
平成21年3月期 第3四半期決算短信（非連結） 

平成21年2月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社ティーガイア 上場取引所 東 

コード番号 3738 URL http://www.t-gaia.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 宮崎 重則

問合せ先責任者 （役職名） 経営企画部長 （氏名） 大和田 成伸 TEL 03-6409-1010

四半期報告書提出予定日 平成21年2月13日

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） 

 平成20年3月期第3四半期にテレコム三洋株式会社の全発行済株式を取得し連結子会社化したため、前年度第3四半期は、連結財務諸表を作成しております。 
 従いまして、前年同四半期については数値および増減率を記載しておりません。  

(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3四半期 275,294 ― 7,083 ― 6,696 ― 3,348 ―

20年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 8,810.69 8,803.74
20年3月期第3四半期 ― ―

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 138,432 22,973 16.6 44,838.40
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3四半期  22,973百万円 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 
     当社は、平成20年10月1日付で株式会社テレパークと株式会社エム・エス・コミュニケーションズが合併し、商号を株式会社ティーガイアに変更いたしました。 
     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のものに 
    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3四半期累計期間の期中平均株式数を用いて、1株当たり当期純利益を算出しております。  

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 ― 12,358.93

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3四半期  512,363株 20年3月期  329,554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  380,026株 20年3月期第3四半期  329,439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３四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を契機とした金融市場の混乱が実体経

済にも急速に影響を与え始め、景気の停滞から後退局面への移行が一段と鮮明になりました。また、企業業績の悪化

による設備投資の減少、失業者の増加、株価の下落等により、個人消費が低迷するなど経営環境は依然として予断を

許さない状況となっております。

　当社の主な事業分野である携帯電話市場におきましては、割賦販売制度の浸透による買い換えサイクルの長期化に

加え、深刻化する金融危機を背景に、個人の消費に対する姿勢が一層慎重なものとなっております。このような状況

の下、当第３四半期累計期間の携帯電話の純増数は310万台（前年同期比18.5％減）となりました。（社団法人電気通

信事業者協会発表データ）

 また、固定電話・ブロードバンド市場におきましては、マイラインサービスの契約加入数は、市場の成熟化に伴い、

引き続き減少傾向でありました。一方、FTTH等光回線サービスの加入契約数は、ADSLサービス等からの切り替えが一

巡しつつあるものの、引き続き増加しております。

　このような事業環境の中、「株式会社テレパーク」と「株式会社エム・エス・コミュニケーションズ」は、更なる

業容の拡大をはかり、企業価値を向上させるため、平成20年10月１日付で経営統合し、商号を『株式会社ティーガイ

ア』に変更いたしました。

　事業面については、モバイル事業において法人営業の強化、ショップ販路の最適化をはかり、ネットワーク事業に

おいて販売体制の整備・拡充、直販での提案営業の積極展開を行い、また、決済サービスその他事業において取扱店

舗を拡大する等、各セグメントにおける営業力の一層の強化と経営効率の改善による収益基盤の強化に取り組んでま

いりました。

　以上の結果、当第３四半期累計期間における業績は、経営統合等もあり、売上高2,752億94百万円、営業利益70億83

百万円、経常利益66億96百万円、四半期純利益33億48百万円となりました。

 事業の種類別セグメントの状況は、次のとおりであります。

〔モバイル事業〕

　新販売方式の導入に伴う販売価格の上昇、買い換えサイクルの長期化と景気後退による消費マインドの低下等によ

り、市場は非常に厳しい状況でありましたが、ショップ販路の最適化や新販売方式による保守サービス需要の増加等

に加え、経営統合もあり、端末販売台数は携帯電話273万３千台、PHS22千台となり、売上高は2,390億79百万円、営業

利益は51億10百万円となりました。

〔ネットワーク事業〕

　ネットワークビジネスにおいては、FTTHの成長率が鈍化傾向となる中、有力代理店を中心とする販売体制の整備・

拡充、直販での提案営業の強化等、加入促進策を実施いたしました。また、経営統合もあり、売上高は102億30百万円、

営業利益は15億50百万円となりました。

〔決済サービス事業他〕

　PIN（Personal Identification Number）販売システムを利用した事業においてコンビニの取扱店舗拡大が寄与し、

経営統合もあり、売上高は259億84百万円、営業利益は４億22百万円となりました。
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２．財政状態に関する定性的情報

  当第３四半期末における資産合計は1,384億32百万円となり、前事業年度末に比べ474億32百万円増加しました。

  負債合計は430億78百万円の増加、純資産合計は43億53百万円の増加となり、この結果、自己資本比率は16.6％と

3.9ポイント低下しております。

　営業活動によるキャッシュ・フローでは96億９百万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62億49百万円計上したこと、売上債権の減少150億49百万円、たな卸資産の減少12

億42百万円、仕入債務の減少105億１百万円および、法人税等の支払い43億28百万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16億50百万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４億48百万円および、敷金の支払いによる支出10億44百万円によるもの

であります。　

　財務活動によるキャッシュ・フローでは51億34百万円の支出となりました。　

　これは主に配当金の支払い14億94百万円および、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３四半期における現金及び現金同等物は、前事業年度末より37億75百万円増加し、48億65百万円

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   

流動資産   

現金及び預金 4,865 1,089

受取手形及び売掛金 56,289 46,365

たな卸資産 36,156 18,852

未収入金 17,040 13,325

その他 2,120 2,843

貸倒引当金 △51 △37

流動資産合計 116,421 82,438

固定資産   

有形固定資産 2,724 596

無形固定資産   

のれん 10,778 138

その他 851 8

無形固定資産合計 11,629 146

投資その他の資産   

関係会社株式 170 5,063

敷金 5,018 1,565

その他 2,534 1,262

貸倒引当金 △65 △73

投資その他の資産合計 7,657 7,818

固定資産合計 22,011 8,561

資産合計 138,432 91,000

負債の部   

流動負債   

買掛金 50,847 42,591

短期借入金 26,700 7,400

1年内返済予定の長期借入金 1,000 －

未払金 21,734 13,633

未払法人税等 1,459 1,576

預り金 536 564

引当金 1,078 530

その他 426 390

流動負債合計 103,782 66,687

固定負債   

長期借入金 10,250 5,000

退職給付引当金 538 561

その他 888 132

固定負債合計 11,676 5,693

負債合計 115,459 72,380
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（単位：百万円）

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 3,098 1,552

資本剰余金 5,584 1,671

利益剰余金 14,213 15,268

株主資本合計 22,895 18,492

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 77 127

評価・換算差額等合計 77 127

純資産合計 22,973 18,619

負債純資産合計 138,432 91,000
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：百万円）

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) 

売上高 275,294

売上原価 244,696

売上総利益 30,597

販売費及び一般管理費 23,513

営業利益 7,083

営業外収益  

受取利息 6

受取配当金 1

受取家賃 16

受取保険料 19

その他 17

営業外収益合計 61

営業外費用  

支払利息 164

合併関連費用 264

その他 19

営業外費用合計 449

経常利益 6,696

特別利益  

貸倒引当金戻入額 57

固定資産売却益 3

特別利益合計 61

特別損失  

事務所移転費用引当金繰入額 246

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 18

ゴルフ会員権評価損 2

その他 2

特別損失合計 508

税引前四半期純利益 6,249

法人税、住民税及び事業税 2,667

法人税等調整額 233

法人税等合計 2,901

四半期純利益 3,348
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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 6,249

減価償却費 604

のれん償却額 698

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） 218

貸倒引当金の増減額（△は減少） △57

賞与引当金の増減額（△は減少） △502

短期解約損失引当金の増減額（△は減少） △91

退職給付引当金の増減額（△は減少） △22

受取利息及び受取配当金 △8

支払利息 171

固定資産売却損益（△は益） △3

固定資産除却損 18

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） 15,049

未収入金の増減額（△は増加） 3,869

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,242

仕入債務の増減額（△は減少） △10,501

未払金の増減額（△は減少） △2,456

その他 △651

小計 14,069

利息及び配当金の受取額 9

利息の支払額 △140

法人税等の支払額 △4,328

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,609

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 △448

有形固定資産の売却による収入 32

ソフトウエアの取得による支出 △77

貸付けによる支出 △91

貸付金の回収による収入 18

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 △1,044

敷金の回収による収入 189

事業譲受による支出 △210

その他 △29

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,650
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（単位：百万円）

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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 1,500

長期借入金の返済による支出 △250

自己株式の取得による支出 △4,890

配当金の支払額 △1,494

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,134

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,824

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 951

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,865
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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

 資本金　

資本剰余金　 利益剰余金　

自己株式

　

株主資本

合計　
資本準備

金　

その他資

本剰余金

　

資本剰余

金合計　

利益準備

金　

その他利

益剰余金

　

利益剰余

金計　

平成20年３月31日残高

（百万円）
1,552 1,671 － 1,671 8 15,260 15,268 － 18,492

当第３四半期会計期間末まで

の変動額（百万円）
         

新株の発行 0 0  0     0

剰余金の配当　      △1,521 △1,521  △1,521

四半期純利益　      3,348 3,348  3,348

自己株式の取得　        △4,864 △4,864

合併による増加 1,545 3,913  3,913 9 △2,892 △2,882 4,864 7,439

当第３四半期会計期間末まで

の変動額合計（百万円）
1,545 3,913 － 3,913 9 △1,065 △1,055 － 4,403

平成20年12月31日残高

（百万円）　
3,098 5,584 － 5,584 17 14,195 14,213 － 22,895
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～12月31日）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 268,770

Ⅱ　売上原価 247,910

売上総利益 20,860

Ⅲ　販売費及び一般管理費 15,976

営業利益 4,884

Ⅳ　営業外収益 36

Ⅴ　営業外費用 31

経常利益 4,888

Ⅵ　特別利益 7

Ⅶ　特別損失 30

税引前四半期純利益 4,865

税金費用 2,097

四半期純利益 2,767
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～12月31日）

前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 4,865

減価償却費及びコンピュータ費　 341

のれん償却額　 97

減損損失　 23

株式交付費　 0

貸倒引当金の増減額（減少：△）　 △17

賞与引当金の増減額（減少：△）　 △117

短期解約損失引当金　 △9

退職給付引当金の増減額（減少：△）　 48

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　 △7

支払利息 31

固定資産除売却損益（利益：△） 5

投資有価証券売却損 1

売上債権の増減額（増加：△）　 8,783

たな卸資産の増減額（増加：△）　 1,715

仕入債務の増減額（減少：△）　 △7,590

その他　 △984

小計 7,140

利息及び配当金の受取額　 6

利息の支払額　 △24

法人税等の支払額　 △3,102

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,019
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前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

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 △267

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　 △43

投資有価証券の取得による支出　 △122

投資有価証券の売却による収入　 0

関係会社株式取得による支出　 △4,884

貸付けによる支出　 △132

貸付金の回収による収入　 52

関係会社への貸付による純増額（増加：△）　 △1,780

敷金の支出による支出　 △138

敷金の返還による収入　 29

その他投資の支出　 △17

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,305

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：△） 1,800

長期借入による収入 5,000

株式発行費関連の支出　 △0

株式の発行による収入　 14

配当金の支払額　 △1,613

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,200

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） 1,914

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 177

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 2,092
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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)　

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)　

増減率　

(％)　

モバイル事業　
売上高 244,373 239,079 △2.2

営業利益　 3,008 5,110 69.9

ネットワーク事業　
売上高　 8,180 10,230 25.1

営業利益　 1,560 1,550 △0.6

決済サービス事業他　
売上高　 16,216 25,984 60.2

営業利益　 314 422 34.2

合計　
売上高　 268,770 275,294 2.4

営業利益　 4,884 7,083 45.0

（事業区分の変更）

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３四半期については、比較を容易にするために組替え表示しております。
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