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1. 平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 23,236 ― 5,258 ― 5,330 ― 3,369 ―

20年3月期第2四半期 23,893 3.6 5,717 △4.8 5,781 △4.0 3,533 △5.4

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2四半期 12,322.47 ―

20年3月期第2四半期 12,921.53 ―

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2四半期 46,302 36,120 78.0 132,108.06
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2四半期 36,120百万円 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 ― 3,500.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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）
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無 無

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

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2四半期 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2四半期 ―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2四半期 273,420株 20年3月期第2四半期 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、企業部門において収益の減少や設備投資の抑制が見られるとともに、物価上昇への懸

念と政局の不安定さ、更にはアメリカにおける金融不安の高まりなどから、景気の先行きに対する不透

明感が一層増してきております。 

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、個人消費で消費者の生活防衛意識が引き続き強く、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９月末時点で 104,834 千契約、沖縄県では 960

千契約（前期末比 23 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、料金割引サービスの拡充や、幅広いニーズに対応した多種多様な携帯電話端末を導入す

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２四半期累計期間（平成 20 年４月１日～平成 20 年９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。 

 

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

 平成 20 年３月期 

第２四半期 

累計期間 

平成 21 年３月期 

第２四半期 

累計期間 

増減 増減率 

営 業 収 益 23,893,110 23,236,221 △656,889 △2.7％

 電気通信事業 19,457,716 18,392,769 △1,064,947 △5.5％

 附 帯 事 業 4,435,393 4,843,452 408,058 9.2％

営 業 費 用 18,175,349 17,977,270 △198,079 △1.1％

営 業 利 益 5,717,760 5,258,951 △458,809 △8.0％

経 常 利 益 5,781,996 5,330,550 △451,445 △7.8％

四半期純利益 3,533,005 3,369,210 △163,795 △4.6％

（注）前四半期累計期間の金額、対前年同四半期増減及び対前年同四半期増減率については、参考として記載して

おります。なお、前四半期累計期間の金額については、「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。 

 

当第２四半期累計期間における営業収益については、前年同期比2.7％減少の23,236,221千円となりま

した。このうち、電気通信事業営業収益については、前年同期比5.5％減少の18,392,769千円となりまし

たが、これは累計契約数が3.9％増加したものの、料金割引サービスの拡充等によりARPU※１が前年同期比

8.9％減少したことによるものです。附帯事業営業収益については、前年同期比9.2％増加の4,843,452千

円となりました。これは代理店への携帯電話の販売台数が減少したものの、販売単価が上昇したことに

よるものです。 

営業費用については、通信設備使用料や減価償却費等が増加したものの、新しい携帯電話販売方法の

導入によりお客様の流動が鈍化したことに伴い、新規契約・機種変更にかかるコストの減少や携帯電話

の販売台数の低減による売上原価の減少などにより、前年同期比1.1％減少の17,977,270千円となりまし

た。 

以上の結果、営業利益については前年同期比 8.0％減少の 5,258,951 千円、経常利益については前年同

期比 7.8％減少の 5,330,550 千円、四半期純利益については前年同期比 4.6％減少の 3,369,210 千円とな

りました。 

※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２四半期 

累計期間 

平成21年３月期

第２四半期 

累計期間 

増減 増減率 

純増数 5,900 6,700 800 12.8％

累計契約数 453,100 470,600 17,500 3.9％

 うち「CDMA 1X WIN」 249,300 317,200 67,900 27.2％

EZweb※２契約数 377,100 392,500 15,400 4.1％

（注）１．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。 

２．百契約未満を四捨五入して表示しております。 

※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。 

 

＜解約率・機種変更率・ARPU＞ 

 

平成20年３月期

第２四半期 

累計期間 

平成21年３月期

第２四半期 

累計期間 

増減 増減率 

解約率※３ 0.86％ 0.58％ △0.28ﾎﾟｲﾝﾄ 

 ポストペイド※４解約率 0.80％ 0.55％ △0.25ﾎﾟｲﾝﾄ 

機種変更率※５ 3.52％ 2.62％ △0.90ﾎﾟｲﾝﾄ 

総合ARPU 7,069円 6,440円 △629円 △8.9％

音声ARPU 5,181円 4,448円 △733円 △14.1％ 

データARPU 1,888円 1,992円 104円 5.5％

※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数で除したもの。 

※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。 

※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数で除したもの。 

 

当第２四半期累計期間における事業の状況については、通話料金割引サービスの拡充や、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２四半期末と比較して累計契約数が17,500契約増加の470,600契約、EZweb契約数が15,400契約

増加の392,500契約となりました。 

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

解約率が前年同期比0.28ポイント減少の0.58％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』などの影響により、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0.90ポイント減少の2.62％となりました。 

ARPUについては、音声ARPU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14.1％

減少の4,448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5.5％増加の1,992円となった結果、総合ARPUは8.9％減少の

6,440円となりました。 
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≪主なトピックス≫（平成 20 年７月１日～平成 20 年９月 30 日） 

【au携帯電話】 

・携帯電話端末の外装や待受画面・メインメニューなどのコンテンツを変えることができる『フルチ

ェン』サービスに対応した『フルチェンケータイ re』の発売。 

・映像へのこだわりを深めた有機ELディスプレイ＆２WAYオープンスタイルの『Wooo※６ケータイ  

W62H』の発売。 

・防水＆耐衝撃のタフネス性能とモーションセンサー＆アプリで本格的スポーツライフをサポートす

るタフネスケータイ『G’zOne※７ W62CA』の発売。 
 

  上記を含め、「CDMA １X WIN」を９機種発売いたしました。 

※６ 「Wooo」は株式会社日立製作所の登録商標です。 

※７ 「G’zOne」はカシオ計算機株式会社の登録商標です。 

 

【料金サービス】 

au携帯電話からご自宅への通話料が半額となる『au→自宅割』において、ご自宅がKDDI固定電話（マ

イライン除く）でかつ、『KDDIまとめて請求』をご利用であれば、au携帯電話からご自宅への通話が24

時間無料となる『auまとめトーク』を提供開始いたしました。 

 

【新サービス】 

・普段PC等で利用しているEメールアドレスを使って、au携帯電話で簡単にメールの送受信ができる 

サービス『ケータイdePCメール』を提供開始いたしました。 

・au携帯電話の外装全面とコンテンツなど、外も中もまるごと変えることができる『フルチェン』サ

ービスを開始いたしました。 

   

【その他】 

国際ローミングサービス『グローバルパスポートCDMA』において、バハマとベネズエラにて音声ロ

ーミングを、メキシコにおいてデータローミングを提供開始いたしました。 

 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

【財政状態】                                  （単位：千円） 

 
平成20年３月期末

平成 21 年３月期 

第２四半期末 
増減 増減率 

総  資  産 41,809,318 46,302,678 4,493,359 10.7％

負    債 8,101,545 10,181,692 2,080,146 25.7％

 有 利 子 負 債 － － － －

純  資  産 33,707,773 36,120,986 2,413,213 7.2％

自 己 資 本 比 率 80.6％ 78.0％ △2.6ﾎﾟｲﾝﾄ 
 

 

当第２四半期末における総資産については、設備投資による固定資産の増加や親会社である KDDI 株式

会社への短期貸付金の増加などにより、前期末と比較して 4,493,359 千円増加（10.7％増）の 46,302,678

千円となり、負債については、買掛金が減少したものの、未払金や未払法人税等の増加などにより、前

期末と比較して 2,080,146 千円増加（25.7％増）の 10,181,692 千円となりました。また、純資産につい
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ては、配当金の支払い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 2,413,213 千円増加（7.2％増）の 36,120,986 千円となりました。以上の結果、自己資本比率

については、前期末と比較して 2.6 ポイント減少し 78.0％となりました。 

 

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

 平成 20 年３月期 

第２四半期 

累計期間 

平成 21 年３月期 

第２四半期 

累計期間 

増減 

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,315,896 4,059,790 △256,106

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,245,511 △4,013,733 △768,222

財務活動によるキャッシュ・フロー △956,633 △956,214 419

現金及び現金同等物の増減額 113,751 △910,157 

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 4,183,193 1,685,987 △2,497,205

フリー・キャッシュ・フロー※８ 1,070,385 46,056 △1,024,328

（注）前四半期累計期間の金額、対前年同四半期増減及び下記本文中の対前年同四半期増減率については、参考と

して記載しております。なお、前四半期累計期間の金額については、「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。 

※８ 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２四半期累計期間における現金及び現金同等物については、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があったものの、KDDI株式会社への短期貸

付金による支出の増加や有形固定資産の取得による支出の増加等により、前年同期と比較して 2,497,205

千円減少（59.7％減）し、1,685,987 千円となりました。 

当第２四半期累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） 

営業活動によるキャッシュ・フローについては、法人税等の支払額の減少や仕入債務の増加等があっ

たものの、売上債権の増加や税引前四半期純利益の減少等により、前年同期と比較して 256,106 千円減

少(5.9％減)し、4,059,790 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・フローについては、KDDI株式会社への短期貸付金の回収による収入の増

加等があったものの、KDDI株式会社への短期貸付金による支出の増加や有形固定資産の取得による支出

の増加等により、前年同期と比較して 768,222 千円支出が増加(23.7％増)し、4,013,733 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・フローついては、配当金の支払額の減少により、前年同期と比較して 419

千円支出が減少(0.0％減)し、956,214 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いては、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、代理店へ販売する携帯電話の単価の上昇により、営業収益は48,100百万円（前期比0.1％

増）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、37,800百万円（前期比0.2％減）を見込んでおります。 

以上の結果、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、現時点においては、業績の見通しに重大な影響を与える要因が想定されないため、平成20年４

月23日に公表した業績予想は変更しておりません。今後、経済環境、競争状況、新サービスの成否など

の不確実な要因の影響を受け、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、今後も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、訴訟、電気通信業界における事業再編、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 

 

 
当第２四半期累計期間 
自 平成20年４月１日 
至 平成20年９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。 

 

 

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。 
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(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 

 

 
当第２四半期累計期間 
自 平成20年４月１日 
至 平成20年９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、第

１四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、当第２四

半期累計期間の減価償却費は

216,841千円増加し、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

130,550千円減少しております。 
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当第２四半期累計期間 
自 平成20年４月１日 
至 平成20年９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、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。 

 

 

 

追加情報 
 

当第２四半期累計期間 
自 平成20年４月１日 
至 平成20年９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、当第２四半期累計期間の減価償却費は

256,135千円減少し、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154,258千円増加しております。 
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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２四半期会計期間末 
(平成20年９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 26,325,669 25,759,692

減価償却累計額 △18,953,573 △17,970,829

機械設備（純額） 7,372,095 7,788,862

空中線設備 7,683,919 7,375,939

減価償却累計額 △3,024,731 △2,850,011

空中線設備（純額） 4,659,187 4,525,927

市外線路設備 32,435 32,435

減価償却累計額 △30,292 △30,068

市外線路設備（純額） 2,143 2,367

土木設備 68,599 68,599

減価償却累計額 △35,749 △34,814

土木設備（純額） 32,849 33,785

建物 3,034,708 2,935,911

減価償却累計額 △1,055,051 △992,111

建物（純額） 1,979,657 1,943,800

構築物 790,727 781,636

減価償却累計額 △519,238 △495,482

構築物（純額） 271,488 286,154

機械及び装置 811 811

減価償却累計額 △782 △778

機械及び装置（純額） 28 32

工具、器具及び備品 452,007 407,187

減価償却累計額 △187,216 △164,975

工具、器具及び備品（純額） 264,791 242,212

土地 521,462 516,962

建設仮勘定 3,660,711 917,370

有形固定資産合計 18,764,415 16,257,476

無形固定資産   

施設利用権 113,136 53,709

ソフトウェア 26,042 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 148,434 95,482

電気通信事業固定資産合計 18,912,849 16,352,958
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９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 125,812 124,196

社内長期貸付金 4,958 5,009

長期前払費用 287,403 264,937

繰延税金資産 673,380 566,020

敷金及び保証金 115,042 116,189

その他の投資及びその他の資産 78,471 83,201

貸倒引当金 △79,098 △71,164

投資その他の資産合計 1,205,968 1,088,390

固定資産合計 20,118,818 17,441,348

流動資産   

現金及び預金 1,685,987 2,596,145

売掛金 4,594,688 4,160,736

未収入金 1,217,708 1,109,930

貯蔵品 1,216,832 1,144,398

前払費用 82,984 77,102

繰延税金資産 559,304 446,200

関係会社短期貸付金 16,994,780 14,998,915

その他の流動資産 189 －

貸倒引当金 △168,615 △165,459

流動資産合計 26,183,860 24,367,970

資産合計 46,302,678 41,809,318

負債の部   

固定負債   

退職給付引当金 24,059 －

ポイント引当金 1,319,067 1,170,308

その他の固定負債 91,515 95,253

固定負債合計 1,434,642 1,265,561

流動負債   

買掛金 471,095 982,704

未払金 5,041,521 3,240,309

未払費用 75,018 89,539

未払法人税等 2,228,800 1,784,200

前受金 802,036 617,063

預り金 11,115 7,929

賞与引当金 110,813 100,936

役員賞与引当金 6,650 13,300

流動負債合計 8,747,049 6,835,984

負債合計 10,181,692 8,101,545
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９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 5,313,819 7,501,579

利益剰余金合計 33,078,245 30,666,005

株主資本合計 36,107,817 33,695,577

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13,168 12,195

評価・換算差額等合計 13,168 12,195

純資産合計 36,120,986 33,707,773

負債・純資産合計 46,302,678 41,809,318
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

電気通信事業営業損益  

営業収益 18,392,769

営業費用  

営業費 4,210,381

施設保全費 927,380

管理費 599,699

減価償却費 1,490,954

固定資産除却費 70,824

通信設備使用料 2,895,179

租税公課 182,851

営業費用合計 10,377,271

電気通信事業営業利益 8,015,497

附帯事業営業損益  

営業収益 4,843,452

営業費用 7,599,998

附帯事業営業損失（△） △2,756,545

営業利益 5,258,951

営業外収益  

受取利息 ※  58,781

受取配当金 1,096

受取手数料 919

受取賃貸料 3,882

雑収入 6,920

営業外収益合計 71,599

経常利益 5,330,550

税引前四半期純利益 5,330,550

法人税、住民税及び事業税 2,182,446

法人税等調整額 △221,106

法人税等合計 1,961,340

四半期純利益 3,369,210
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

電気通信事業営業損益  

営業収益 9,273,656

営業費用  

営業費 2,105,780

施設保全費 475,415

管理費 300,007

減価償却費 765,255

固定資産除却費 34,208

通信設備使用料 1,465,194

租税公課 89,644

営業費用合計 5,235,506

電気通信事業営業利益 4,038,149

附帯事業営業損益  

営業収益 2,308,130

営業費用 3,396,987

附帯事業営業損失（△） △1,088,857

営業利益 2,949,291

営業外収益  

受取利息 ※  30,386

受取手数料 459

受取賃貸料 1,896

雑収入 3,240

営業外収益合計 35,981

経常利益 2,985,273

税引前四半期純利益 2,985,273

法人税、住民税及び事業税 1,269,368

法人税等調整額 △215,882

法人税等合計 1,053,485

四半期純利益 1,931,787

－ 14 －

沖縄セルラー電話㈱ （9436）　平成21年３月期　第２四半期決算短信（非連結）



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 5,330,550

減価償却費 1,490,954

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,089

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24,059

ポイント引当金の増減額（△は減少） 148,758

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,876

固定資産除却損 42,245

受取利息及び受取配当金 △59,877

売上債権の増減額（△は増加） △433,952

たな卸資産の増減額（△は増加） △72,433

仕入債務の増減額（△は減少） △511,609

その他 △270,347

小計 5,709,313

利息及び配当金の受取額 59,877

法人税等の支払額 △1,709,401

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,059,790

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 △1,951,683

関係会社短期貸付金による支出 △8,038,684

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 △69,471

その他の収入 3,285

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,013,733

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △956,214

財務活動によるキャッシュ・フロー △956,214

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） △910,157

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 ※  1,685,987
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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。 
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「参考資料」

　前年同四半期にかかる財務諸表

　(1）中間損益計算書

(単位：千円、％)

金額 百分比

Ⅰ 電気通信事業営業損益

  (1）営業収益 19,457,716 81.4

  (2）営業費用 13,852,121 58.0

　　１．営業費 7,914,904

　　２．施設保全費 914,316

　　３．管理費 594,380

　　４．減価償却費 1,440,472

　　５．固定資産除却費 50,518

　　６．通信設備使用料 2,753,698

　　７．租税公課 183,830

　 電気通信事業営業利益 5,605,594 23.4

Ⅱ 附帯事業営業損益

  (1）営業収益 4,435,393 18.6

  (2）営業費用 4,323,227 18.1

　 附帯事業営業利益 112,166 0.5

　 営業利益 5,717,760 23.9

Ⅲ 営業外収益

　　１．受取利息 37,846

　　２．受取配当金 1,029

　　３．受取手数料 705

　　４．賃貸収入 3,712

　　５．雑収入 20,941

　 営業外収益合計 64,235 0.3

　 経常利益 5,781,996 24.2

　 税引前中間純利益 5,781,996 24.2

　 法人税、住民税及び事業税 2,301,649 9.6

　 法人税等調整額  △52,659  △0.2

　 中間純利益 3,533,005 14.8

(注）百分比は、電気通信事業営業収益と附帯事業営業収益の合計を100％として算出しております。

区　　分

前中間会計期間
自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日

－ 17 －

沖縄セルラー電話㈱ （9436）　平成21年３月期　第２四半期決算短信（非連結）



　(2）中間キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前中間会計期間
自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日

金　　額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

　 　税引前中間純利益 5,781,996 

　 　減価償却費 1,440,472 

　　 貸倒引当金の増加額 19,974 

　　 退職給付引当金の減少額   △8,619 

　　 ポイントサービス引当金の増加額 19,690 

　　 賞与引当金の増加額 2,890 

　　 固定資産除却費 31,531 

　　 受取利息及び受取配当金   △38,875 

　　 売上債権の減少額 251,105 

　　 たな卸資産の増加額   △39,955 

　　 仕入債務の減少額   △698,275 

　　 その他増減額   △103,602 

　　 　小計 6,658,330 

　　 利息及び配当金の受取額 38,875 

　　 法人税等の支払額   △2,381,310 

　 営業活動によるキャッシュ・フロー 4,315,896 

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   △1,163,091 

　　 無形固定資産の取得による支出   △7,276 

　　 関係会社短期貸付金による支出   △6,037,747 

　　 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 3,666 

　　 その他投資の取得による支出   △60,434 

　 投資活動によるキャッシュ・フロー   △3,245,511 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　　 配当金の支払額   △956,633 

　 財務活動によるキャッシュ・フロー   △956,633 

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増加額 113,751 

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中間期末残高 4,183,193 

区　　分
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６．その他の情報 
 

【注記事項】 
 

（四半期貸借対照表関係） 

 当第２四半期会計期間末（平成20年９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２四半期累計期間 
自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日 

※ 関係会社に係る営業外収益 

受取利息 58,684千円

 
 

当第２四半期会計期間 
自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日 

※ 関係会社に係る営業外収益 

受取利息 30,294千円

 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 
 

当第２四半期累計期間 
自 平成20年４月１日 
至 平成20年９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９月30日現在）

（千円）
 

現金及び預金勘定 1,685,987

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 1,685,987
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（株主資本等関係） 

当第２四半期会計期間末（平成20年９月30日）及び当第２四半期累計期間（自 平成20年４月１日  

至 平成20年９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．新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４．配当に関する事項 

(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 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

 

(2）基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計

期間末後となるもの 

（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10月21日 
取締役会 

普通株式 956,970 3,500 平成20年９月30日 平成20年12月５日 利益剰余金

 

 

（有価証券関係） 

当第２四半期会計期間末（平成20年９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２四半期会計期間末（平成20年９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２四半期累計期間（自 平成20年４月１日  至 平成20年９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２四半期会計期間（自 平成20年７月１日  至 平成20年９月30日） 

  該当事項はありません。 

 

 

（企業結合等関係） 

当第２四半期会計期間（自 平成20年７月１日  至 平成20年９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２四半期会計期間末 
（平成20年９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 132,108.06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２四半期累計期間 
自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日 

 
当第２四半期会計期間 
自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日 

１株当たり四半期純利益金額 12,322.47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。 

１株当たり四半期純利益金額 7,065.27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２四半期累計期間 
自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日 

 
当第２四半期会計期間 
自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日 

四半期純利益 3,369,210千円 1,931,787千円 

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 3,369,210千円 1,931,787千円 

期中平均株式数 273,420株 273,420株 

 

 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

 

 

（リース取引関係） 

当第２四半期累計期間（自 平成20年４月１日  至 平成20年９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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