551 1,670 1,670 8 13,823 13,831 17,054

評価・換算差額等

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高

（百万円）
182 182 16,116

中間会計期間中の変動額

新株の発行（注1） － － 12

剰余金の配当 － － △823

中間純利益 － － 1,930

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額）
2 2 2

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
2 2 1,122

平成19年９月30日　残高

（百万円）
184 184 17,239

 （注１）新株予約権（ストックオプション）の権利行使によるものであります。
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

株主資本

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
合計繰越利益剰

余金

平成18年３月31日　残高

（百万円）
1,514 1,633 1,633 8 9,947 9,955 13,103

事業年度中の変動額

新株の発行（注1） 30 30 30 － － － 61

剰余金の配当（注2） － － － － △657 △657 △657

役員賞与（注2） － － － － △31 △31 △31

剰余金の配当 － － － － △658 △658 △658

当期純利益 － － － － 4,115 4,115 4,115

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）
30 30 30 － 2,768 2,768 2,830

平成19年３月31日　残高

（百万円）
1,545 1,664 1,664 8 12,716 12,724 15,933

評価・換算差額等

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
239 239 13,343

事業年度中の変動額

新株の発行（注1） － － 61

剰余金の配当（注2） － － △657

役員賞与（注2） － － △31

剰余金の配当 － － △658

当期純利益 － － 4,115

株主資本以外の項目の事業年度中

の変動額（純額）
△56 △56 △56

事業年度中の変動額合計

（百万円）
△56 △56 2,773

平成19年３月31日　残高

（百万円）
182 182 16,116

 （注１）新株予約権（ストックオプション）の権利行使によるものであります。

 （注２）平成18年６月27日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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間期比

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（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）
増減

（百万円）
金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

     

税引前中間（当期）
純利益

 3,695 3,389 △306 7,177

減価償却費及びコン
ピュータ費

 230 228 △1 582

のれん償却額  65 65 △0 131

減損損失  91 23 △68 107

株式交付費  0 0 △0 3

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

 11 △19 △30 39

賞与引当金の増減額
（減少：△）

 △25 △1 23 5

役員賞与引当金の増
減額（減少：△）

 18 － △18 －

短期解約損失引当金
の増減額（減少：
△）

 △24 42 66 2

退職給付引当金の増
減額（減少：△）

 30 32 1 62

役員退職慰労引当金
の増減額（減少：
△）

 1 △46 △48 7

受取利息及び受取配
当金

 △2 △4 △1 △5

支払利息  10 15 5 19

固定資産除売却損  14 3 △10 44

売上債権の増減額
（増加：△）

 8,207 8,709 501 △10,375

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 △192 3,517 3,710 △1,065

仕入債務の増減額
（減少：△）

 △6,618 △8,781 △2,162 7,623

役員賞与の支払  △31 － 31 △31

その他  764 197 △567 618

小計  6,250 7,372 1,122 4,948

利息及び配当金の受
取額

 2 4 1 5

利息の支払額  △10 △15 △5 △19

法人税等の支払額  △1,124 △1,629 △505 △2,372

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 5,118 5,731 613 2,562
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前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間期比

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（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）
増減

（百万円）
金額（百万円）

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

 △303 △205 98 △537

有形固定資産の売却
による収入

 0 0 △0 0

ソフトウェアの取得
による支出

 △44 △37 7 △118

投資有価証券の取得
による支出

 △20 △122 △102 △20

関係会社株式の取得
による支出

 － △5 △5 －

貸付による支出  △1,283 △92 1,190 △1,283

貸付の回収による収
入

 1,236 28 △1,207 1,296

関係会社への貸付に
よる純増減額（増
加：△）

 80 △30 △110 180

敷金の支払による支
出

 △77 △106 △29 △97

敷金の返還による収
入

 146 16 △129 171

ショップ承継による
支出

 △121 － 121 △121

その他資産増減額
（増加：△）

 △23 △46 △23 △33

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △410 △600 △189 △564

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（減少：△）

 △3,300 △3,400 △99 △900

新株発行関連の支出  △0 △0 0 △3

株式の発行による収
入

 47 12 △34 61

配当金の支払額  △655 △816 △160 △1,313

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △3,908 △4,203 △295 △2,156

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増減額（減少：△）

 798 926 128 △158

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

 336 177 △158 336

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※ 1,134 1,104 △30 177

      

㈱テレパーク(3738)　平成 20 年３月期中間決算短信（非連結）

－ 18 －



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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）子会社株式

　移動平均法による原価法を採

用しております。

(1）子会社株式

　同左

(1）子会社株式

　同左

  (2）有価証券

 　 その他有価証券

 (2）有価証券

 　 その他有価証券

 (2）有価証券

 その他有価証券

 時価のあるもの

 中間決算日の市場価額等

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）を採用しておりま

す。

時価のあるもの

同左

時価のあるもの

　決算日の市場価額等に基づ

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）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を

採用しております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 (3）たな卸資産

商品

　先入先出法による低価法を採

用しております。

(3）たな卸資産

商品

　　　　同左

(3）たな卸資産

商品

同左

 貯蔵品

　先入先出法による原価法を採

用しております。

貯蔵品

同左

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日以降に取得した建物（附属設

備を除く）については定額法）を

採用しております。また、直営

ショップの建物附属設備、及び器

具及び備品については耐用年数３

年による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。

(1）有形固定資産

同左

 

(1）有形固定資産

同左

　

 建物 ３年～20年 

器具及び備品 ２年～10年 

 

 

 (2）無形固定資産

　 定額法を採用しております。

 のれん　　　　５年

(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 株式交付費

　支出時に全額費用として処理して

おります。

 

―――――

株式交付費

支出時に全額費用として処理して

おります。
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失

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払に備える

ため、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払に備える

ため、賞与支給見込額の当期負担

額を計上しております。

 (3）役員賞与引当金

役員の賞与金の支払に備えるた

め、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。

（会計方針の変更）

当中間会計期間より、「役員賞

与に関する会計基準」（企業会

計基準第４号　平成17年11月29

日）を適用しております。

これにより営業利益、経常利益

および税引前中間純利益はそれ

ぞれ18百万円減少しております。

(3）役員賞与引当金

─────

 

 

 

(3）役員賞与引当金

 ─────

 (4）短期解約損失引当金

　当社及び販売代理店経由で加入

申込受付をした携帯電話契約者が

短期解約をした場合に、当社と代

理店委託契約を締結している電気

通信事業者に対して返金すべき手

数料の支払いに備えるため、返金

実績額に基づき、短期解約に係る

手数料の返金見込額を計上してお

ります。

(4）短期解約損失引当金

同左

(4）短期解約損失引当金

同左

 (5）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務の見

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。

　過去勤務債務については、発生

年度に一括損益処理しております。

　数理計算上の差異については、

発生の翌事業年度に一括損益処理

しております。

(5）退職給付引当金

同左

 

 

(5）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務の見

込額に基づき計上しておりま

す。

　過去勤務債務については、発生

年度に一括損益処理しております。

　数理計算上の差異については、

発生の翌事業年度に一括損益処理

しております。

 (6）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

るため、役員退職慰労金規程に基

づく中間会計期間末要支給額を計

上しております。

(6）役員退職慰労引当金

─────

(6）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

るため、役員退職慰労金規程に基

づく期末要支給額を計上しており

ます。なお、平成19年５月開催の

取締役会において、平成19年６月

開催の定時株主総会終結の時を

もって役員退職慰労金制度を廃止

することを決定しております。
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

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

消費税等の処理方法

　消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。

　なお、資産に係る控除対象外消

費税等は当中間会計期間の負担す

べき期間費用として処理しており

ます。

消費税等の処理方法

同左

消費税等の処理方法

　消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。

　なお、資産に係る控除対象外消

費税等は当期の負担すべき期間費

用として処理しております。
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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18年４月１日

　　至　平成18年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年４月１日

　　至　平成19年９月30日）

前事業年度

（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14,798百万円であります。

　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。

 ――――――― （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

16,116百万円であります。

　なお、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、財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

（中間キャッシュ・フロー計算書）

　前中間会計期間において、「営業権償却額」として掲

記されていたものは、当中間会計期間から「のれん償却

額」と表示しております。 

（中間貸借対照表）

 前中間会計期間まで「その他」に含めて表示しておりま

した「未収入金」は、当中間会計期間末において資産の

総額の100分の５以上となりましたので区分掲記して表示

しております。なお、前中間会計期間末の流動資産の「そ

の他」に含まれる「未収入金」は1,633百万円であります。
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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18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度
（平成19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

1,461百万円      1,764百万円      1,604百万円

  　　 減価償却累計額には、減損損失累計額

　　　 が含まれております。 

  　　 減価償却累計額には、減損損失累計額

　　　 が含まれております。 

  　　 減価償却累計額には、減損損失累計額

　　　 が含まれております。 

※２．当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行２行と当座貸

越契約を締結しております。これらの

契約に基づく当中間会計期間末の借入

金未実行残高は次のとおりであります。

※２．当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行２行と当座貸

越契約を締結しております。これらの

契約に基づく当中間会計期間末の借入

金未実行残高は次のとおりであります。

※２．当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行２行と当座貸

越契約を締結しております。この契約

に基づく当期末の借入金未実行残高は

次のとおりであります。

 

当座貸越極度額の総額

 1,100百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 1,100百万円

 

当座貸越極度額の総額

   1,100百万円

借入実行残高 　－百万円

差引額   1,100百万円

当座貸越極度額の総額

   1,100百万円

借入実行残高    －百万円

差引額 1,100百万円

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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 1百万円

受取家賃 9百万円

受取保険料 1百万円

受取利息  2百万円

受取家賃  8百万円

受取保険料  8百万円

受取利息  4百万円

受取家賃   17百万円

受取保険料   10百万円

※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 10百万円

  

支払利息   15百万円

  

支払利息  19百万円

株式交付費 3百万円

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

  貸倒引当金戻入益 7百万円    

※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

建物減損損失 64百万円

器具及び備品減損損失 24百万円

建物除却損 10百万円

建物減損損失  16百万円

器具及び備品減損損失   5百万円

構築物減損損失   1百万円

建物除却損   2百万円

器具及び備品除却損   1百万円

建物減損損失   70百万円

器具及び備品減損損失  27百万円

構築物減損損失  2百万円

建物除却損   32百万円

器具及び備品除却損   8百万円

㈱テレパーク(3738)　平成 20 年３月期中間決算短信（非連結）

－ 23 －



前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※５．減損損失 ※５．減損損失 ※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 
減損損失

(百万円) 

店舗(東

京都町田

市　他9

店舗)

直営

ショップ

店舗設備 

建物・構

築物・器

具及び備

品 

84

事業所

(香川県

高松市　

他2ヶ所)

支店・事

業所設備 

建物・器

具及び備

品 

7

当社は、キャッシュ・フローを生み出す

最小単位として直営ショップ店舗を基本

単位とし、共用資産については、共用資

産を含む支社事業所・支店事業所単位で

資産のグルーピングを行っております。

直営ショップ店舗及び支店事業所のうち、

営業活動から生ずるキャッシュ・フロー

が継続してマイナスとなっているもの に

ついて、減損処理の要否を検討し、帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失（91百万円）として特別

損失に計上しました。その内訳は、建物

64百万円、構築物2百万円及び器具及び備

品24百万円であります。

なお、直営ショップ店舗及び支店事業所

に係る資産の回収可能価額は、正味売却

価額により測定しており、正味売却価額

は、売却が困難であるためゼロとしてお

ります。

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 
減損損失

(百万円) 

店舗(東

京都町田

市　他7

店舗)

直営

ショップ

店舗設備 

建物・構

築物・器

具及び備

品 

23

当社は、キャッシュ・フローを生み出す

最小単位として直営ショップ店舗を基本

単位とし、共用資産については、共用資

産を含む支社事業所・支店事業所単位で

資産のグルーピングを行っております。

直営ショップ店舗のうち、営業活動から

生ずるキャッシュ・フローが継続してマ

イナスとなっているもの について、減損

処理の要否を検討し、帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失（23百万円）として特別損失に計上し

ました。その内訳は、建物16百万円、構

築物1百万円及び器具及び備品5百万円で

あります。

なお、直営ショップ店舗に係る資産の回

収可能価額は、正味売却価額により測定

しており、正味売却価額は、売却が困難

であるためゼロとしております。

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 
減損損失

(百万円) 

店舗(東

京都町田

市　他9

店舗)

直営

ショップ

店舗設備 

建物・構

築物・器

具及び備

品 

100

事業所

(香川県

高松市　

他2ヶ所)

支店・事

業所設備 

建物・構

築物・器

具及び備

品 

7

当社は、キャッシュ・フローを生み出す

最小単位として直営ショップ店舗を基本

単位とし、共用資産については、共用資

産を含む支社事業所・支店事業所単位で

資産のグルーピングを行っております。

直営ショップ店舗及び支店事業所のうち、

営業活動から生ずるキャッシュ・フロー

が継続してマイナスとなっているもの に

ついて、減損処理の要否を検討し、帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失（107百万円）として特別

損失に計上しました。その内訳は、建物

70百万円、構築物2百万円、器具及び備品

27百万円、のれん等6百万円であります。

なお、直営ショップ店舗及び支店事業所

に係る資産の回収可能価額は、正味売却

価額により測定しており、正味売却価額

は、売却が困難であるためゼロとしてお

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 202百万円

無形固定資産 65百万円

有形固定資産    199百万円

無形固定資産   65百万円

有形固定資産    480百万円

無形固定資産    131百万円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
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）

発行済株式     

普通株式（注） 328,632 544 － 329,176

（注）普通株式の発行済株式総数の増加544株は、新株予約権（ストックオプション）の行使による新株の発行によるも

のであります。

２．配当金支払額

（１）配当金支払額

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 657 2,000 平成18年３月31日 平成18年６月27日 

（２）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり

配当額

（円） 

基準日 効力発生日

 平成18年11月７日

取締役会
普通株式 658 利益剰余金 2,000 平成18年９月30日 平成18年12月11日 

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
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）

発行済株式     

普通株式（注） 329,282 220 － 329,502

（注）普通株式の発行済株式総数の増加220株は、新株予約権（ストックオプション）の行使による新株の発行によるも

のであります。

２．配当金支払額

（１）配当金支払額

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19年６月26日

定時株主総会
普通株式 823 2,500 平成19年３月31日 平成19年６月27日 

（２）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり

配当額

（円） 

基準日 効力発生日

 平成19年11月６日

取締役会
普通株式 823 利益剰余金 2,500 平成19年９月30日 平成19年12月11日 
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前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
前事業年度末株式数

（株）

当事業年度増加株式数

（株）

当事業年度減少株式数

（株）

当事業年度末株式数

（株）

発行済株式     

普通株式（注） 328,632 650 － 329,282

（注）普通株式の発行済株式総数の増加650新株予約権（ストックオプション）の行使による新株の発行によるものであ

ります。

２．配当金支払額

（１）配当金支払額

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 657 2,000 平成18年３月31日 平成18年６月27日 

 平成18年11月７日

取締役会
普通株式 658 2,000 平成18年９月30日 平成18年12月11日 

（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期期末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）
配当の原資

１株当たり

配当額

（円） 

基準日 効力発生日

 平成19年６月26日

定時株主総会
普通株式 823 利益剰余金 2,500 平成19年３月31日 平成19年６月27日 

（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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31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中間期末残高と中間貸借

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18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,134百万円

現金及び現金同等物 1,134百万円

現金及び預金勘定      1,104百万円

現金及び現金同等物      1,104百万円

現金及び預金勘定    177百万円

現金及び現金同等物    177百万円
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（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

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、減損損失累計額相当額

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、減損損失累計額相当額

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、減損損失累計額相当額

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)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

器具及び備品 16 4 11

合計 16 4 11

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

器具及び備品 15 7 7

合計 15 7 7

 

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)

器具及び備品 16 6 9

合計 16 6 9

（注）取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間

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。

（注）　　　　　同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が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。

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

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等

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等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 3百万円

１年超 8百万円

合計 11百万円

１年内  2百万円

１年超  4百万円

合計   7百万円

１年内  3百万円

１年超  6百万円

合計   9百万円

（注）未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末残高等に占

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。

（注）　　　　　同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定

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、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 1百万円

減価償却費相当額 1百万円

支払リース料  1百万円

減価償却費相当額  1百万円

支払リース料  3百万円

減価償却費相当額  3百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 (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。

同左 同左

２.　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 8百万円

１年超 54百万円

合計 62百万円

２.　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内  8百万円

１年超   45百万円

合計  54百万円

２.　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内  8百万円

１年超   50百万円

合計   58百万円

 （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。 

 （減損損失について）

同左

（減損損失について） 

同左
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（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成18年９月30日）

 　　　　　 １．子会社株式で時価のあるものはありません。

 ２．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価
（百万円）

中間貸借対
照表計上額
（百万円）

差額
（百万円)

 株式 25 365 339

 合計 25 365 339

 ３．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間貸借対照表計上額（百万円）

（1）子会社株式 179

（2）その他有価証券  

 非上場株式 59

当中間会計期間末（平成19年９月30日）

 　　　　　 １．子会社株式で時価のあるものはありません。

 ２．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価
（百万円）

中間貸借対
照表計上額
（百万円）

差額
（百万円)

 株式 26 345 318

 合計 26 345 318

 ３．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間貸借対照表計上額（百万円）

（1）子会社株式 184

（2）その他有価証券  

 非上場株式 175

前事業年度末（平成19年３月31日）

 　　　　　 １．子会社株式で時価のあるものはありません。

 ２．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価
（百万円）

貸借対照表
計上額
（百万円）

差額
（百万円)

 株式 25 334 308

 合計 25 334 308

 ３．時価評価されていない主な有価証券の内容

貸借対照表計上額（百万円）

（1）子会社株式 179

（2）その他有価証券  

 非上場株式 59
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（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　当社は、デリバティブ取引を全く

利用しておりませんので、該当事項

はありません。

同左 同左

（ストック・オプション等関係）

当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

１．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 

当中間会計期間において付与したストックオプションはありません。

（２）ストック・オプションの規模及びその変動状況

当中間会計期間において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式

数に換算して記載しております。 

①　ストック・オプション数 

 
平成15年（第１回）

ストップ・オプション

平成15年（第２回）

ストップ・オプション

平成16年（第３回）

ストップ・オプション

平成17年（第４回）

ストップ・オプション

 権利確定前     

 （株）     

 前事業年度末 － － － 2,384

 付与 － － － －

 失効 － － － 12

 権利確定 － － － 2,372

 未確定残 － － － －

 権利確定後     

 （株）     

 前事業年度末 532 136 1,824 －

 権利確定 － － － 2,372

 権利行使 80 96 44 －

 失効 4 － 28 44

 未行使残 448 40 1,752 2,328

②　単価情報

 
平成15年（第１回）

ストップ・オプション

平成15年（第２回）

ストップ・オプション

平成16年（第３回）

ストップ・オプション

平成17年（第４回）

ストップ・オプション

 権利行使価格（円） 32,500 32,500 156,838 179,500

 行使時平均株価（円） 166,000 143,800 175,667 －
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（持分法損益等）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（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。 　　同左 　　同左
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（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 44,956円78銭

１株当たり中間純利益 6,490円85銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益
6,438円74銭

　当社は、平成18年１月20日付で株式

１株につき２株の株式分割を行ってお

ります。

　なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前中間会計期間

における１株当たり情報については、

それぞれ以下のとおりとなります。　

１株当たり純資産額 38,155円56銭

１株当たり中間純利益

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益

6,903円14銭

6,874円23銭

１株当たり純資産額  52,318円61銭

１株当たり中間純利益  5,861円71銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益
 5,853円69銭

１株当たり純資産額  48,945円34銭

１株当たり当期純利益

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益

 12,507円49銭

 12,423円39銭

（注１）１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益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18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益    

中間（当期）純利益（百万円） 2,134 1,930 4,115

普通株主に帰属しない金額

（百万円）
－ － －

（うち利益処分による役員賞与金（百

万円））
－ － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
2,134 1,930 4,115

期中平均株式数（株） 328,875 329,388 329,050

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益
   

普通株式増加数（株） 2,661 220 2,227

（うち新株予約権（株）） (2,661) (220) (2,227)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

 ――――――― 平成17年（第４回）ス

トックオプション

新株予約権の数1,164

個

普通株式　2,328株

 ―――――――

 （注２）１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間末
平成18年９月30日 

当中間会計期間末
平成19年９月30日 

前事業年度末
平成19年３月31日 

 純資産の部の合計額（百万円） 14,798 17,239 16,116

 純資産の部の合計額から控除する金額（百

万円）
－ － －

 普通株式に係る中間期末の純資産額

（百万円）
14,798 17,239 16,116

１株当たり純資産額の算定に用いられた

中間期末の普通株式の数（株） 
329,176 329,502 329,282
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

――――――― 株式の取得による企業の買収

平成19年9月14日開催の取締役会において、

三洋電機㈱の100％子会社であるテレコム三洋

㈱の全発行済み株式取得（完全子会社化）に

係る契約の締結を決議し、同年10月31日をもっ

て同社は当社の子会社となりました。

　概要は以下のとおりであります。

(１)株式取得の理由

当社は、中期経営目標として

「Challenge5000」（平成21年3月期売上

5,000億円、携帯電話販売シェア10％確

保）を掲げております。今般、テレコム三

洋㈱が運営するキャリアショップや有力二

次代理店網の獲得を通じた販売網の拡充、

物流および在庫管理の一元化等を通じたシ

ナジー実現とコスト削減による総合的な企

業価値の拡大を目的として、テレコム三洋

㈱の株式取得に係る契約を締結し、テレコ

ム三洋㈱の全株式を取得し、㈱テレコム

パーク（※）として完全子会社化いたしま

した。これにより、当社の業界最大手とし

ての地位はさらに確固たるものとなりま

す。

（※）テレコム三洋㈱は、平成19年11月1

日で㈱テレコムパークに商号変更いたしま

した。

(２)株式取得の相手会社の名称

三洋電機㈱

(３)買収した会社の名称、事業内容、規模

 名称 ： テレコム三洋㈱

 事業内容： 携帯電話販売代理店業

 規模 ： ①資本金 120百万円

 ②従業員数  662名

 ③売上高 38,436百万円

 ④経常利益  405百万円

 ⑤当期純利益 62百万円

 ⑥総資産 6,927百万円

 ⑦純資産  801百万円

（以上、平成19年３月31日現在）

(４)株式取得の時期

平成19年10月31日

(５)取得した株式の数、買収価額および取得

後の持分比率

①取得株式　2,400株

②買収価額　4,800百万円

③取得後の持分比率・議決権比率　100％

(６)取得資金の調達方法および支払方法

 金融機関からの借入金により調達してお

り、支払は現金にて行っております。

(７)子会社の商号変更

テレコム三洋㈱は、下記のとおり、㈱テレ

コムパークに商号変更いたしました。

①変更の理由：テレパークグループ会社で

あることを明確化し、コーポレートブラ

ンドの統一を図るため。

②新商号（英文表示）：㈱テレコムパーク

（Telecompark　Corp．）

③変更日：平成19年11月1日

――――――― 
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５．その他
［事業の種類別セグメント情報］

 （自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

セグメント 科目
当中間会計期間 前中間会計期間 増減

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 率（％） 

モバイル事業 
売上高 169,079 147,865 21,214 14.3

営業利益 2,317 2,533 △216 △8.6

ネットワーク事業他
売上高 10,780 7,954 2,826 35.5

営業利益 1,084 1,263 △179 △14.2

合計 
売上高 179,859 155,819 24,040 15.4

営業利益 3,401 3,797 △395 △10.4
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