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１．平成20年３月期第３四半期の連結業績（平成19年４月１日　～　平成19年12月31日）

平成19年10月31日にテレコム三洋㈱（現、㈱テレコムパーク）の全発行済み株式を取得し、連結子会社としておりま

す。よって当四半期より連結財務諸表を作成しておりますので、前年同四半期および前事業年度については記載して

おりません。

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第３四半期 273,349 ― 4,704 ― 4,708 ― 2,611 ―

19年３月期第３四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

19年３月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

円 銭 円 銭

20年３月期第３四半期 7,927 23 7,918 39

19年３月期第３四半期 ― ― ― ―

19年３月期 ― ― ― ―

(2）連結財政状態  

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

20年３月期第３四半期 75,825 17,122 22.6 51,956 63

19年３月期第３四半期 ― ― ― ― ―

19年３月期 ― ― ― ― ―

(3）連結キャッシュ・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

20年３月期第３四半期 3,802 △5,230 3,855 2,604

19年３月期第３四半期 ― ― ― ―

19年３月期 ― ― ― ―

２．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 ― 13,204 24

（注）平成19年10月31日に公表いたしました連結業績予想に変更はありません。

      当四半期より連結財務諸表を作成しておりますので、対前期の増減率については記載しておりません。

      １株当たり当期純利益の算出にあたっては、平成19年12月四半期の期中平均株式数を使用しております。
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３．その他

(1）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　：　有

(2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　：　無

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。

※　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。

【参考】個別業績の概要

１．平成20年３月期第３四半期の個別業績（平成19年４月１日　～　平成19年12月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第３四半期 268,770 5.9 4,884 △20.5 4,888 △20.5 2,767 △20.6

19年３月期第３四半期 253,914 15.0 6,142 4.0 6,153 3.8 3,486 1.8

19年３月期 355,401 18.2 7,314 16.4 7,330 16.2 4,115 16.0

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

円 銭 円 銭

20年３月期第３四半期 8,401 23 8,391 87

19年３月期第３四半期 10,596 90 10,531 35

19年３月期 12,507 49 12,423 39

(2）個別財政状態  

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

20年３月期第３四半期 76,657 17,278 22.5 52,430 48

19年３月期第３四半期 68,516 15,465 22.6 46,974 92

19年３月期 71,701 16,116 22.5 48,945 34

(3）個別キャッシュ・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

20年３月期第３四半期 ― ― ― ―

19年３月期第３四半期 4,021 △597 △3,550 210

19年３月期 2,562 △564 △2,156 177

（注）当四半期より連結キャッシュ・フローを作成しておりますので、個別キャッシュ・フローは作成しておりません。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

当第３四半期（平成19年４月～12月）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ておりましたが、足元では、原油価格等の高騰やサブプライムローン問題を引き金とした金融

不安など、景気の先行きに対する不透明感が高まりつつあります。

携帯電話市場においては、一昨年のモバイル・ナンバー・ポータビリティー制度や各通信事業者の新割引料金プラン

の開始、また、総務省から公表された「モバイルビジネス活性化プラン」を受け、平成19年11月にKDDIグループおよび

NTTドコモグループが相次いで導入した携帯電話端末価格と通信料を分離した新販売方式とともに高機能端末の新機種を

順次投入したことで市場が活性化した結果、当第３四半期（９ヶ月累計）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381万件と前年同期比21.1％増となりました。第３世代携帯電話純増数も1,339万件となり、高機能端

末を中心に順調に取替え需要が拡大しています。（社団法人電機通信事業者協会発表データ）

このような状況下、当社グループ（当社および当社連結子会社）はモバイル事業においては、当社が予てより注力し

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、当第３四半期（９ヶ月累計）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。また、当社が取り組んでおりましたM&Aにつきましては、平

成19年10月31日に三洋電機㈱の連結子会社であるテレコム三洋㈱（現、㈱テレコムパーク）の全発行済み株式を三洋電

機㈱より取得するに至り、同日付けで当社の100％子会社としました。同社は、モバイル事業を全国に展開しており、同

社の直営店および代理店網の獲得による販売網の拡充や物流・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

により、総合的な企業価値の拡大に取り組んでまいります。

　ネットワーク事業においては、FTTH市場の成長鈍化や当社の代理店網の構築の遅れ等により、利益が前年対比（単体

ベース）減少しました。

その結果、当第３四半期における業績は、連結売上高2,733億49百万円、連結営業利益47億４百万円、連結経常利益47

億８百万円、連結四半期純利益26億11百万円となりました。

 【モバイル事業】

当第３四半期（９ヶ月累計）につきましては、これまで推進してまいりました販路拡大戦略に加え、㈱テレコムパー

クの連結子会化により、直営店、代理店の店舗および家電量販店の拠点数が増加し、当社グループ（㈱モビテックを含

む）の販売台数は、287万台となりました。しかしながら、人件費等の販管費の増加に加え、量販店等における市場競争

の激化により収益が一時的に低下しました。

この結果、同事業における連結売上高は2,571億68百万円、連結営業利益は32億11百万円となりました。

 【ネットワーク事業他】

当第３四半期（９ヶ月累計）につきましては、FTTH等光回線サービスにおいて、市場自体の拡大が予想より遅れてい

ること、有力代理店を中心とする販売体制の構築が遅れたこと等により利益が前年対比（単体ベース）減少しましたが、

将来を見据えた営業人員の増員等の先行投資を実施し、販売網の拡充に鋭意取り組んでおります。また、その他の事業

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、同事業における連結売上高は161億80百万円、連結営業利益は14億93百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

当第３四半期末における現金及び現金同等物は、期首と比べて24億27百万円増加し26億４百万円となりました。なお、

当第３四半期より連結キャッシュ・フローを作成しておりますので、前年同期比対比はおこなっておりません。

（営業活動による連結キャッシュ・フロー） 

当第３四半期の営業活動の結果、得られた資金は38億２百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益

で46億79百万円計上したこと、売上債権の減少117億６百万円、たな卸資産の減少16億89百万円、仕入債務の減少105億

67百万円および、法人税等の支払31億10百万円によるものであります。 

（投資活動による連結キャッシュ・フロー）

当第３四半期の投資活動の結果、使用した資金は52億30百万円となりました。これは主に平成19年10月31日付けでテ

レコム三洋㈱（現、㈱テレコムパーク）の全発行済み株式を取得し子会社化したことによる支出45億79百万円によるも

のであります。

（財務活動による連結キャッシュ・フロー） 

当第３四半期の財務活動の結果、得られた資金は38億55百万円となりました。これは主に短期借入金の増加４億55百

万円、長期借入の増加50億円および、配当金の支払16億13百万円によるものであります。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報

当第３四半期の連結業績は、ネットワーク事業におけるFTTH市場の成長鈍化や代理店網の構築の遅れ等により、利益

が前年対比（単体ベース）減少しておりますが、FTTH等光回線サービスにおける販売網の拡充への取り組みや、モバイ

ル事業において販路の拡充や採算性の向上に注力しておりますので、平成19年10月31日に公表いたしました「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」に記載しております連結業績予想に変更はありませ

ん。

４．その他

(1）会計処理の方法における簡便な方法の採用

 法人税等の計上基準等に法定実効税率による簡便な方法を採用しております。

(2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更

 該当事項はありません。
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５．四半期連結財務諸表

(1）（要約）四半期連結貸借対照表

科目

当四半期
（平成20年３月期
第３四半期末）

金額（百万円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 2,604

２．売掛金 36,184

３．たな卸資産 16,477

４．未収入金 10,627

５．その他 1,342

６．貸倒引当金 △63

流動資産合計 67,172

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産 1,040

２．無形固定資産  

(1）のれん 3,882

(2）その他 12

無形固定資産合計 3,895

３．投資その他の資産  

(1）関係会社株式 184

(2）敷金 2,035

(3）その他 1,565

(4）貸倒引当金 △67

投資その他の資産合計 3,717

固定資産合計 8,653

資産合計 75,825

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．買掛金 32,490

２．短期借入金 7,100

３．未払金 11,092

４．預り金 976

５．その他 1,445

流動負債合計 53,104
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科目

当四半期
（平成20年３月期
第３四半期末）

金額（百万円）

Ⅱ　固定負債  

１．長期借入金 5,000

２．退職給付引当金 542

３．その他 56

固定負債合計 5,599

負債合計 58,703

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本  

１．資本金 1,552

２．資本剰余金 1,671

３．利益剰余金 13,688

株主資本合計 16,912

Ⅱ　評価・換算差額等  

１．その他有価証券評価差額金 209

評価・換算差額等合計 209

純資産合計 17,122

負債純資産合計 75,825

（注）当四半期より連結財務諸表を作成しておりますので、前年同四半期および前事業年度については記載しておりませ

ん。
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(2）（要約）四半期連結損益計算書

科目

当四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 273,349

Ⅱ　売上原価 251,556

売上総利益 21,793

Ⅲ　販売費及び一般管理費 17,088

営業利益 4,704

Ⅳ　営業外収益 37

Ⅴ　営業外費用 33

経常利益 4,708

Ⅵ　特別利益 7

Ⅶ　特別損失 36

税金等調整前四半期
（当期）純利益

4,679

税金費用 2,067

四半期（当期）
純利益

2,611

（注）当四半期より連結財務諸表を作成しておりますので、前年同四半期および前事業年度ついては記載しておりません。
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(3）（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

当四半期（自　平成19年４月１日　至　平成19年12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

平成19年３月31日残高（百万円） 1,545 1,664 12,724 15,933

四半期中の変動額     

新株の発行（注） 7 7 ― 14

剰余金の配当 ― ― △823 △823

剰余金の配当（中間配当） ― ― △823 △823

四半期純利益 ― ― 2,611 2,611

四半期中の変動額合計（百万円） 7 7 964 978

平成19年12月31日残高（百万円） 1,552 1,671 13,688 16,912

 

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

四半期中の変動額    

新株の発行（注） ― ― 14

剰余金の配当 ― ― △823

剰余金の配当（中間配当） ― ― △823

四半期純利益 ― ― 2,611

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 26 26 26

四半期中の変動額合計（百万円） 26 26 1,005

平成19年12月31日残高（百万円） 209 209 17,122

 （注）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。

なお、当四半期より連結財務諸表を作成しておりますので、前年同四半期および前事業年度については記載してお

りません。
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(4）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 
当四半期

（平成20年３月期
第３四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 4,679

減価償却費及びコンピュータ費 385

のれん償却額 193

減損損失 23

株式交付費 0

貸倒引当金の増減額（減少：△） △15

賞与引当金の増減額（減少：△） △174

短期解約損失引当金 △9

退職給付引当金の増減額（減少：△） 48

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） △46

受取利息及び受取配当金 △7

支払利息 35

固定資産除売却損益（利益：△） 10

投資有価証券売却損 1

売上債権の増減額（増加：△） 11,706

たな卸資産の増減額（増加：△） 1,689

仕入債務の増減額（減少：△） △10,567

その他 △1,018

小計 6,934

利息及び配当金の受取額 6

利息の支払額 △27

法人税等の支払額 △3,110

営業活動による
キャッシュ・フロー

3,802
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当四半期

（平成20年３月期
第３四半期）

区分 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 △308

有形固定資産の売却による収入 0

ソフトウエアの取得による支出 △43

投資有価証券の取得による支出 △122

投資有価証券の売却による収入 0

関係会社株式取得による支出 △4,579

貸付けによる支出 △132

貸付金の回収による収入 52

関係会社への貸付による純増額（増加：△） 20

敷金の支出による支出 △150

敷金の返還による収入 41

その他投資の支出 △7

投資活動による
キャッシュ・フロー

△5,230

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：△） 455

長期借入れによる収入 5,000

新株発行関連の支出 △0

株式の発行による収入 14

配当金の支払額 △1,613

財務活動による
キャッシュ・フロー

3,855

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 2,427

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 177

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 2,604

（注）当四半期より連結財務諸表を作成しておりますので、前年同四半期および前事業年度については記載しておりま

せん。
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(5）連結セグメント情報

［事業の種類別セグメント情報］

連結当第３四半期

（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

セグメント 科目

当四半期
（平成20年３月期

第３四半期）

金額（百万円）

モバイル事業
売上高 257,168

営業利益 3,211

ネットワーク

その他事業

売上高 16,180

営業利益 1,493

合計
売上高 273,349

営業利益 4,704

（注）当四半期より連結財務諸表を作成しておりますので、前年同四半期については記載しておりません。

【参考】個別当第３四半期

（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

セグメント 科目

前年同四半期
（平成19年３月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年３月期

第３四半期）
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 240,032 252,590 12,558 5.2

営業利益 3,673 3,390 △283 △7.7

ネットワーク

その他事業

売上高 13,882 16,180 2,298 16.6

営業利益 2,468 1,493 △975 △39.5

合計
売上高 253,914 268,770 14,856 5.9

営業利益 6,142 4,884 △1,258 △20.5
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