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1. 平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日）

(2) 財政状態

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 11,654 ― 2,309 ― 2,345 ― 1,437 ―

20年3月期第1四半期 11,725 2.2 2,811 △4.7 2,832 △4.1 1,739 △3.3

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 5,257.20 ―

20年3月期第1四半期 6,363.69 ―

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

21年3月期第1四半期 39,967 34,193 85.6 125,059.01
20年3月期 41,809 33,707 80.6 123,282.03

（参考） 自己資本 21年3月期第1四半期 34,193百万円 20年3月期 33,707百万円

2. 配当の状況

（注）配当予想の当四半期における修正の有無 無

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 3,500.00 ― 3,500.00 7,000.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 3,500.00 ― 3,500.00 7,000.00

3. 平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日）
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無 無

平成21年３月期第２四半期累計期間の業績予想は行っておりません。

営業収益 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

第2四半期累計期間 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 48,100 0.1 10,300 1.3 10,500 1.9 6,500 0.5 23,772.95

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 有

（注）詳細は、７ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧ください。

(2) 四半期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（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの）

（注）詳細は、７ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧ください。

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期 273,420株 20年3月期 273,420株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 ―株 20年3月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期 273,420株 20年3月期第1四半期 273,420株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
１．平成21年３月期の業績予想は、「平成20年３月期 決算短信（非連結）」（平成20年４月23日付）において公表した金額より変更しておりません。
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、６ページ【定性的情報・
財務諸表等】「３．業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
３．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。
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【定性的情報・財務諸表等】 

１． 経営成績に関する定性的情報 

わが国経済は、個人消費や設備投資など概ね横ばいとなっており、景気回復はこのところ足踏み状態

にあります。 

また、当社業務区域の沖縄県の経済においては、観光では入域観光客数が高水準で推移するなど好調

を持続しているものの、個人消費では、多くの品目で値上げが続く中、消費者の生活防衛姿勢が強まっ

ており、景気は概ね横ばいの動きとなっております。 

この間、国内の携帯電話加入者（PHS 除く）は平成 20 年 6月末時点で 103,648 千契約、沖縄県では 951

千契約（前期末比 14 千契約増）となり、携帯電話市場の成熟化とお客様ニーズが多様化する中、各携帯

電話事業者は、基本使用料や通話料の割引サービスの拡充、携帯電話の新しい販売方法を導入するなど、

事業者間のお客様獲得に向けた競争環境はより厳しいものとなっております。 

このような情勢のもと、平成 21 年３月期 第１四半期（平成 20 年４月１日～平成 20 年６月 30 日）

における当社の経営成績は、以下のとおりであります。 

   ※ 前四半期会計期間の数値については、「中間財務諸表作成基準」に準拠し、また、「中間財務諸表等規則」に

準じて四半期財務諸表を作成しております。 

 

【業績等の概要】                                （単位：千円） 

 平成 20 年３月期 

第１四半期 

平成 21 年３月期 

第１四半期 
増減 増減率 

営 業 収 益 11,725,145 11,654,435 △70,710 △0.6％

 電気通信事業 9,585,686 9,119,112 △466,574 △4.9％

 附 帯 事 業 2,139,458 2,535,322 395,863 18.5％

営 業 費 用 8,914,060 9,344,775 430,715 4.8％

営 業 利 益 2,811,084 2,309,659 △501,425 △17.8％

経 常 利 益 2,832,925 2,345,277 △487,647 △17.2％

四半期純利益 1,739,960 1,437,422 △302,537 △17.4％
 

当第１四半期における損益状況につきましては、営業収益は 11,654,435 千円（前年同期比 0.6％減）、

営業利益は 2,309,659 千円（前年同期比 17.8％減）、経常利益は 2,345,277 千円（前年同期比 17.2％減）、

四半期純利益は 1,437,422 千円（前年同期比 17.4％減）となりました。 

営業収益については、代理店への端末卸価格の上昇により、附帯事業営業収益が前年同期比 18.5％増

加の 2,535,322 千円となった半面、基本料金の割引や、家族間通話の無料化の影響により、１契約あた

りの月間平均収入（ARPU(注 1)）が前年同期比 8.3％減少の 6,402 円となり、電気通信事業営業収益が前

年同期比 4.9％減少の 9,119,112 千円となったことから、営業収益合計では前年同期比 0.6％減少の

11,654,435 千円と、減収となりました。 

営業利益については、代理店への端末卸価格の上昇や機器販売施策の実施に伴う販売手数料の増加に

より、営業費用が前年同期比 4.8％増加の 9,344,775 千円となったことから、前年同期比 17.8％減少の

2,309,659 千円となりました。 

注1）ARPU(Average Revenue Per Unit)：１契約あたりの月間平均収入。音声・データ両サービスにおいて算出。 
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【事業の状況】 

＜契約数＞ 

 
平成20年３月期

第１四半期 

平成21年３月期

第１四半期 
増減 増減率 

純増数 3,600 4,900 1,400 38.3％

累計契約者数 450,700 468,800 18,100 4.0％

 うち「CDMA 1X WIN」 231,400 300,900 69,400 30.0％

EZweb(注2）契約者数 374,100 391,400 17,300 4.6％

注2）EZweb：auが提供する携帯電話によるインターネット接続サービスの名称。 

※ 契約数には、通信モジュールサービスの契約数も含まれております。 

※ 百契約未満を四捨五入して表示しております。 

 

＜解約率・機種変更率・ARPU＞ 

 
平成20年３月期

第１四半期 

平成21年３月期

第１四半期 
増減 増減率 

総合ARPU 6,983円 6,402円 △581円 △8.3％

音声ARPU 5,135円 4,430円 △705円 △13.7％ 

データARPU 1,848円 1,972円 124円 6.7％

解約率(注3) 0.85％ 0.58％ △0.27ﾎﾟｲﾝﾄ 

 ポストペイド(注4)解約率 0.79％ 0.55％ △0.24ﾎﾟｲﾝﾄ 

機種変更率(注5) 3.31％ 2.80％ △0.51ﾎﾟｲﾝﾄ 

注3）解約率：対象期間の当月解約数を、対象期間の前月末累計契約者数で除したもの。 

注4）ポストペイド：ご利用料金後払い方式による携帯電話サービス。 

注5）機種変更率：対象期間の当月機種変更数を、対象期間の前月末累計契約者数で除したもの。 
 

当第１四半期における事業の状況につきましては、au携帯電話の新しい販売方法とそれに付随した新

料金プランの導入や、au携帯電話のラインナップとサービスの充実、ネットワーク品質の向上等、お客

様重視のサービスに取り組んだ結果、前第１四半期末と比較して累計契約数が18,100契約増加の468,800

契約、EZweb契約者数が17,300契約増加の391,400契約となりました。 

ARPUについては、音声APRUが『誰でも割』と家族間通話の無料化の影響を主因として前年同期比13.7％

減少の4,430円となり、データARPUが第三世代携帯電話『CDMA 1X WIN』ならびにパケット通信料定額サ

ービスの契約比率の増加により、前年同期比6.7％増加の1,972円となった結果、総合ARPUは前年同期比

8.3％減少の6,402円となりました。 

解約率については、『誰でも割』や家族間通話の無料化の導入によりお客様の定着化が図られた結果、

ポストペイドの解約率が前年同期比0.24ポイント減少の0.55％と改善しております。 

機種変更率については、昨年 11 月に導入した『au買い方セレクト』の影響により、機種変更のサイク

ルが長くなる傾向がみられ、前年同期比 0.51 ポイント減の 2.80％となりました。 
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≪主なトピックス≫（平成 20 年４月１日～平成 20 年６月 30 日） 

【au携帯電話】 

・5.1メガと光学３倍ズームカメラを搭載した『Cyber-shot™ケータイ W61S』の発売。 

・３インチフルワイド有機ELディスプレイ搭載のFull Frontワンセグ(注6)ケータイ『W61SA』の発売。

・『au Smart sports Run&Walk』をより楽しむために生まれたコンパクトなストレートタイプ

『Sportio』の発売。 
 

  上記を含め、「CDMA １X WIN」を８機種発売いたしました。 

注6）「ワンセグ」は社団法人地上デジタル放送推進協会の商標です。 

 

【『シンプルコース』向け新料金プランの導入】 

『au買い方セレクト』の『シンプルコース』に、基本使用料がより低廉な７つの料金プランを導入

いたしました。 

 

【購入代金の分割払いの取り扱い開始】 

au携帯電話を『シンプルコース』でご購入いただく場合、従来の一括払いに加え、12回、24回の分

割払いでもお支払いいただけるようになりました。 

 

【新サービス】 

・いつでも、どこでも、高画質、高音質な映画やドラマをau携帯電話やPCで、まるごと１本お楽しみ

いただける『LISMO Video』を提供開始いたしました。 

・お客様のお好みの情報サイトやサービスに簡単にアクセスできるよう、メニューデザインやボタン

操作、コンテンツなど携帯電話の中をauショップ、PiPit(一部除く)の店頭で簡単に変更できるサー

ビス『ナカチェン』を提供開始いたしました。 

   

【その他】 

・au携帯電話をご利用のお客様が機種変更をする際に、EZ FeliCaチップ内のデータを一括で新しい機

種に移行するサービス『EZ FeliCa データ移行』を提供開始いたしました。 

・『auプレミアメンバーズ』の会員限定の特別優遇プログラムとして、対象期間の累計ご利用額に応じ、

様々な優遇サービスをご提供する『ロイヤルメンバーステージ』を導入いたしました。 

 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

【財政状況】                                  （単位：千円） 

 平成20年３月期末
平成 21 年３月期 

第１四半期末 
増減 増減率 

総  資  産 41,809,318 39,967,784 △1,841,534 △4.4％

負    債 8,101,545 5,774,148 △2,327,396 △28.7％

 有 利 子 負 債 － － － －

純  資  産 33,707,773 34,193,635 485,862 1.4％

自 己 資 本 比 率 80.6％ 85.6％ 5.0ﾎﾟｲﾝﾄ 
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財政状況につきましては、総資産は、減価償却等による固定資産の減少や法人税等の支払による現金

及び預金の減少などにより、前期末と比較して 1,841,534 千円減少（4.4％減）の 39,967,784 千円とな

り、負債は、未払金や未払法人税等の減少により、前期末と比較して 2,327,396 千円減少（28.7％減）

の 5,774,148 千円となりました。また、純資産は、配当金の支払と四半期純利益の計上の結果、利益剰

余金が増加したことなどにより、前期末と比較して 485,862 千円増加（1.4％増）の 34,193,635 千円と

なりました。以上の結果、自己資本比率は前期末の 80.6％から 85.6％に上昇いたしました。 

 

【キャッシュ・フローの状況】                                                    （単位：千円） 

 平成 20 年３月期 

第１四半期 

平成 21 年３月期 

第１四半期 
増減 

営業活動によるキャッシュ・フロー 854,704 814,287 △40,417

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,606,316 △703,147 1,903,169

財務活動によるキャッシュ・フロー △946,935 △940,384 6,551

現金及び現金同等物の増減額 △2,698,548 △829,243 

現金及び現金同等物の期首残高 4,069,441 2,596,145 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,370,893 1,766,901 396,007

フリー・キャッシュ・フロー △1,751,612 111,140 1,862,752

  （注）フリー・キャッシュ・フローは「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フ

ロー」の合計であります。 
 

当第１四半期における現金及び現金同等物につきましては、有形固定資産の取得による支出の増加や

税引前四半期純利益の減少等があったものの、親会社であるKDDI株式会社への短期貸付金の回収による

収入の増加や法人税等の支払額の減少等の要因により、前年同期と比較して 396,007 千円増加（28.9％

増）し、当第１四半期末には 1,766,901 千円となりました。 

また、当第１四半期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、法人税等の支払額の減少やたな卸資産の減少等があったもの

の、税引前四半期純利益の減少や売上債権の増加等の要因により、前年同期と比較して 40,417 千円減少

(4.7％減)し、814,287 千円の収入となりました。 
 

（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、有形固定資産の取得による支出の増加等があったものの、KDDI

株式会社への短期貸付金の回収による収入が増加したことなどにより、前年同期と比較して 1,903,169

千円支出が減少(73.0％減)し、703,147 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、配当金の支払額が減少したことにより、前年同期と比較して

6,551 千円支出が減少(0.7％減)し、940,384 千円の支出となりました。 
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３．業績予想に関する定性的情報 

(1）当期の見通し 

＜業績等の概要＞                               （単位：百万円） 

 平成 20 年３月期

（実績） 

平成 21 年３月期

（予想） 
増減 増減率 

営 業 収 益 48,054 48,100 45 0.1％

営 業 費 用 37,882 37,800 △82 △0.2％

営 業 利 益 10,172 10,300 127 1.3％

経 常 利 益 10,301 10,500 198 1.9％

当 期 純 利 益 6,466 6,500 33 0.5％

 

＜契約数＞ 

 平成 20 年３月期

（実績） 

平成 21 年３月期

（予想） 
増減 増減率 

純増数 16,700 14,000 △2,700 △16.1％

累計契約者数 463,900 477,900 14,000 3.0％

 

＜解約率・機種変更率・ARPU＞ 

 平成 20 年３月期

（実績） 

平成 21 年３月期

（予想） 
増減 増減率 

解約率 0.79％ 0.69％ △0.10ﾎﾟｲﾝﾄ 

 ポストペイド解約率 0.73％ 0.66％ △0.07ﾎﾟｲﾝﾄ 

機種変更率 3.55％ 3.20％ △0.35ﾎﾟｲﾝﾄ 

総合ARPU 6,892円 6,260円 △632円 △9.2％

音声ARPU 4,970円 4,210円 △760円 △15.3％ 

データARPU 1,922円 2,050円 128円 6.7％
 

当期の業績見通しにつきましては、割引サービス等の影響によりARPUが前期比9.2％減少の6,260円と

予想されるものの、代理店への端末卸価格の上昇により、営業収益は前期比0.1％増加の48,100百万円を

見込んでおります。営業費用については、減価償却費や通信設備使用料は増加するものの、販売手数料

の減少により、前期比0.2％減少の37,800百万円を見込んでおります。 

結果、営業利益は10,300百万円（前期比1.3％増）、経常利益は10,500百万円（前期比1.9％増）、当期

純利益は6,500百万円（前期比0.5％増）とそれぞれ前期並みを見込んでおります。 

なお、当社の事業計画は通期ベースで作成しており、また、激しく変化する市場環境に対応するため、

計画の確定していない業績に与える影響が大きな施策を期中において実施する可能性があり、その実施

時期によっては第２四半期累計期間の業績に大きな影響を与える可能性があります。そのため、当社の

第２四半期累計期間の業績予想については、投資情報としての有用性・適切性が著しく損なわれる可能

性があります。したがって、業績予想は通期のみの記載とし、その進捗状況として四半期ごとに実績値

を迅速に開示することにより業績報告を行ってまいります。なお、当初の通期の業績予想から、市場環

境の変化等により、業績に変動を与える可能性のある事象が生じた場合などにおいては、適時に業績予

想の見直しについて検討を行ってまいります。 
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(2）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並びに公的規制等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。 

 

 

４．その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

１．簡便な会計処理 

詳細は、14ページ「簡便な会計処理」をご覧ください。   

２．四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

   該当事項はありません。 

 

(2) 四半期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 

詳細は、13 ページ「四半期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」をご覧く

ださい。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

固定資産   

電気通信事業固定資産   

有形固定資産   

機械設備 25,851,523 25,759,692

減価償却累計額 △18,470,069 △17,970,829

機械設備（純額） 7,381,454 7,788,862

空中線設備 7,404,991 7,375,939

減価償却累計額 △2,943,326 △2,850,011

空中線設備（純額） 4,461,665 4,525,927

市外線路設備 32,435 32,435

減価償却累計額 △30,180 △30,068

市外線路設備（純額） 2,255 2,367

土木設備 68,599 68,599

減価償却累計額 △35,281 △34,814

土木設備（純額） 33,317 33,785

建物 2,956,271 2,935,911

減価償却累計額 △1,024,121 △992,111

建物（純額） 1,932,150 1,943,800

構築物 789,669 781,636

減価償却累計額 △507,617 △495,482

構築物（純額） 282,051 286,154

機械及び装置 811 811

減価償却累計額 △780 △778

機械及び装置（純額） 30 32

工具、器具及び備品 413,453 407,187

減価償却累計額 △174,908 △164,975

工具、器具及び備品（純額） 238,545 242,212

土地 516,962 516,962

建設仮勘定 1,043,944 917,370

有形固定資産合計 15,892,376 16,257,476

無形固定資産   

施設利用権 51,891 53,709

ソフトウェア 28,699 32,517

借地権 2,000 2,000

電話加入権 7,255 7,255

無形固定資産合計 89,845 95,482

電気通信事業固定資産合計 15,982,222 16,352,958
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 133,182 124,196

社内長期貸付金 4,066 5,009

長期前払費用 264,926 264,937

繰延税金資産 609,091 566,020

敷金及び保証金 115,673 116,189

その他の投資及びその他の資産 80,806 83,201

貸倒引当金 △81,433 △71,164

投資その他の資産合計 1,126,312 1,088,390

固定資産合計 17,108,535 17,441,348

流動資産   

現金及び預金 1,766,901 2,596,145

売掛金 4,074,923 4,160,736

未収入金 1,064,641 1,109,930

貯蔵品 1,025,341 1,144,398

前払費用 126,118 77,102

繰延税金資産 404,776 446,200

関係会社短期貸付金 14,484,485 14,998,915

その他の流動資産 69,241 －

貸倒引当金 △157,181 △165,459

流動資産合計 22,859,249 24,367,970

資産合計 39,967,784 41,809,318

負債の部   

固定負債   

退職給付引当金 5,637 －

ポイント引当金 1,242,705 1,170,308

その他の固定負債 91,515 95,253

固定負債合計 1,339,859 1,265,561

流動負債   

買掛金 624,817 982,704

未払金 1,912,085 3,240,309

未払費用 73,489 89,539

未払法人税等 943,700 1,784,200

前受金 723,259 617,063

預り金 95,729 7,929

賞与引当金 57,883 100,936

役員賞与引当金 3,325 13,300

流動負債合計 4,434,289 6,835,984

負債合計 5,774,148 8,101,545
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,414,581 1,414,581

資本剰余金   

資本準備金 1,614,991 1,614,991

資本剰余金合計 1,614,991 1,614,991

利益剰余金   

利益準備金 64,425 64,425

その他利益剰余金   

別途積立金 27,700,000 23,100,000

繰越利益剰余金 3,382,032 7,501,579

利益剰余金合計 31,146,458 30,666,005

株主資本合計 34,176,030 33,695,577

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17,605 12,195

評価・換算差額等合計 17,605 12,195

純資産合計 34,193,635 33,707,773

負債・純資産合計 39,967,784 41,809,318
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

電気通信事業営業損益  

営業収益 9,119,112

営業費用  

営業費 2,104,600

施設保全費 451,965

管理費 299,691

減価償却費 725,699

固定資産除却費 36,615

通信設備使用料 1,429,985

租税公課 93,206

営業費用合計 5,141,765

電気通信事業営業利益 3,977,347

附帯事業営業損益  

営業収益 2,535,322

営業費用 4,203,010

附帯事業営業損失（△） △1,667,688

営業利益 2,309,659

営業外収益  

受取利息 ※  28,395

受取配当金 1,096

受取手数料 460

受取賃貸料 1,986

雑収入 3,680

営業外収益合計 35,618

経常利益 2,345,277

税引前四半期純利益 2,345,277

法人税、住民税及び事業税 913,078

法人税等調整額 △5,223

四半期純利益 1,437,422
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 2,345,277

減価償却費 725,699

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,991

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,637

ポイント引当金の増減額（△は減少） 72,397

賞与引当金の増減額（△は減少） △43,053

固定資産除却損 22,091

受取利息及び受取配当金 △29,491

売上債権の増減額（△は増加） 85,812

たな卸資産の増減額（△は増加） 119,057

仕入債務の増減額（△は減少） △357,887

その他 △453,354

小計 2,494,178

利息及び配当金の受取額 29,491

法人税等の支払額 △1,709,382

営業活動によるキャッシュ・フロー 814,287

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 △1,197,459

関係会社短期貸付金による支出 △5,528,389

関係会社短期貸付金の回収による収入 6,042,820

その他の支出 △21,765

その他の収入 1,647

投資活動によるキャッシュ・フロー △703,147

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △940,384

財務活動によるキャッシュ・フロー △940,384

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △829,243

現金及び現金同等物の期首残高 2,596,145

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  1,766,901

- 12 -

沖縄セルラー電話㈱ （9436）　平成21年３月期　第１四半期決算短信（非連結）



当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸

表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四

半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

 

 

(4）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 

(5）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

    該当事項はありません。 

 

 

 

四半期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 

 

 
当第１四半期会計期間 
自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日 

 

(1）当事業年度より「四半期財務諸表

に関する会計基準」（企業会計基準

第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第14号）を適用して

おります。また、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作

成しております。 

 会計処理基準に関す

る事項の変更 

 

(2）固定資産の減価償却の方法の変更

有形固定資産 

   機械設備の減価償却方法について

定額法を採用しておりましたが、当

四半期会計期間より定率法に変更し

ております。 

この変更は、料金値下げ競争の激

化により収益構造の不透明さが増し

ていることを踏まえ、投下資本の早

期回収による財務体質の健全化を図

るため、また、近年のお客様ニーズ

の高度化に起因する激しい技術開発

競争により、同業他社に対抗した更

新投資が必要不可欠であることか

ら、ネットワーク設備の経済的陳腐

化の加速に対応した償却方法に変更

することにより、費用の期間配分の

適正化を図るために行うものであり

ます。 

この変更により、従来と同一の基

準によった場合と比べて減価償却費

は94,603千円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前四半期純利益はそ

れぞれ同額及び四半期純利益が

57,109千円減少しております。 
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当第１四半期会計期間 
自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日 

 

 (3）リース取引に関する会計基準の適

用  

  所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引については、従来、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっておりましたが、「リース

取引に関する会計基準」（企業会計

基準第13号（平成５年６月17日（企

業会計審議会第一部会）、平成19年

３月30日改正））及び「リース取引

に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第16号（平成６

年１月18日（日本公認会計士協会 

会計制度委員会）、平成19年３月30

日改正））が平成20年４月１日以後

開始する事業年度に係る四半期財務

諸表から適用することができること

になったことに伴い、当第１四半期

会計期間からこれらの会計基準等を

適用し、通常の売買取引に係る会計

処理によっております。また、所有

権移転外ファイナンス・リース取引

に係るリース資産の減価償却の方法

については、リース期間を耐用年数

とし、残存価額を零とする定額法を

採用しております。 

  これによる損益に与える影響はあ

りません。 

  平成20年３月31日以前に取引を開

始した所有権移転外ファイナンス・

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。 

 

 

 

簡便な会計処理 

 

 
当第１四半期会計期間 
自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日 

 

固定資産の減価償却

費の算定方法 

 

減価償却の方法として定率法を採用

している固定資産の減価償却費につい

ては、事業年度に係る減価償却費の額

を期間按分して算定しております。 
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追加情報 
 

当第１四半期会計期間 
自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日 

 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

電気通信事業用の固定資産のうち、すべての機

械設備について、平成20年度の法人税法の改正に

伴い、耐用年数９年を採用しております。 

この結果、従来と同一の基準によった場合と比

べて減価償却費は138,514千円減少し、営業利益、

経常利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ同額

及び四半期純利益が83,355千円増加しておりま

す。 

 

 

 

注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

 当第１四半期会計期間末（平成20年６月30日） 

該当事項はありません。 

 

 

（四半期損益計算書関係） 
 

当第１四半期累計期間 
自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日 

※ 関係会社に係る営業外収益 

受取利息 28,389千円

 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 
 

当第１四半期累計期間 
自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30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 

（平成20年６月30日現在）

（千円）
 

現金及び預金勘定 1,766,901

預入期間が３ヵ月を超える定期
預金 －

現金及び現金同等物 1,766,901
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（株主資本等関係） 

当第１四半期会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期累計期間（自 平成20年４月１日  

至 平成20年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

  普通株式         273,420株 

 
２．自己株式の種類及び株式数 

   該当事項はありません。 

 
３．新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

 
４．配当に関する事項 

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 配当の原資

平成20年６月17日 
定時株主総会 

普通株式 956,970 3,500 平成20年３月31日 平成20年６月18日 利益剰余金

 

 

（有価証券関係） 

当第１四半期会計期間末（平成20年６月30日） 

重要性が乏しいため記載を省略しております。 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

 当第１四半期会計期間末（平成20年６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。 

 

 

（持分法損益等） 

 当第１四半期累計期間（自 平成20年４月１日  至 平成20年６月30日） 

  該当事項はありません。 

 

 

（ストック・オプション等関係） 

当第１四半期会計期間（自 平成20年４月１日  至 平成20年６月30日） 

  該当事項はありません。 

 

 

（企業結合等関係） 

当第１四半期会計期間（自 平成20年４月１日  至 平成20年６月30日） 

  該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

１．１株当たり純資産額 

当第１四半期会計期間末 
（平成20年６月30日） 

前事業年度末 
（平成20年３月31日） 

１株当たり純資産額 125,059.01円 １株当たり純資産額 123,282.03円

 

２． １株当たり四半期純利益金額等 
 

当第１四半期累計期間 
自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日 

１株当たり四半期純利益金額 5,257.20円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益
金額については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。 

 
（注）１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 
当第１四半期累計期間 
自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日 

四半期純利益 1,437,422千円 

普通株主に帰属しない金額 － 

普通株式に係る四半期純利益 1,437,422千円 

期中平均株式数 273,420株 

 

 

（リース取引関係） 

当第１四半期会計期間（自 平成20年４月１日  至 平成20年６月30日） 

著しい変動がないため記載を省略しております。 
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「参考情報」

　前四半期にかかる財務諸表

　(1）(要約）四半期損益計算書

　　　　前第１四半期累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

(単位：千円)

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額

Ⅰ 電気通信事業営業損益

  (1）営業収益 9,585,686

  (2）営業費用 6,832,304

　　１．営業費 3,841,325

　　２．施設保全費 467,147

　　３．管理費 296,739

　　４．減価償却費 727,040

　　５．固定資産除却費 25,926

　　６．通信設備使用料 1,379,654

　　７．租税公課 94,469

　 電気通信事業営業利益 2,753,382

Ⅱ 附帯事業営業損益

  (1）営業収益 2,139,458

  (2）営業費用 2,081,755

　 附帯事業営業利益 57,702

　 営業利益 2,811,084

Ⅲ 営業外収益

　　１．受取利息 15,360

　　２．受取配当金 1,029

　　３．受取手数料 252

　　４．賃貸収入 1,977

　　５．雑収入 3,221

　 営業外収益合計 21,840

　 経常利益 2,832,925

　 税引前四半期純利益 2,832,925

　 法人税、住民税及び事業税 998,978

　 法人税等調整額 93,986

　 四半期純利益 1,739,960

区　　分

- 18 -

沖縄セルラー電話㈱ （9436）　平成21年３月期　第１四半期決算短信（非連結）



　(2）(要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

　　　　前第１四半期累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

(単位：千円)

金　　額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

　 　税引前四半期純利益 2,832,925 

　 　減価償却費 727,040 

　　 貸倒引当金の増加額 16,887 

　　 退職給付引当金の減少額   △5,728 

　　 ポイントサービス引当金の増加額 12,844 

　　 賞与引当金の減少額   △42,270 

　　 固定資産除却費 19,375 

　　 受取利息及び受取配当金   △16,389 

　　 売上債権の減少額 245,893 

　　 たな卸資産の減少額 47,567 

　　 仕入債務の減少額   △243,918 

　　 その他増減額   △386,232 

　　 　小計 3,207,996 

　　 利息及び配当金の受取額 16,389 

　　 法人税等の支払額   △2,369,681 

　 営業活動によるキャッシュ・フロー 854,704 

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   △581,227 

　　 無形固定資産の取得による支出   △1,279 

　　 関係会社短期貸付金による支出   △6,015,355 

　　 関係会社短期貸付金の回収による収入 4,019,373 

　　 その他投資の返還による収入 2,095 

　　 その他投資の取得による支出   △29,922 

　 投資活動によるキャッシュ・フロー   △2,606,316 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　　 配当金の支払額   △946,935 

　 財務活動によるキャッシュ・フロー   △946,935 

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減少額   △2,698,548 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 4,069,441 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,370,893 

区　　分

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

- 19 -

沖縄セルラー電話㈱ （9436）　平成21年３月期　第１四半期決算短信（非連結）


	平成21年3月期第1四半期決算短信（非連結）
	サマリー情報

	定性的情報・財務諸表等
	１． 経営成績に関する定性的情報
	２．財政状態に関する定性的情報
	３．業績予想に関する定性的情報
	４．その他

	５．四半期財務諸表
	（１）四半期貸借対照表
	（２）四半期損益計算書
	（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

	（４）継続企業の前提に関する注記
	（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
	四半期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
	簡便な会計処理
	追加情報
	注記事項
	（四半期貸借対照表関係）
	（四半期損益計算書関係）
	（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）
	（株主資本等関係）
	（有価証券関係）
	（デリバティブ取引関係）
	（持分法損益等）
	（ストック・オプション等関係）
	（企業結合等関係）
	（１株当たり情報）
	（リース取引関係）




