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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）

売上高 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 148,528 ― 3,929 ― 3,617 ― 1,639 ―

20年3月期第2四半期 179,859 15.4 3,401 △10.4 3,409 △10.3 1,930 △9.6

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 5,230.36 5,225.15
20年3月期第2四半期 5,861.71 5,853.69

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2四半期 62,052 14,560 23.5 52,207.89
20年3月期 91,000 18,619 20.5 56,499.39

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  14,560百万円 20年3月期  18,619百万円

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 ― 2,500.00 ― 2,500.00 5,000.00
21年3月期 ― 2,500.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 2,500.00 5,000.00

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  

注）1．平成21年3月期の個別業績予想について 
     当社（平成20年10月1日付で株式会社テレパークから株式会社ティーガイアに商号変更）は、平成20年10月1日に株式会社エム・エス・コミュニケーションズ 
    と合併いたしました。従いまして第2四半期累計期間業績は株式会社テレパークのもの、通期業績予想は、株式会社テレパークの第2四半期累計期間業績 
    に株式会社ティーガイアの下期業績予想を合算したものとなっております。 
  2．平成21年3月期の個別業績予想の増減率について 
     個別業績予想の通期については、株式会社テレパークの第2四半期累計期間業績に株式会社ティーガイアの下期業績予想を合算したものであるため、 
    前期比増減率は、記載を省略しております。 
     参考までに、株式会社テレパークの平成20年3月期個別業績と比較した場合の増減率は、売上高+18.1%、営業利益+36.8%、経常利益+32.7%、当期純利益 
    +21.7%となります。 
  3．平成21年3月期の個別業績予想の1株当たり当期純利益について 
     第2四半期累計期間までは、株式会社テレパークの期中平均株式数とし、10月以降は、9月30日現在の株式会社テレパークの発行済株式数 
    （自己株式控除後）に株式会社エム・エス・コミュニケーションズの株主に割り当てられた株式数を合算したものを株式会社ティーガイアの発行済株式数 
    として、期中平均株式数を計算し、1株当たり当期純利益を算出しております。なお、株式会社エム・エス・コミュニケーションズの株主に割り当てられた 
    株式数は、平成20年5月22日に締結された合併契約書の株式交換比率に基づいて算出しております。 
     参考までに、株式会社ティーガイアの下期の1株当たり当期純利益は、6,753.86円となります。  

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 438,400 ― 10,100 ― 9,800 ― 5,100 ― 12,359.19

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  

(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） 

(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 無

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  329,562株 20年3月期  329,554株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  50,673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  313,498株 20年3月期第2四半期  329,388株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・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。 
・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、状況の変化 
等により、上記予想数値と異なる場合があります。  



定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

　当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融危機の深刻

化により世界経済が減速する中で、景気の下振れリスクがより高まってきております。

　携帯電話市場においては、割賦販売による買い替えサイクルの長期化および各通信事業者の低廉な割引サービスの

提供により解約率が低下しております。また、当第２四半期累計期間の携帯電話の純増数は211万台（前年同期比

19.4％減）となりました。第３世代携帯電話純増数は551万台となり、引き続き第３世代携帯電話への移行が進んでお

ります。（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、モバイル事業においては、新販売方式の導入に伴う販売価格の上昇と景気後退による消費マイ

ンドの低下等により端末販売台数は期初計画を下回り、売上高は減少しました。しかしながら、新販売方式は販売価

格の上昇と同時に価格の安定化をもたらし、加えて昨年11月に子会社化した株式会社テレコムパークの吸収合併の効

果、経営効率の向上等も寄与し営業利益は増加しました。

　ネットワーク事業においては、FTTH等光回線サービスの販売が伸長し売上高は前年対比で増加しましたが、市場の

成熟化に伴いマイラインサービスの獲得が低調となる等、営業利益は減少しました。

　また、決済サービス事業他では、大手コンビニエンスストア販路の拡大が売上高および利益の増加に貢献しまし

た。

　この結果、当第２四半期累計期間における業績は、売上高1,485億28百万円（前年同期比17.4％減）、営業利益39億

29百万円（前年同期比15.5％増）となりました。平成20年10月１日付の株式会社エム・エス・コミュニケーションズ

との経営統合に伴う合併関連費用が２億59百万円発生したため、経常利益は36億17百万円（前年同期比6.1％増）とな

りました。また、事務所移転費用引当金繰入額２億47百万円に加えて、子会社であった株式会社テレコムパークおよ

び株式会社モビテックを吸収合併したことに伴う子会社株式の消滅差損が１億65百万円発生し、四半期純利益は16億

39百万円（前年同期比15.1％減）となりました。

　なお、第１四半期よりセグメント範囲の見直しをしております。決済サービスの取扱高が増え、重要性が高まった

ため、PIN（Personal Identification Number）販売システムを利用した事業およびプリペイド携帯関連事業を「決済

サービス事業他」としてセグメントを新設しました。この結果、平成20年３月期決算短信と比較してモバイル事業に

はプリペイド携帯関連商品販売が含まれなくなり、ネットワーク事業にはPIN販売システムを利用した事業が含まれな

くなっております。

 

〔モバイル事業〕

　当第２四半期累計期間の当社の販売台数は、各通信事業者の端末販売が低調となる中、携帯電話149万８千台（前年

同期比17.1％減）、ＰＨＳ15千台（前年同期比10.0％減）となりました。

　この結果、当セグメントにおける売上高は1,287億19百万円（前年同期比21.4％減）となりました。一方営業利益は、

上記に加えて解約ペナルティーが減少したことやキャリアショップでのメンテナンスサービスの増加等もあり、26億

82百万円（前年同期比27.5％増）となりました。

 

〔ネットワーク事業〕

　当第２四半期累計期間につきましては、FTTH等光回線サービスの販売は有力代理店を中心とする販売体制が安定し、

売上高、営業利益とも順調に増加しました。一方マイラインサービスにおいては、市場の成熟化に伴い獲得が低調に

なる等、売上高、営業利益ともに減少しました。

　この結果、当セグメントにおける売上高は59億52百万円（前年同期比6.1％増）、営業利益は10億30百万円（前年同

期比6.2％減）となりました。

 

〔決済サービス事業他〕

　決済サービス事業他では、コンビニ販路拡大によって、PIN販売システムを利用した事業が拡大した結果、売上高、

営業利益ともに前年対比増加しました。

　この結果、当セグメントにおける売上高は138億57百万円（前年同期比32.7％増）、営業利益は２億16百万円（前年

同期比9.0％増）となりました。
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２．財政状態に関する定性的情報

　当第２四半期末における資産合計は620億52百万円となり、前事業年度末に比べ289億47百万円減少しました。

　負債合計は248億88百万円の減少、純資産合計は40億59百万円の減少となり、この結果、自己資本比率は23.5％と

3.0ポイント改善しております。

営業活動によるキャッシュ・フローでは100億81百万円の収入となりました。　

これは主に税引前四半期純利益で31億16百万円計上したこと、売上債権の減少240億12百万円、たな卸資産の減少52

億10百万円および、仕入債務の減少228億86百万円によるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローでは６億25百万円の支出となりました。　

これは主に有形固定資産の取得による支出１億67百万円、敷金の支払いによる支出２億65百万円および、事業継承

に伴う支出２億10百万円によるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローでは88億８百万円の支出となりました。　

これは主に短期借入金の減少31億円、配当金の支払い８億17百万円および、自己株式の取得（含む付帯費用）によ

る支出48億90百万円によるものであります。　

以上により、当第２四半期における現金及び現金同等物は、前事業年度末より10億13百万円増加し、21億２百万円

となりました。　

３．業績予想に関する定性的情報

　平成20年10月31日に公表いたしました数値から変更はありません。

 

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

　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目を重要なものに限定する方法によっております。

 

（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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５【四半期財務諸表】 
（１）【四半期貸借対照表】 

（単位：百万円）

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   

流動資産   

現金及び預金 2,102 1,089

売掛金 25,981 46,365

たな卸資産 14,866 18,852

未収入金 9,827 13,325

その他 1,142 2,843

貸倒引当金 △48 △37

流動資産合計 53,871 82,438

固定資産   

有形固定資産 893 596

無形固定資産   

のれん 3,717 138

その他 13 8

無形固定資産合計 3,730 146

投資その他の資産   

関係会社株式 － 5,063

敷金 2,155 1,565

その他 1,505 1,262

貸倒引当金 △104 △73

投資その他の資産合計 3,556 7,818

固定資産合計 8,180 8,561

資産合計 62,052 91,000

負債の部   

流動負債   

買掛金 22,335 42,591

短期借入金 4,300 7,400

未払金 12,143 13,633

未払法人税等 1,581 1,576

預り金 220 564

引当金 751 530

その他 530 390

流動負債合計 41,861 66,687

固定負債   

長期借入金 5,000 5,000

退職給付引当金 550 561

その他 79 132

固定負債合計 5,630 5,693

負債合計 47,492 72,380



（単位：百万円）

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 1,552 1,552

資本剰余金 1,671 1,671

利益剰余金 16,084 15,268

自己株式 △4,864 －

株主資本合計 14,444 18,492

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 116 127

評価・換算差額等合計 116 127

純資産合計 14,560 18,619

負債純資産合計 62,052 91,000



（２）【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

（単位：百万円）

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) 

売上高 148,528

売上原価 132,374

売上総利益 16,153

販売費及び一般管理費 12,224

営業利益 3,929

営業外収益  

受取利息 5

受取配当金 1

受取家賃 9

受取保険料 4

その他 11

営業外収益合計 31

営業外費用  

支払利息 69

合併関連費用 259

その他 15

営業外費用合計 343

経常利益 3,617

特別利益  

固定資産売却益 3

特別利益合計 3

特別損失  

事務所移転費用引当金繰入額 247

抱合せ株式消滅差損 165

投資有価証券評価損 57

減損損失 14

固定資産除却損 13

ゴルフ会員権評価損 2

その他 1

特別損失合計 503

税引前四半期純利益 3,116

法人税、住民税及び事業税 1,279

法人税等調整額 197

法人税等合計 1,477

四半期純利益 1,639



（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

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 3,116

減価償却費 282

のれん償却額 270

減損損失 14

抱合せ株式消滅差損益（△は益） 165

移転費用引当金の増減額（△は減少） 247

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8

賞与引当金の増減額（△は減少） △12

短期解約損失引当金の増減額（△は減少） △65

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10

受取利息及び受取配当金 △6

支払利息 69

固定資産売却損益（△は益） △2

固定資産除却損 13

投資有価証券評価損益（△は益） 57

ゴルフ会員権評価損 2

売上債権の増減額（△は増加） 24,012

未収入金の増減額（△は増加） 4,225

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,210

仕入債務の増減額（△は減少） △22,886

未払金の増減額（△は減少） △2,486

その他 △608

小計 11,619

利息及び配当金の受取額 7

利息の支払額 △69

法人税等の支払額 △1,476

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,081

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 △167

有形固定資産の売却による収入 19

ソフトウエアの取得による支出 △13

貸付けによる支出 △86

貸付金の回収による収入 13

子会社貸付けの回収による収入 10

敷金の差入による支出 △265

敷金の回収による収入 103

事業譲受による支出 △210

その他 △28

投資活動によるキャッシュ・フロー △625



（単位：百万円）

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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △3,100

自己株式の取得による支出 △4,890

配当金の支払額 △817

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,808

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 647

現金及び現金同等物の期首残高 1,089

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 366

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,102



　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

　当社は平成20年６月30日から平成20年７月28日までの公開買付により、普通株式50,673株（48億64百万円）の

自己株式の取得を行っております。

　この結果、当第２四半期会計期間において自己株式が48億64百万円増加し、当第２四半期会計期間末において

自己株式が48億64百万円となっております。　

６．その他の情報

(1)　事業の種類別売上高・営業利益

（単位：百万円）　

 

前第２四半期累計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

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）

増減率　

（％）　

モバイル事業　
売上高　 163,805 128,719 △21.4

営業利益　 2,104 2,682 27.5

ネットワーク事業　
売上高　 5,612 5,952 6.1

営業利益　 1,098 1,030 △6.2

決済サービス事業他　
売上高　 10,441 13,857 32.7

営業利益　 198 216 9.0

合計
売上高　 179,859 148,528 △17.4

営業利益　 3,401 3,929 15.5

（事業区分別の変更）

当社は平成21年３月期より事業区分をモバイル事業、ネットワークその他事業の２セグメントからモバイル事業、ネッ

トワーク事業、決済サービス事業他の３セグメントに変更いたしました。前期まではモバイル事業に含めておりました

プリペイド携帯関連事業および、ネットワークその他に含めておりましたPIN販売システムを利用した事業を当社の事

業内容をより適切に反映させるため決済サービス事業他に含めることにいたしました。

なお、平成20年３月期第２四半期については、比較を容易にするために組替え表示しております。　

－ 1 －



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間損益計算書

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）

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  179,859 100.0

Ⅱ　売上原価  165,863 92.2

売上総利益  13,996 7.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費  10,594 5.9

営業利益  3,401 1.9

Ⅳ　営業外収益  23 0.0

Ⅴ　営業外費用  16 0.0

経常利益  3,409 1.9

Ⅵ　特別利益  7 0.0

Ⅶ　特別損失  27 0.0

税引前中間純利益  3,389 1.9

法人税、住民税及び事業税 1,200   

法人税等調整額 257 1,458 0.8

中間純利益  1,930 1.1

－ 2 －



（２）中間キャッシュ・フロー計算書

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）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

 

税引前中間純利益 3,389

減価償却費及びコンピュー
タ費

228

のれん償却額　 65

減損損失　 23

株式交付費 0

貸倒引当金の増減額（減
少：△）　

△19

賞与引当金の増減額（減
少：△）　

△1

役員賞与引当金の増減額
（減少：△）　

－

短期解約損失引当金の増減
額（減少：△）　

42

退職給付引当金の増減額
（減少：△）　

32

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　 △4

支払利息　 15

固定資産除売却損　 3

売上債権の増減額（増加：
△）　

8,709

たな卸資産の増減額（増
加：△）　

3,517

仕入債務の増減額（減少：
△）　

△8,781

役員賞与の支払　 －

その他　 197

小計 7,372

利息及び配当金の受取額 4

利息の支払額　 △15

法人税等の支払額　 △1,629

営業活動によるキャッシュ・
フロー

5,731

－ 3 －



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）

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

△205

有形固定資産の売却による
収入　

0

ソフトウェアの取得による
支出　

△37

投資有価証券の取得による
支出　

△122

関係会社株式の取得による
支出　

△5

貸付による支出　 △92

貸付の回収による収入　 28

関係会社への貸付による純
増減額（増加：△）　

△30

敷金の支払いによる支出　 △106

敷金の返還による収入　 16

ショップ承継による支出　 －

その他資産増減額（増加：
△）　

△46

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△600

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：△）　

△3,400

新株発行関連の支出　 △0

株式の発行による収入　 12

配当金の支払額　 △816

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△4,203

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額
（減少：△）

926

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残
高

117

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期
末残高

1,104

－ 4 －
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