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1. 平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 34,707 ― 8,326 ― 8,436 ― 5,330 ―

20年3月期第3四半期 36,074 3.8 8,404 △5.2 8,496 △4.5 5,201 △7.2

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3四半期 19,496.30 ―

20年3月期第3四半期 19,022.21 ―

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3四半期 44,215 37,124 84.0 135,779.15
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3四半期 37,124百万円 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 有

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 46,000 △4.3 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3四半期 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3四半期 ―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3四半期 273,420株 20年3月期第3四半期 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21年３月期 第２四半期決算短信（非連結）」（平成20年10月21日付）において公表した金額より変更しております。
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、世界経済の減速に伴い輸出が減少していることに加え、企業部門の収益減少に伴う設

備投資の先送りや雇用削減など、景気は悪化しております。 

一方、当社業務区域の沖縄県の経済においては、個人消費は底堅く推移しておりますが、観光関連で

は外国客が前年を上回ったものの、国内客の減少から入域観光客数が前年比微減となったほか、雇用・

所得情勢も弱い動きが続いているなど、県内景気は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 12 月末時点で 105,825 千契約（前期末比 3,101

千契約増）、沖縄県では 966 千契約（前期末比 29 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３四半期累計期間（平成 20 年４月１日～平成 20 年 12 月

31 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３四半期 

累計期間 

平成 21 年３月期 

第３四半期 

累計期間 

増減 増減率 

営 業 収 益 36,074,730 34,707,233 △1,367,496 △3.8％

 電気通信事業 28,962,087 27,540,376 △1,421,710 △4.9％

 附 帯 事 業 7,112,643 7,166,856 54,213 0.8％

営 業 費 用 27,670,507 26,381,145 △1,289,362 △4.7％

営 業 利 益 8,404,222 8,326,088 △78,134 △0.9％

経 常 利 益 8,496,216 8,436,408 △59,808 △0.7％

四半期純利益 5,201,052 5,330,677 129,624 2.5％

（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３四半期累計期間における営業収益については、前年同期比1,367,496千円減少（3.8％減）の

34,707,233千円となりました。このうち、電気通信事業営業収益については、累計契約数が前年同期比

3.9％増加したものの、料金割引サービスの拡充等によってARPU※１が前年同期比8.3％減少したことによ

り、前年同期比1,421,710千円減少（4.9％減）の27,540,376千円となりました。附帯事業営業収益につ

いては、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、代理店への携帯電

話の販売台数減少によって携帯電話販売収入が前年同期と比較して減少したものの、安心ケータイサポ

ート収入の増加等により、前年同期比54,213千円増加（0.8％増）の7,166,856千円となりました。 

営業費用については、減価償却費や通信設備使用料等が前年同期と比較して増加したものの、新規契

約数や機種変更数、及び携帯電話の販売台数が減少したことに伴い、販売手数料や売上原価が減少した

ことなどから、前年同期比1,289,362千円減少（4.7％減）の26,381,145千円となりました。 

以上の結果、営業利益については前年同期比 78,134 千円減少（0.9％減）の 8,326,088 千円、経常利

益については前年同期比 59,808 千円減少（0.7％減）の 8,436,408 千円、四半期純利益については前年

同期比 129,624 千円増加（2.5％増）の 5,330,677 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・出荷台数＞ 

 

平成20年３月期

第３四半期 

累計期間 

平成21年３月期

第３四半期 

累計期間 

増減 増減率 

純増契約数 8,300 9,500 1,200 14.6％

累計契約数 455,500 473,400 17,900 3.9％

 うち「CDMA 1X WIN」 266,700 332,100 65,400 24.5％

 うち「プリペイド」 4,400 2,900 △1,600 △35.1％

EZweb※２契約数 379,600 393,200 13,600 3.6％

携帯電話出荷台数 174,000 129,000 △45,000 △25.8％

（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．携帯電話出荷台数は千未満を、その他は百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３四半期 

累計期間 

平成21年３月期

第３四半期 

累計期間 

増減 増減率 

解約率※３ 0.81％ 0.53％ △0.28ﾎﾟｲﾝﾄ 

 ポストペイド※４解約率 0.75％ 0.50％ △0.25ﾎﾟｲﾝﾄ 

機種変更率※５ 3.60％ 2.43％ △1.17ﾎﾟｲﾝﾄ 

総合ARPU 6,994円 6,414円 △580円 △8.3％

うち音声ARPU 5,090円 4,419円 △671円 △13.2％ 

うちデータARPU 1,904円 1,995円 91円 4.8％

※３ 解約率：対象期間の解約数を、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３四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、前年同期末と比較して累計契約数が17,900契約増加（3.9％増）の473,400契約、EZweb契約数が13,600

契約増加（3.6％増）の393,200契約となりました。 

携帯電話出荷台数については、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で、

代理店への携帯電話の販売台数が減少したため、前年同期比45,000台減少（25.8％減）の129,000台とな

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効果などによりお客様の定着化が図られた結

果、前年同期比0.28ポイント減少の0.53％と改善しております。 

機種変更率については、平成19年11月に導入した『au買い方セレクト』などの影響により、お客様の

機種変更サイクルが長くなる傾向がみられ、前年同期比1.17ポイント減少の2.43％となりました。 

ARPUについては、前年同期比580円減少（8.3％減）の6,414円となりました。このうち、音声ARPUにつ

いては、家族間通話の無料化の影響を主因として前年同期比671円減少（13.2％減）の4,419円となりま

した。データARPUについては、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91円増加（4.8％増）の1,995円となりました。 
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≪主なトピックス≫（平成 20 年 10 月１日～平成 20 年 12 月 31 日） 

【au携帯電話】 

・3.1インチワイドVGA有機ELディスプレイと新高画質エンジンで映像美を追求した『Wooo※６ケータイ

W63H』を発売。 

・auケータイ初の8.1メガカメラに3.1インチワイドVGA有機ELディスプレイを搭載した『EXILIM※７ケ

ータイ W63CA』を発売。 

・スーパーコンパクトボディに、約2,300曲のEZ「着うたフルⓇ※８」を保存できる４GBの大容量メモリ

を内蔵した『WalkmanⓇ※９ Phone, Xmini※10』を発売。 
 

  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 「EXILIM」はカシオ計算機株式会社の登録商標です。 

※８ 「着うたフルⓇ」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標または商標です。

※９ 「Walkman」はソニー株式会社の登録商標です。 

※10 「Xmini」はソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社の商標です。 

 

【料金サービス】 

・auのご利用年数が11年目以降のお客様について、『家族割』と『年割』をご契約の場合でも、家族へ

の国内通話料を24時間無料といたしました。 

・「CDMA 1X WIN」の各パケット通信料割引サービスに、トラフィック制御機能を搭載した機種でのモ

バイルデータ通信に対し、上限額（税込13,650円）を新たに設定いたしました。 

 

【新サービス】 

・PCをお持ちでないお客様でも、簡単に音楽や映像をお楽しみいただけるケータイ専用アミューズメ

ント・ボックス『au BOX』のレンタルを開始いたしました。 

・スポーツサポートサービス『au Smart Sports』において、摂取する食事の内容や日々変化する体の

データを記録し、ライフスタイルやトレーニング方法を提案する『Karada Manager』の提供を開始

いたしました。 

・圧縮コーデックにAAC※11方式を採用し、オリジナルのオーディオ情報を損なうことなく、高音質で

音楽を楽しむことができる『着うたフルプラスTM※12』の提供を開始いたしました。 

※11 「AAC」は音声圧縮方式のひとつでAdvanced Audio Codingの略です。 

※12 「着うたフルプラスTM」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標または商標

です。 

 

 

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３四半期末 
増減 増減率 

総  資  産 41,809,318 44,215,031 2,405,712 5.8％

負    債 8,101,545 7,090,297 △1,011,248 △12.5％

 有 利 子 負 債 － － － －

純  資  産 33,707,773 37,124,734 3,416,961 10.1％

自 己 資 本 比 率 80.6％ 84.0％ 3.4ﾎﾟｲﾝﾄ 
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当第３四半期会計期間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携帯電話の割

賦販売による売掛金の増加等により、前期末比 2,405,712 千円増加（5.8％増）の 44,215,031 千円とな

りました。 

負債については、未払金の減少や買掛金の減少等により、前期末比 1,011,248 千円減少（12.5％減）

の 7,090,297 千円となりました。 

純資産については、配当金の支払いがあったものの四半期純利益の計上によって利益剰余金が増加し

たこと等により、前期末比 3,416,961 千円増加（10.1％増）の 37,124,734 千円となりました。 

以上の結果、自己資本比率については、前期末比 3.4 ポイント増加の 84.0％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３四半期 

累計期間 

平成 21 年３月期 

第３四半期 

累計期間 

増減 

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,289,463 5,904,244 △385,219

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,317,493 △5,396,282 921,210

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,909,158 △1,909,642 △484

現金及び現金同等物の増減額 △1,937,188 △1,401,681 

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 2,132,253 1,194,463 △937,789

フリー・キャッシュ・フロー △28,029 507,961 535,990

（注）１．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。 

２．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３四半期累計期間における現金及び現金同等物については、携帯電話通信料の収入や親会社であ

るKDDI株式会社への短期貸付金の回収による収入等があったものの、有形固定資産の取得による支出や

法人税等の支払い並びに配当金の支払い等により、前期末比 1,401,681 千円減少（54.0％減）の 1,194,463

千円となりました。なお、当第３四半期累計期間におけるフリー・キャッシュ・フローについては、前

年同期比 535,990 千円増加の 507,961 千円となりました。 

当第３四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ポイントサービス引当金

の増加等があったものの、携帯電話の割賦販売による売上債権の増加や税引前四半期純利益の減少等に

より、前年同期比 385,219 千円減少(6.1％減)の 5,904,244 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

の増加等により、前年同期比921,210千円支出が減少(14.6％減)し5,396,282千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、前年同期比 484 千円支出が増加(0.0％増)し 1,909,642

千円の支出となりました。これは配当金の支払額が同水準であったため前年同期並みとなっております。 
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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 

  当期の業績見通しについては、「平成 21 年３月期 第２四半期決算短信（非連結）」（平成 20 年 10 月

21 日付）において公表した通期業績予想を下記の通り修正いたします。 

 

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

 前回発表予想 

（平成20年10月21日公表） 

（Ａ） 

今回修正予想

（Ｂ） 

増減額 

（Ｂ－Ａ） 
増減率 

（ご参考） 

前年通期実績

営 業 収 益 48,100 46,000 △2,100 △4.4％ 48,054

営 業 費 用 37,800 35,700 △2,100 △5.6％ 37,882

営 業 利 益 10,300 10,300 － －％ 10,172

経 常 利 益 10,500 10,500 － －％ 10,301

当 期 純 利 益 6,500 6,500 － －％ 6,466

 

＜契約数・出荷台数＞ 

 前回発表予想 

（平成20年10月21日公表）

（Ａ） 

今回修正予想 

（Ｂ） 

増減額 

（Ｂ－Ａ） 

（ご参考） 

前年通期実績 

純増契約数 14,000 15,000 1,000 16,700

累計契約数 477,900 478,900 1,000 463,900

携帯電話出荷台数 226,000 170,000 △56,000 230,000

（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．携帯電話出荷台数は千未満を、その他は百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＞ 

 前回発表予想 

（平成20年10月21日公表）

（Ａ） 

今回修正予想 

（Ｂ） 

増減額 

（Ｂ－Ａ） 

（ご参考） 

前年通期実績 

解約率 0.69％ 0.52％ △0.17ﾎﾟｲﾝﾄ 0.79％

 ポストペイド解約率 0.66％ 0.49％ △0.17ﾎﾟｲﾝﾄ 0.73％

機種変更率 3.20％ 2.47％ △0.73ﾎﾟｲﾝﾄ 3.55％

総合ARPU 6,260円 6,300円 40円 6,892円

うち音声ARPU 4,210円 4,300円 90円 4,970円 

うちﾃﾞｰﾀARPU 2,050円 2,000円 △50円 1,922円

 

営業収益については、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で、代理店

への携帯電話の販売台数が減少すると見込まれるため、前回公表と比較して2,100百万円減少の46,000百

万円に修正いたします。 

また、営業費用についても、新規契約数や機種変更数、及び携帯電話の販売台数の減少に伴い、販売

手数料や売上原価が減少すると見込まれることから、前回公表と比較して2,100百万円減少の35,700百万

円に修正いたします。 

なお、営業利益は10,300百万円、経常利益は10,500百万円、当期純利益は6,500百万円とそれぞれ前回

公表と同額を見込んでおります。 
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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３四半期累計期間 
自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31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３四半期累計期間 
自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31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３四

半期累計期間の減価償却費は

389,550千円増加し、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

234,794千円減少しております。 
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当第３四半期累計期間 
自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31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３四半期累計期間 
自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31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３四半期累計期間の減価償却費は

374,512千円減少し、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225,558千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３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 26,670,870 25,759,692

減価償却累計額 △19,511,303 △17,970,829

機械設備（純額） 7,159,566 7,788,862

空中線設備 7,901,482 7,375,939

減価償却累計額 △3,110,733 △2,850,011

空中線設備（純額） 4,790,749 4,525,927

市外線路設備 32,435 32,435

減価償却累計額 △30,403 △30,068

市外線路設備（純額） 2,031 2,367

土木設備 68,599 68,599

減価償却累計額 △36,217 △34,814

土木設備（純額） 32,381 33,785

建物 3,108,925 2,935,911

減価償却累計額 △1,084,491 △992,111

建物（純額） 2,024,433 1,943,800

構築物 794,390 781,636

減価償却累計額 △530,626 △495,482

構築物（純額） 263,764 286,154

機械及び装置 811 811

減価償却累計額 △784 △778

機械及び装置（純額） 26 32

工具、器具及び備品 489,873 407,187

減価償却累計額 △201,925 △164,975

工具、器具及び備品（純額） 287,948 242,212

土地 522,041 516,962

建設仮勘定 4,356,008 917,370

有形固定資産合計 19,438,950 16,257,476

無形固定資産   

施設利用権 129,631 53,709

ソフトウェア 24,054 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 162,940 95,482

電気通信事業固定資産合計 19,601,890 16,352,958

附帯事業固定資産   

有形固定資産   

有形固定資産 5,919 －

減価償却累計額 △189 －

有形固定資産（純額） 5,729 －

有形固定資産合計 5,729 －

附帯事業固定資産合計 5,729 －
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 124,568 124,196

社内長期貸付金 6,575 5,009

長期前払費用 282,897 264,937

繰延税金資産 738,128 566,020

敷金及び保証金 111,742 116,189

その他の投資及びその他の資産 72,685 83,201

貸倒引当金 △73,312 △71,164

投資その他の資産合計 1,263,284 1,088,390

固定資産合計 20,870,904 17,441,348

流動資産   

現金及び預金 1,194,463 2,596,145

売掛金 5,440,244 4,160,736

未収入金 1,309,414 1,109,930

貯蔵品 833,512 1,144,398

前払費用 137,771 77,102

繰延税金資産 498,173 446,200

関係会社短期貸付金 14,116,496 14,998,915

その他の流動資産 648 －

貸倒引当金 △186,599 △165,459

流動資産合計 23,344,127 24,367,970

資産合計 44,215,031 41,809,318

負債の部   

固定負債   

退職給付引当金 42,549 －

ポイント引当金 1,403,092 1,170,308

その他の固定負債 90,515 95,253

固定負債合計 1,536,158 1,265,561

流動負債   

買掛金 493,977 982,704

未払金 2,563,382 3,240,309

未払費用 62,530 89,539

未払法人税等 1,425,600 1,784,200

前受金 861,010 617,063

預り金 82,989 7,929

賞与引当金 54,674 100,936

役員賞与引当金 9,975 13,300

流動負債合計 5,554,139 6,835,984

負債合計 7,090,297 8,101,545
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 6,318,316 7,501,579

利益剰余金合計 34,082,742 30,666,005

株主資本合計 37,112,314 33,695,577

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12,419 12,195

評価・換算差額等合計 12,419 12,195

純資産合計 37,124,734 33,707,773

負債・純資産合計 44,215,031 41,809,318
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

電気通信事業営業損益  

営業収益 27,540,376

営業費用  

営業費 6,306,559

施設保全費 1,515,443

管理費 892,105

減価償却費 2,292,275

固定資産除却費 104,614

通信設備使用料 4,372,372

租税公課 272,032

営業費用合計 15,755,403

電気通信事業営業利益 11,784,972

附帯事業営業損益  

営業収益 7,166,856

営業費用 10,625,741

附帯事業営業損失（△） △3,458,884

営業利益 8,326,088

営業外収益  

受取利息 ※  91,609

受取配当金 1,864

受取手数料 1,154

受取賃貸料 5,842

受取保険金 600

雑収入 9,250

営業外収益合計 110,320

経常利益 8,436,408

税引前四半期純利益 8,436,408

法人税、住民税及び事業税 3,329,959

法人税等調整額 △224,227

法人税等合計 3,105,731

四半期純利益 5,330,677
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

電気通信事業営業損益  

営業収益 9,147,607

営業費用  

営業費 2,096,177

施設保全費 588,062

管理費 292,406

減価償却費 801,320

固定資産除却費 33,790

通信設備使用料 1,477,192

租税公課 89,181

営業費用合計 5,378,131

電気通信事業営業利益 3,769,475

附帯事業営業損益  

営業収益 2,323,404

営業費用 3,025,742

附帯事業営業損失（△） △702,338

営業利益 3,067,137

営業外収益  

受取利息 ※  32,827

受取配当金 768

受取手数料 235

受取賃貸料 1,960

受取保険金 600

雑収入 2,329

営業外収益合計 38,720

経常利益 3,105,857

税引前四半期純利益 3,105,857

法人税、住民税及び事業税 1,147,512

法人税等調整額 △3,121

法人税等合計 1,144,390

四半期純利益 1,961,467
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 8,436,408

減価償却費 2,292,465

貸倒引当金の増減額（△は減少） 23,288

退職給付引当金の増減額（△は減少） 42,549

ポイント引当金の増減額（△は減少） 232,784

賞与引当金の増減額（△は減少） △46,262

固定資産除却損 63,559

受取利息及び受取配当金 △93,473

売上債権の増減額（△は増加） △1,279,508

たな卸資産の増減額（△は増加） 310,886

仕入債務の増減額（△は減少） △488,727

その他 △7,336

小計 9,486,634

利息及び配当金の受取額 93,473

法人税等の支払額 △3,675,863

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,904,244

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 △6,190,120

無形固定資産の取得による支出 △2,293

関係会社短期貸付金による支出 △15,171,506

関係会社短期貸付金の回収による収入 16,053,925

その他の支出 △93,816

その他の収入 7,528

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,396,282

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △1,909,642

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,909,642

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） △1,401,681

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 ※  1,194,463
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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）四半期損益計算書

(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 28,962,087 80.3

  (2）営業費用 20,909,817 58.0

　　１．営業費 11,953,823

　　２．施設保全費 1,440,850

　　３．管理費 873,183

　　４．減価償却費 2,129,797

　　５．固定資産除却費 63,512

　　６．通信設備使用料 4,167,987

　　７．租税公課 280,661

　 電気通信事業営業利益 8,052,269 22.3

Ⅱ 附帯事業営業損益

  (1）営業収益 7,112,643 19.7

  (2）営業費用 6,760,690 18.7

　 附帯事業営業利益 351,952 1.0

　 営業利益 8,404,222 23.3

Ⅲ 営業外収益

　　１．受取利息 60,419

　　２．受取配当金 1,800

　　３．受取手数料 857

　　４．賃貸収入 5,782

　　５．雑収入 23,135

　 営業外収益合計 91,994 0.3

　 経常利益 8,496,216 23.6

　 税引前四半期純利益 8,496,216 23.6

　 法人税、住民税及び事業税 3,196,830 8.9

　 法人税等調整額 98,333 0.3

　 四半期純利益 5,201,052 14.4

(注）１．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

　　 ２．百分比は、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

前第３四半期累計期間
自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日
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　(2）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前第３四半期累計期間
自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日

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 8,496,216 

　 　減価償却費 2,129,797 

　　 貸倒引当金の増加額 15,981 

　　 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 34,900 

　　 賞与引当金の減少額   △39,739 

　　 固定資産除却費 36,832 

　　 受取利息及び受取配当金   △62,219 

　　 売上債権の減少額 229,759 

　　 たな卸資産の減少額 360,294 

　　 仕入債務の減少額   △506,177 

　　 その他増減額 50,910 

　　 　小計 10,737,935 

　　 利息及び配当金の受取額 62,219 

　　 法人税等の支払額   △4,510,691 

　 営業活動によるキャッシュ・フロー 6,289,463 

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   △2,207,390 

　　 無形固定資産の取得による支出   △8,674 

　　 関係会社短期貸付金による支出   △11,060,314 

　　 関係会社短期貸付金の回収による収入 7,038,557 

　　 その他投資の返還による収入 4,671 

　　 その他投資の取得による支出   △84,342 

　 投資活動によるキャッシュ・フロー   △6,317,493 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　　 配当金の支払額   △1,909,158 

　 財務活動によるキャッシュ・フロー   △1,909,158 

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   △1,937,188 

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 2,132,253 

(注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

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３四半期会計期間末（平成20年12月31日） 

該当事項はありません。 

 

前事業年度末（平成20年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

 

（四半期損益計算書関係） 
 

当第３四半期累計期間 
自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日 

※ 関係会社に係る営業外収益 

受取利息 91,506千円

 
 

当第３四半期会計期間 
自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日 

※ 関係会社に係る営業外収益 

受取利息 32,821千円

 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 
 

当第３四半期累計期間 
自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31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12月31日現在）

（千円）
 

現金及び預金勘定 1,194,463

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 1,194,463
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（株主資本等関係） 

当第３四半期会計期間末（平成20年12月31日）及び当第３四半期累計期間（自 平成20年４月１日  

至 平成20年12月31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

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

 

(2）基準日が当第３四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３四半期会計

期間末後となるもの 

     該当事項はありません。 

 

 

（有価証券関係） 

当第３四半期会計期間末（平成20年12月31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３四半期会計期間末（平成20年12月31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３四半期累計期間（自 平成20年４月１日  至 平成20年12月31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３四半期会計期間（自 平成20年10月１日  至 平成20年12月31日） 

  該当事項はありません。 

 

 

（企業結合等関係） 

当第３四半期会計期間（自 平成20年10月１日  至 平成20年12月31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３四半期会計期間末 
（平成20年12月31日） 

前事業年度末 
（平成20年３月31日） 

１株当たり純資産額 135,779.15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３四半期累計期間 
自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日 

 
当第３四半期会計期間 
自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日 

１株当たり四半期純利益金額 19,496.30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 7,173.82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３四半期累計期間 
自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日 

 
当第３四半期会計期間 
自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日 

四半期純利益 5,330,677千円 1,961,467千円 

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 5,330,677千円 1,961,467千円 

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３四半期累計期間（自 平成20年４月１日  至 平成20年12月31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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