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

（注）平成20年３月期第１四半期については、15ページ「６．その他の情報」に記載のとおり、既公表値から変更しております。  

(2) 連結財政状態 

(注) 純資産は、少数株主持分を含んでおりません。  
 

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

営業収益 営業利益 税引前四半期純利益 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 2,593,588 ― 372,063 ― 387,901 ― 175,534 ―

20年3月期第1四半期 2,585,272 △1.5 299,230 △16.7 311,381 △13.4 150,387 3.5

1株当たり四半期純利益 希薄化後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 12,870.16 ―

20年3月期第1四半期 10,882.11 ―

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 18,309,532 7,495,156 40.9 549,545.11
20年3月期 18,518,779 7,410,761 40.0 543,361.19

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  

 平成21年３月期（予想）の１株当たり配当金については、株式分割を考慮しない額を記載しております。詳しくは２ページ「（ご参考）株式分割後の連結業績予想及び配
当予想について」をご参照ください。  

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 ― 4,500.00 ― 4,500.00 9,000.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 5,500.00 ― 5,500.00 11,000.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  

 当社は年次での業績管理を実施しているため、第２四半期連結累計期間の業績予想は作成しておりません。 
 平成21年３月期の連結業績予想における１株当たり当期純利益については、株式分割を考慮しない額を記載しております。詳しくは２ページ「（ご参考）株式分割後の連
結業績予想及び配当予想について」をご参照ください。  

営業収益 営業利益 税引前当期純利益 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2四半期連結累計期間 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 10,750,000 0.6 1,160,000 △11.1 1,170,000 △11.5 500,000 △21.3 36,660.02

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結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（四半期連結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、６ページ「４．その他」をご参照ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・ 連結業績予想については、２ページ「（ご参考）株式分割後の連結業績予想及び配当予想について」をご参照ください。また、連結業績予想の前提条件その他の関連
する事項については、６ページ及び26ページをご参照ください。 
・ 平成20年３月期第１四半期については、15ページ「６．その他の情報」に記載のとおり、既公表値から変更しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

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  15,741,209株 20年3月期  15,741,209株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  2,102,372株 20年3月期  2,102,471株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  13,638,834株 20年3月期第1四半期  13,819,655株
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（ご参考）株式分割後の連結業績予想及び配当予想について 

 

平成 21 年１月に「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成 16 年法律

第 88 号）が施行され、上場会社の株券の電子化が予定されています。 

この株券の電子化により、端株の解消が必要となることから、円滑な端株制度からの移行を図るため、株券の電子化の直前の日に、普通

株式１株を 100 株に分割し、１単元の株式の数を 100 株とします。 

当該株式分割が期首に行われたと仮定した場合の 21 年３月期の連結業績予想及び配当予想は以下のとおりであります。 

 
１．21 年３月期の連結業績予想 

 

 １ 株 当 た り 

当 期 純 利 益 

  円 銭 

第２四半期連結累計期間 ―― 

通期  366 60 

 
２．21 年３月期の配当予想 

 

 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
21 年３月期（予想） ――   55 00 ――   55  00  110 00 
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１．連結経営成績に関する分析  

（１）連結業績 

当第１四半期連結会計期間において、ＮＴＴグループは、サービス創造グループを目指して、ブロ

ードバンド・ユビキタスサービスの拡大に努めました。固定通信市場では、光アクセスサービスの拡

大や既存固定電話から光ＩＰ電話への移行が進むなか、「フレッツ光」、「ひかり電話」などの拡販に

努めました。また、「フレッツ 光ネクスト」のご契約者向けに地上デジタル放送ＩＰ再送信を開始

するなどサービスの拡充に努めた結果、「フレッツ光」契約数は 954 万契約となりました。 

移動通信市場では、料金競争やＭＶＮＯ（＊）の新規参入など事業者間の競争が激化するなか、「Ｆ

ＯＭＡ９０６ｉ」シリーズなど新商品の販売や新たな割引サービスの拡充などに努めました。また、

「新ドコモ宣言」を発表するとともにブランドロイヤリティ向上のマーケティングに取り組んだ結果、

携帯電話契約数は 5,363 万契約となり、「ＦＯＭＡ」の契約比率は 84.3％となりました。 

法人のお客様向けには、業種・業態にあわせた付加価値の高いソリューションの提供に努めるとと

もに、お客様のグローバルな事業活動に対応するサポート力の強化を図りました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間のＮＴＴグループの営業収益は、固定及び移動の音声関連

収入は減少したものの、「フレッツ光」の拡販などによるＩＰ関連収入の増加、携帯電話端末の新販

売方式に伴う端末機器販売収入の増加、及び連結子会社の拡大による増収やアウトソーシングサービ

スの拡大などによるシステムインテグレーション収入の増加により、２兆 5,936 億円となりました。

また、営業費用は、移動通信分野における収益連動経費の減少などにより２兆 2,215 億円となりまし

た。この結果、営業利益は 3,721 億円、また、税引前四半期純利益は 3,879 億円、四半期純利益は

1,755 億円となりました。 

(*)Mobile Virtual Network Operator の略。無線通信インフラを他社から借り受けてサービスを

提供している事業者。 

 

（２）セグメント業績 

各事業の種類別セグメントの業績につきましては、次のとおりであります。 

①地域通信事業セグメント 

（単位：億円） 

 
（参考）平成 20 年３月期

第１四半期連結累計期間

平成 21 年３月期 

第１四半期連結累計期間 

営業収益 10,225 9,951 

営業費用 9,939 9,839 

営業利益 286 112 

当第１四半期連結累計期間の営業収益は、「フレッツ光」契約数の拡大によりＩＰ系収入が増加し

たものの、固定電話や専用線から安価なＩＰ系サービスへの移行による減収などにより、9,951 億円

となりました。 

一方、当第１四半期連結累計期間の営業費用は、人件費の減少などにより 9,839 億円となりました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の営業利益は、112 億円となりました。 

 

 

 

 

 

 



日本電信電話株式会社（9432） 平成 21 年３月期 第１四半期決算短信 
 

 - 4 -

契約数                              （単位：千契約） 

 平成 20 年３月期末 
平成 21 年３月期 

第１四半期連結会計期間末 

フレッツ光 8,777 9,541 

 NTT 東日本 4,963 5,393 

 NTT 西日本 3,815 4,148 

ひかり電話 5,725 6,368 

 NTT 東日本 3,065 3,387 

 NTT 西日本 2,661 2,981 

（注）１．「フレッツ光」は、ＮＴＴ東日本のＢフレッツ及びフレッツ 光ネクスト（平成 20 年３

月提供開始）、ＮＴＴ西日本のＢフレッツ、フレッツ・光プレミアム、フレッツ・光マ

イタウン及びフレッツ 光ネクスト（平成 20 年３月提供開始）を含めて記載しておりま

す。 

２．ひかり電話は、チャネル数（単位：千）を記載しております。 

 

②長距離・国際通信事業セグメント 

（単位：億円） 

 
（参考）平成 20 年３月期

第１四半期連結累計期間 

平成 21 年３月期 

第１四半期連結累計期間 

営業収益 3,124 3,115 

営業費用 2,872 2,836 

営業利益 252 279 

当第１四半期連結累計期間の営業収益は、ＯＣＮやＶＰＮ関連サービスなどのＩＰ系収入、法人の

お客様向けのソリューション収入が増加したものの、従来型の固定音声関連収入の減少などにより、

3,115 億円となりました。 

一方、当第１四半期連結累計期間の営業費用は、固定音声関連収入の減少に伴う通信設備使用料の

減少などにより、2,836 億円となりました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の営業利益は、279 億円となりました。 

 

③移動通信セグメント 

（単位：億円） 

 
（参考）平成 20 年３月期

第１四半期連結累計期間 

平成 21 年３月期 

第１四半期連結累計期間 

営業収益 11,829 11,702 

営業費用 9,790 8,751 

営業利益 2,039 2,951 

当第１四半期連結累計期間の営業収益は、新たな販売方式の導入に伴い端末機器販売収入が増加し

たものの、新たな割引サービスの拡大などによる移動音声関連収入の減少により、１兆 1,702 億円と

なりました。 

一方、当第１四半期連結累計期間の営業費用は、端末販売台数の減少に伴う収益連動経費の減少な

どにより、8,751 億円となりました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の営業利益は、2,951 億円となりました。 
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契約数                                     （単位：千契約） 

 平成 20 年３月期末 
平成 21 年３月期 

第１四半期連結会計期間末

携帯電話（「ＦＯＭＡ」＋「ｍｏｖａ」） 53,388 53,629

 「ＦＯＭＡ」サービス 43,949 45,200

 「ｍｏｖａ」サービス 9,438 8,429

「ｉモード」サービス 47,993 48,061

（注）１．携帯電話サービス契約数及び「ＦＯＭＡ」サービス契約数には、通信モジュールサービ

ス契約数を含めて記載しております。 

２．平成 20年３月３日より、「２ｉｎ１」を利用する際にはその前提として原則「ＦＯＭＡ」

契約を締結することが条件となっており、携帯電話サービス契約数及び「ＦＯＭＡ」サ

ービス契約数には、その場合の当該「ＦＯＭＡ」契約を含んでおります。 

３．「ｉモード」サービスは、「ＦＯＭＡ」サービス分、「ｍｏｖａ」サービス分の合計を記

載しております。 

 

④データ通信セグメント 

（単位：億円） 

 
（参考）平成 20 年３月期

第１四半期連結累計期間 

平成 21 年３月期 

第１四半期連結累計期間 

営業収益 2,145 2,418 

営業費用 1,941 2,202 

営業利益 204 217 

当第１四半期連結累計期間の営業収益は、連結子会社の拡大やアウトソーシングサービスの拡大な

どによる増収により、2,418 億円となりました。 

一方、当第１四半期連結累計期間の営業費用は、収益連動経費の増加などにより、2,202 億円とな

りました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の営業利益は、217 億円となりました。 

 

⑤その他セグメント 

（単位：億円） 

 
（参考）平成 20 年３月期

第１四半期連結累計期間 

平成 21 年３月期 

第１四半期連結累計期間 

営業収益 2,635 2,676 

営業費用 2,460 2,534 

営業利益 174 142 

その他の事業においては、不動産事業、金融事業、建築・電力事業、システム開発事業、先端技術

開発事業などそれぞれの事業を積極的に推進した結果、当第１四半期連結累計期間の営業収益は

2,676 億円、営業利益は 142 億円となりました。 
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２．連結財政状態に関する分析 

当第１四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、四半期純利益、減

価償却費に対し買掛金及び未払人件費の減少などにより、1,583 億円となりました。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、固定資産等の取得による支出が 5,691 億円あったもの

の、長期投資の売却による収入が 372 億円あり 5,214 億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」は、長期借入債務の返済 2,276 億円及び配当金の支払い 614

億円の支出があったものの、長期借入債務の増加による収入 3,534 億円などにより 1,238 億円の収入

となりました。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間末におけるＮＴＴグル－プの現預金及び現金同等物は、

9,265 億円となっております。 

（単位：億円） 

 （参考）平成 20 年３月期

第１四半期連結累計期間

平成 21 年３月期 

第１四半期連結累計期間

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,103 1,583

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,107 △5,214

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,890 1,238

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

通期の連結業績予想につきましては平成 20 年５月 13 日発表の連結業績予想から変更はありませ

ん。なお、当社は年次での業績管理を実施しているため、第２四半期連結累計期間の業績予想は作成

しておりません。 

連結業績予想の前提条件その他の関連する事項については、26 ページをご参照ください。 

 

 

４．その他 

（1） 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

 

該当事項はありません。 

 

（2） 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 

該当事項はありません。 

 

（3） 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理原則・手続、表示方法等の変更 

 

① 公正価値の測定 

平成20年４月１日より、米国財務会計基準書（Statement of Financial Accounting Standards、

以下「SFAS」）第 157 号「公正価値の測定」を適用しております。SFAS 第 157 号は、公正価値を

定義し、測定のためのフレームワークを提供するとともに、関連する開示を拡大するものであり

ます。SFAS 第 157 号は、公正価値の定義について「交換の対価」という概念を引き続き用いるも

のの、当該対価が測定日時点で資産を売却あるいは債務を移転する場合の市場取引価格であるこ

とを明確にし、公正価値が市場を基準とする価値であり、企業特有の価値ではないことを強調し
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ております。また、測定のためのフレームワークとして公正価値を階層化するとともに、公正価

値を測定した資産・負債についての開示拡大を要求しております。SFAS 第 157 号適用による経営

成績及び財政状態への影響は軽微であります。 

 

② 金融資産及び金融負債に対する公正価値評価オプション 

平成 20 年４月１日より、SFAS 第 159 号「金融資産及び金融負債に対する公正価値評価オプシ

ョン－SFAS 第 115 号の改訂」を適用しております。SFAS 第 159 号は、公正価値による評価を求

められていない金融商品に対して、公正価値による評価を選択することを認めております。公正

価値による評価を選択した後の価値変動については、当期の損益として認識することになります。

また、SFAS 第 159 号は、公正価値で評価する同種の資産・負債についての開示規定を設けてお

ります。当社は、当四半期連結累計期間において、SFAS 第 159 号に基づく公正価値評価オプシ

ョンを選択しておりません。 
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５．四半期連結財務諸表 

(１) 四半期連結貸借対照表 

 (単位：百万円) 

 
当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日) 
前連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

資産の部 

  流動資産 

現預金及び現金同等物 926,469 1,169,566

短期投資 14,047 17,566

受取手形及び売掛金 1,673,562 1,843,468

貸倒引当金 △36,907 △36,286

棚卸資産 430,795 343,978

前払費用及びその他の流動資産 613,245 375,661

繰延税金資産 245,887 276,178

流動資産合計 3,867,098 3,990,131

  有形固定資産 

電気通信機械設備 14,761,694 14,699,272

電気通信線路設備 13,755,933 13,701,735

建物及び構築物 5,796,631 5,792,345

機械、工具及び備品 1,771,917 1,761,348

土地 1,078,432 1,078,118

建設仮勘定 322,894 301,722

小計 37,487,501 37,334,540

減価償却累計額 △27,152,616 △26,948,961

有形固定資産合計 10,334,885 10,385,579

  投資及びその他の資産 

関連会社投資 378,311 416,140

市場性のある有価証券及びその他の投資 343,901 347,899

営業権 430,638 427,888

その他の無形資産 1,369,698 1,384,311

その他の資産 973,035 959,096

繰延税金資産 611,966 607,735

投資及びその他の資産合計 4,107,549 4,143,069

資産合計 18,309,532 18,518,779
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 (単位：百万円) 

 
当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日) 
前連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

負債、少数株主持分及び資本の部 

流動負債 

短期借入金 720,994 568,068

１年以内の返済予定長期借入債務 654,788 659,598

買掛金 1,106,333 1,492,450

未払人件費 351,181 466,689

未払利息 11,838 11,809

未払法人税等 118,948 234,074

未払消費税等 50,368 36,074

前受金 108,943 98,261

その他の流動負債 376,062 344,886

流動負債合計 3,499,455 3,911,909

固定負債 

長期借入債務 3,553,330 3,416,740

リース債務 69,170 60,488

未払退職年金費用 1,274,161 1,294,813

その他の固定負債 569,056 560,070

固定負債合計 5,465,717 5,332,111

少数株主持分 1,849,204 1,863,998

資本 

資本金 937,950 937,950

資本剰余金 2,841,075 2,841,079

利益剰余金 4,777,456 4,663,296

その他の包括利益（△損失）累積額 △56,236 △26,428

自己株式 △1,005,089 △1,005,136

資本合計 7,495,156 7,410,761

負債、少数株主持分及び資本合計 18,309,532 18,518,779
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 (２) 四半期連結損益計算書 

【第１四半期連結累計期間】 

 (単位：百万円) 

 
当第１四半期連結累計期間 
（平成20年４月１日から 

  平成20年６月30日まで）

営業収益 

固定音声関連収入 663,530

移動音声関連収入 598,932

IP系・パケット通信収入 695,066

通信端末機器販売収入 216,374

システムインテグレーション収入 256,236

その他の営業収入 163,450

営業収益合計 2,593,588

営業費用 

サービス原価 
（以下に個別掲記する科目を除く） 

576,032

通信端末機器原価 
（以下に個別掲記する科目を除く） 

266,513

システムインテグレーション原価 
（以下に個別掲記する科目を除く） 

159,773

減価償却費 503,756

販売費及び一般管理費 715,451

営業費用合計 2,221,525

営業利益 372,063

営業外損益 

支払利息、社債発行差金償却及び社債発行費 △15,182

受取利息 6,323

その他、純額 24,697

営業外損益合計 15,838

税引前四半期純利益（△損失） 387,901

法人税等 148,260

当年度分 149,054

繰延税額 △794

少数株主持分損益及び持分法による投資利益（△
損失）調整前利益（△損失） 

239,641

少数株主持分損益 67,642

持分法による投資利益（△損失） 3,535

四半期純利益（△損失） 175,534

 

 包括利益(△損失) 

四半期純利益（△損失） 175,534

その他の包括利益(△損失) △29,808

包括利益(△損失)合計 145,726
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 (３)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 (単位：百万円) 

 
当第１四半期連結累計期間 
（平成20年４月１日から 

  平成20年６月30日まで）

 営業活動によるキャッシュ・フロー  

四半期純利益（△損失） 175,534 

四半期純利益（△損失）から営業活動による
キャッシュ・フローへの調整： 

 

減価償却費 503,756 

繰延税額 △794 

少数株主持分損益 67,642 

固定資産除却損 21,716 

持分法による投資（△利益）損失 △3,535 

受取手形及び売掛金の（△増加）減少額 179,137 

棚卸資産の（△増加）減少額 △86,780 

その他の流動資産の（△増加）減少額 △289,554 

買掛金及び未払人件費の増加（△減少）額 △294,360 

未払消費税等の増加（△減少）額 14,298 

未払利息の増加（△減少）額 86 

前受金の増加（△減少）額 10,758 

未払法人税等の増加（△減少）額 △114,937 

その他の流動負債の増加（△減少）額 30,860 

未払退職年金費用の増加（△減少）額 △19,946 

その他の固定負債の増加（△減少）額 11,456 

その他 △46,998 

営業活動によるキャッシュ・フロー 158,339 
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 (単位：百万円)

 
当第１四半期連結累計期間 
（平成20年４月１日から 

  平成20年６月30日まで）

 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 △478,237 

有形固定資産の売却による収入 18,013 

長期投資による支出 △10,519 

長期投資の売却及び償還による収入 37,179 

短期投資による支出 △421 

短期投資の償還による収入 3,444 

無形資産及びその他の資産の取得 △90,908 

投資活動によるキャッシュ・フロー △521,449 

 財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入債務の増加による収入 353,429 

長期借入債務の返済による支出 △227,556 

配当金の支払額 △61,374 

自己株式の売却及び取得（純額） 43 

少数株主からの株式取得による支出 △49,998 

短期借入金及びその他の増加（△減少）額 109,289 

財務活動によるキャッシュ・フロー 123,833 

 現預金及び現金同等物に係る換算差額 △3,820 

 現預金及び現金同等物の増加（△減少）額 △243,097 

 現預金及び現金同等物の期首残高 1,169,566 

 現預金及び現金同等物の四半期末残高 926,469 

  
 
 
補足情報                                      

 

  (単位：百万円)

 
当第１四半期連結累計期間 
（平成20年４月１日から 

     平成20年６月30日まで）

現預金支払額：  

支払利息 15,153 

法人税等（純額） 248,947 
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（４）継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

（５）セグメント情報

① 営業収益 （単位：百万円）

外部顧客に対するもの 858,310

セ グ メ ン ト 間 取 引 136,797

995,107

外部顧客に対するもの 287,994

セ グ メ ン ト 間 取 引 23,492

311,486

外部顧客に対するもの 1,156,507

セ グ メ ン ト 間 取 引 13,739

1,170,246

外部顧客に対するもの 212,897

セ グ メ ン ト 間 取 引 28,951

241,848

外部顧客に対するもの 77,880

セ グ メ ン ト 間 取 引 189,716

267,596

△ 392,695

2,593,588

② セグメント別損益 （単位：百万円）

地 域 通 信 事 業 11,174

長距離・国際通信事業 27,912

移 動 通 信 事 業 295,139

デ ー タ 通 信 事 業 21,653

そ の 他 の 事 業 14,187

370,065

1,998

372,063

平成20年４月１日から

当第１四半期連結累計期間

平成20年４月１日から

平成20年６月30日まで

平成20年６月30日まで

当第１四半期連結累計期間

地 域 通 信 事 業

長距離・国際通信事業

移 動 通 信 事 業

小計

小計

営 業 利 益

営 業 利 益

計

セグメント間取引消去

デ ー タ 通 信 事 業

小計

セグメント間取引消去

合計

小計

小計

そ の 他 の 事 業

- 13 -
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（６）株主持分 

① 株式の分割及び単元株制度の採用 

平成21年１月に「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律
等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）が施行され、上場会社の株券の電子化が予
定されております。 
平成20年５月13日、当社の取締役会は、株券の電子化により、端株の解消が必要となること

から、円滑な端株制度からの移行を図るため、定時株主総会における定款一部変更の件（単元
株制度の導入）が承認可決され総務大臣の認可を受けることを条件として、株券の電子化の直
前の日に、普通株式１株を100株に分割し、１単元の株式数を100株とする単元株制度を導入す
ることを決議しました。定款の一部変更は、平成20年６月25日開催の定時株主総会で承認可決
され、同日に総務大臣の認可を受けました。 
当該株式分割が前連結会計年度期首に行われたと仮定した場合の前連結会計年度における１

株当たり情報及び当第１四半期連結累計期間期首に行われたと仮定した場合の当第１四半期
連結累計期間における１株当たり情報はそれぞれ以下のとおりであります。 
 

 １株当たり四半期純利益
希薄化後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 
20年３月期第１四半期 

128   70
108   82

――     
――     

 

 １株当たり純資産 

  円  銭

21年３月期第１四半期 
20年３月期 

5,495   45
5,433   61

 

② 自己株式の取得 

平成20年５月13日、当社の取締役会は、平成20年５月14日から平成21年３月24日にかけて、
発行済普通株式総数45万株、取得総額2,000億円の範囲内で自己株式を取得することを決議し
ました。 
なお、当社は、平成20年５月13日開催の取締役会において、株券の電子化の直前の日に、普

通株式１株を100株に分割し、１単元の株式数を100株とする単元株制度を導入することを決議
しました。株式分割後は、株式分割前に取得した株式数に、45万株から株式分割前に取得した
株式数を差し引いたものに100を乗じた株式数を加えた株式数が上限になります。 
 

③ 配当に関する事項 

 当第１四半期連結累計期間の配当金支払額は以下のとおりであります。 
 

決議 株式の種類 配当の原資 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20年 
６月25日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 61,374 4,500 

平成20年 

３月31日 

平成20年

６月26日

 

④ 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。 
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  ６．その他の情報 

 

株式の追加取得による持分法の遡及適用 

前第１四半期連結累計期間終了後における株式の追加取得により新たに持分法適用となった
関連会社（従来は、「市場性のある有価証券及びその他の投資」に計上）について、会計原則
審議会（Accounting Principles Board）意見書第18号「持分法適用による普通株式投資の会
計処理」に基づき、過年度に遡及して持分法を適用しております。 
これに伴い、連結経営成績の平成20年３月期第１四半期の数値を既公表のものから変更して
おります。平成20年３月期第１四半期の連結経営成績（累計）への主な影響は以下のとおりで
あります。 
 
   （単位：百万円）

項目 既公表値 変更後 影響額 

税引前四半期純利益 312,934 311,381 △1,553

四半期純利益 149,567 150,387 820

 



日本電信電話株式会社（9432） 平成21年３月期 第１四半期決算短信 

 - 16 -

「参考資料」 

 

前四半期に係る連結財務諸表等 

（１）四半期連結損益計算書 

 

 (単位：百万円) 

 

* 前第１四半期連結累計期間終了後における株式の追加取得により新たに持分法を適用した投資の影響により、前

第１四半期連結累計期間の数値を変更しております。 

 
前第１四半期連結累計期間 
（平成19年４月１日から 

  平成19年６月30日まで）

営業収益 

固定音声関連収入 727,515

移動音声関連収入 719,660

IP系・パケット通信収入 609,902

通信端末機器販売収入 144,146

システムインテグレーション収入 225,249

その他の営業収入 158,800

営業収益合計 2,585,272

営業費用 

サービス原価 
（以下に個別掲記する科目を除く） 

553,962

通信端末機器原価 
（以下に個別掲記する科目を除く） 

341,712

システムインテグレーション原価 
（以下に個別掲記する科目を除く） 

140,397

減価償却費 507,399

減損損失 286

販売費及び一般管理費 742,286

営業費用合計 2,286,042

営業利益 299,230

営業外損益 

支払利息、社債発行差金償却及び社債発行費 △16,958

受取利息 6,653

その他、純額 22,456

営業外損益合計 12,151

税引前四半期純利益（△損失） 311,381

法人税等 112,745

当年度分 126,687

繰延税額 △13,942

少数株主持分損益及び持分法による投資利益（△
損失）調整前利益（△損失） 

198,636

少数株主持分損益 51,416

持分法による投資利益（△損失） 3,167

四半期純利益（△損失） 150,387

 

 包括利益(△損失) 

  四半期純利益（△損失） 150,387

その他の包括利益(△損失) △5,222

包括利益(△損失)合計 145,165
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（２）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

 (単位：百万円) 

 
前第１四半期連結累計期間 
（平成19年４月１日から 

  平成19年６月30日まで）

 営業活動によるキャッシュ・フロー  

四半期純利益（△損失） 150,387 

四半期純利益（△損失）から営業活動による
キャッシュ・フローへの調整： 

 

減価償却費 507,399 

減損損失 286 

繰延税額 △13,942 

少数株主持分損益 51,416 

固定資産除却損 23,169 

持分法による投資（△利益）損失 △3,167 

受取手形及び売掛金の（△増加）減少額 198,345 

棚卸資産の（△増加）減少額 △73,503 

その他の流動資産の（△増加）減少額 △63,394 

買掛金及び未払人件費の増加（△減少）額 △274,939 

未払消費税等の増加（△減少）額 1,949 

未払利息の増加（△減少）額 1,136 

前受金の増加（△減少）額 19,268 

未払法人税等の増加（△減少）額 △35,070 

その他の流動負債の増加（△減少）額 92,437 

未払退職年金費用の増加（△減少）額 △6,874 

その他の固定負債の増加（△減少）額 28,637 

その他 6,796 

営業活動によるキャッシュ・フロー 610,336 

 

* 前第１四半期連結累計期間終了後における株式の追加取得により新たに持分法を適用した投資の影響により、前

第１四半期連結累計期間の数値を変更しております。 
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 (単位：百万円)

 
前第１四半期連結累計期間 
（平成19年４月１日から 

  平成19年６月30日まで）

 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 △426,290 

有形固定資産の売却による収入 13,927 

長期投資による支出 △36,505 

長期投資の売却及び償還による収入 63,491 

短期投資による支出 △6,806 

短期投資の償還による収入 247 

無形資産及びその他の資産の取得 △218,722 

投資活動によるキャッシュ・フロー △610,658 

 財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入債務の増加による収入 145,218 

長期借入債務の返済による支出 △282,634 

配当金の支払額 △55,279 

自己株式の売却及び取得（純額） 26 

少数株主からの株式取得による支出 △72,998 

短期借入金及びその他の増加（△減少）額 76,658 

財務活動によるキャッシュ・フロー △189,009 

 現預金及び現金同等物に係る換算差額 266 

 現預金及び現金同等物の増加（△減少）額 △189,065 

 現預金及び現金同等物の期首残高 796,255 

 現預金及び現金同等物の四半期末残高 607,190 

  

 

* 前第１四半期連結累計期間終了後における株式の追加取得により新たに持分法を適用した投資の影響により、前第

１四半期連結累計期間の数値を変更しております。 
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（３）セグメント情報

① 営業収益 （単位：百万円）

外部顧客に対するもの 871,832

セ グ メ ン ト 間 取 引 150,689

1,022,521

外部顧客に対するもの 284,584

セ グ メ ン ト 間 取 引 27,848

312,432

外部顧客に対するもの 1,167,325

セ グ メ ン ト 間 取 引 15,539

1,182,864

外部顧客に対するもの 186,677

セ グ メ ン ト 間 取 引 27,787

214,464

外部顧客に対するもの 74,854

セ グ メ ン ト 間 取 引 188,608

263,462

△ 410,471

2,585,272

② セグメント別損益 （単位：百万円）

地 域 通 信 事 業 28,637

長距離・国際通信事業 25,238

移 動 通 信 事 業 203,881

デ ー タ 通 信 事 業 20,374

そ の 他 の 事 業 17,426

295,556

3,674

299,230

デ ー タ 通 信 事 業

小計

セグメント間取引消去

合計

小計

小計

そ の 他 の 事 業

営 業 利 益

営 業 利 益

計

セグメント間取引消去

地 域 通 信 事 業

長距離・国際通信事業

移 動 通 信 事 業

小計

小計

平成19年４月１日から

平成19年６月30日まで

前第１四半期連結累計期間

平成19年４月１日から

平成19年６月30日まで

前第１四半期連結累計期間
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四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

(単位　百万円)

当第１四半期会計期間末 前会計年度末(要約)

(平成20年６月30日) (平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 14,316 22,459

売掛金 840 1,265

貯蔵品 249 306

関係会社預け金 － 27,000

その他の流動資産 713,423 559,689

流動資産合計 728,830 610,720

固定資産

有形固定資産 193,832 197,618

無形固定資産 51,387 50,391

投資その他の資産

投資有価証券 4,812,736 4,811,387

長期貸付金 1,860,643 1,937,023

その他の投資等 64,776 61,981

投資その他の資産合計 6,738,155 6,810,391

固定資産合計 6,983,375 7,058,400

資産合計 7,712,205 7,669,121

（注１）本資料における四半期財務諸表は、法定開示におけるレビュー対象外であります。

（注２）本資料における四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関

        する規則」に基づいて作成しております。
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(単位　百万円)

当第１四半期会計期間末 前会計年度末(要約)

(平成20年６月30日) (平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 180 584

1年以内に償還予定の社債 190,000 170,000

1年以内に返済予定の長期借入金 191,864 237,381

未払法人税等 190 210

関係会社預り金 45,851 39,796

その他の流動負債 146,367 77,886

流動負債合計 574,453 525,858

固定負債

社債 1,290,826 1,340,791

長期借入金 734,258 760,638

退職給付引当金 25,137 24,670

その他の固定負債 1,777 1,856

固定負債合計 2,051,998 2,127,956

負債合計 2,626,452 2,653,815

純資産の部

株主資本

資本金 937,950 937,950

資本剰余金 2,673,881 2,673,884

利益剰余金 2,467,611 2,398,836

自己株式 △ 1,005,089 △ 1,005,136

株主資本合計 5,074,353 5,005,535

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 11,399 9,771

評価・換算差額等合計 11,399 9,771

純資産合計 5,085,753 5,015,306

負債・純資産合計 7,712,205 7,669,121

（注１）本資料における四半期財務諸表は、法定開示におけるレビュー対象外であります。

（注２）本資料における四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す

        る規則」に基づいて作成しております。
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（２）四半期損益計算書

【第１四半期累計期間】

(単位　百万円)

当第１四半期累計期間

平成20年４月１日から
平成20年６月30日まで

営業収益 167,089

営業費用 36,222

営業利益 130,866

営業外収益

受取利息 9,358

物件貸付料 2,964

雑収入 323

営業外収益合計 12,646

営業外費用

支払利息 3,536

社債利息 6,142

雑支出 2,134

営業外費用合計 11,813

経常利益 131,699

税引前四半期純利益 131,699

法人税等 1,550

四半期純利益 130,149

（参考）営業収益の主な内訳

受取配当金 126,594

グループ経営運営収入 4,650

基盤的研究開発収入 31,749

（注１）本資料における四半期財務諸表は、法定開示におけるレビュー対象外であります。

（注２）本資料における四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する

        規則」に基づいて作成しております。
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位　百万円)

当第１四半期累計期間

平成20年４月１日から
平成20年６月30日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 131,699

減価償却費 11,418

固定資産除却損 61

受取配当金 △ 126,594

退職給付引当金の増加又は減少(△)額 466

売上債権の増加(△)又は減少額 △ 5,494

仕入債務の増加又は減少(△)額 △ 9,857

未払消費税等の増加又は減少(△)額 7

その他流動資産の増加（△）又は減少額 △ 100,780

関係会社預り金の増加又は減少（△）額 6,055

その他 2,172

小計 △ 90,845

利息及び配当金の受取額 136,445

利息の支払額 △ 9,633

法人税等の受取又は支払（△）額 △ 15,997

営業活動によるキャッシュ・フロー 19,968

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △ 19,044

投資有価証券等の取得による支出 △ 2,495

投資有価証券等の売却による収入 13

長期貸付による支出 △ 120,000

長期貸付金の回収による収入 221,897

その他 △ 28

投資活動によるキャッシュ・フロー 80,342

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び長期借入金による収入 120,000

社債及び長期借入金の返済による支出 △ 221,897

短期借入による増減（△）額 84,981

リース債務の返済による支出 23

配当金の支払額 △ 61,374

自己株式の売却及び取得（純額） 43

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 78,223

現金及び現金同等物の増加又は減少(△)額 22,087

現金及び現金同等物の期首残高 77,341

現金及び現金同等物の四半期末残高 99,429

（注１）本資料における四半期財務諸表は、法定開示におけるレビュー対象外であります。

（注２）本資料における四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

        則」に基づいて作成しております。
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前四半期に係る財務諸表

（１）四半期損益計算書

【第１四半期累計期間】

(単位　百万円)

前第１四半期累計期間

平成19年４月１日から
平成19年６月30日まで

営業収益 181,024

営業費用 35,175

営業利益 145,848

営業外収益

受取利息 11,177

物件貸付料 2,872

雑収入 672

営業外収益合計 14,722

営業外費用

支払利息 4,107

社債利息 7,366

雑支出 1,943

営業外費用合計 13,417

経常利益 147,154

税引前四半期純利益 147,154

法人税等 2,290

四半期純利益 144,864

（参考）営業収益の主な内訳

受取配当金 141,632

グループ経営運営収入 4,769

基盤的研究開発収入 31,720
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（２）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位　百万円)

前第１四半期累計期間

平成19年４月１日から
平成19年６月30日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 147,154

減価償却費 10,371

固定資産除却損 192

受取配当金 △ 141,632

退職給付引当金の増加又は減少(△)額 331

売上債権の増加(△)又は減少額 1,931

仕入債務の増加又は減少(△)額 △ 5,154

未払消費税等の増加又は減少(△)額 1,123

関係会社預り金の増加又は減少（△）額 △ 15,870

その他 3,044

小計 1,492

利息及び配当金の受取額 153,481

利息の支払額 △ 11,292

法人税等の受取又は支払（△）額 △ 20,404

営業活動によるキャッシュ・フロー 123,276

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △ 19,427

投資有価証券等の取得による支出 △ 7,117

投資有価証券等の売却による収入 2

長期貸付による支出 △ 100,000

長期貸付金の回収による収入 92,382

その他 △ 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 34,161

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び長期借入金による収入 99,960

社債及び長期借入金の返済による支出 △ 142,382

配当金の支払額 △ 55,278

自己株式の売却及び取得（純額） 26

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 97,674

現金及び現金同等物の増加又は減少(△)額 △ 8,559

現金及び現金同等物の期首残高 174,377

現金及び現金同等物の四半期末残高 165,818
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本決算短信に記載されている業績予想の各数値は、当社の経営陣が入手している情報に基

づいて行った判断・評価・事実認識・方針の策定に基づいて算定しております。また、過去

に確定し正確に認識された事実以外に、将来の予想を行うために不可欠となる一定の前提

（仮定）を用いて算定したものであります。将来の予想に本質的に内在する不確定性・不確

実性および今後の事業運営や内外の経済、証券市場その他の状況変化等による変動可能性に

照らし、現実の業績の数値は、予想数値と異なる可能性があります。 


