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1.  21年3月期の業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

（注）（1）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、21年3月期の個別業績は、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 
     下期業績を合算したものとなっております。 
   （2）当社は、20年3月期第3四半期にテレコム三洋株式会社（株式会社テレコムパークに商号変更）の全発行済株式を取得し連結子会社化した 
     ため、20年3月期は連結財務諸表を作成いたしました。そのため21年3月期については前期比増減率、20年3月期については数値および 
     前期比増減率の記載をしておりません。 
   （3）自己資本当期利益率および総資産経常利益率について 
     平成21年3月期の自己資本当期利益率および総資産経常利益率の算定の基礎となる当事業年度期首の自己資本および総資産は、 
     株式会社テレパークの自己資本および総資産を使用しております。 

(2) 財政状態 

（注）当社は、20年3月期第3四半期にテレコム三洋株式会社（株式会社テレコムパークに商号変更）の全発行済株式を取得し連結子会社化した 
   ため、20年3月期は連結財務諸表を作成いたしました。そのため20年3月期については数値の記載をしておりません。 

(3) キャッシュ・フローの状況 

（注）当社は、20年3月期第3四半期にテレコム三洋株式会社（株式会社テレコムパークに商号変更）の全発行済株式を取得し連結子会社化した 
   ため、20年3月期は連結財務諸表を作成いたしました。そのため20年3月期については数値の記載をしておりません。 
 

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 431,331 ― 12,401 ― 11,965 ― 6,364 ―

20年3月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 15,422.68 15,411.67 28.6 10.0 2.9
20年3月期 ― ― ― ― ―

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 148,420 25,946 17.5 50,640.54
20年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   21年3月期  25,946百万円 20年3月期  ―百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 13,678 △2,419 △10,608 2,690
20年3月期 ― ― ― ―

2.  配当の状況 

（注）21年3月期期末配当の内訳は、普通配当2,500円、合併記念配当500円であります。 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
純資産配当

率（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 2,500.00 ― 2,500.00 5,000.00 1,647 ― ―

21年3月期 ― 2,500.00 ― 3,000.00 5,500.00 2,234 35.7 10.3

22年3月期 
（予想）

― 2,500.00 ― 2,500.00 5,000.00 37.4

3.  22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）（1）22年3月期第2四半期累計期間の前期比増減率について 
     21年3月期の第2四半期累計期間業績は株式会社テレパークの業績であるため、前期比増減率の記載を省略しております。 
   （2）22年3月期の業績予想の１株当り当期純利益について 
     21年3月期末時点の株式数を用いて、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

第2四半期 
累計期間

274,500 ― 6,100 ― 5,900 ― 3,150 ― 6,147.94

通期 562,000 30.3 13,100 5.6 12,750 6.6 6,850 7.6 13,369.32



4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 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 512,367株 20年3月期 329,554株

② 期末自己株式数 21年3月期  ―株 20年3月期  ―株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は5ページ 
「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご参照ください。 
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（参考）連結業績の概要 

１．平成 21 年 3月期の連結業績（平成 20 年 4月 1日～平成 21 年 3月 31 日） 

（注）平成 20 年 4 月 1 日に連結子会社であった株式会社テレコムパークを吸収合併したため、平成 21 年 3 月期は連結

財務諸表を作成しておりません。 

なお、当社は平成 20 年 3月期第 3四半期にテレコム三洋株式会社（株式会社テレコムパークに商号変更）の全発

行済株式を取得し連結子会社化したため、平成 20 年 3 月期は連結財務諸表を作成いたしました。そのため前期比

増減率については記載をしておりません。 

 

(1)連結経営成績                                 （％表示は対前期増減率） 

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20 年 3月期 375,524 － 7,324 － 7,327 － 4,028 －

 

  
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益

自己資本 

当期純利益率

総資産 

経常利益率 

売上高 

営業利益率 

  円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20 年 3月期 12,228．68 12,215．72 23.3 9.1 2.0

（参考）持分法投資損益   21 年 3 月期      －百万円    20 年 3 月期        －百万円 

 

(2)連結財政状態 

  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

20 年 3 月期 89,917 18,457 20.5 56,006．70

（参考）自己資本      21 年 3 月期       －百万円    20 年 3 月期       18,457 百万円 

 

(3)連結キャッシュ・フローの状況 

  
営業活動による 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物

期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円

20 年 3月期 2,388 △5,259 4,126 1,431

 

２．配当の状況 

 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 

配当金総

額（年間） 
配当性向 

純資産 

配当率 

   円 銭 円 銭   円 銭   円 銭   円 銭 百万円 ％    ％ 

20 年 3 月期  ― 2,500.00 ― 2,500.00 5,000.00 1,647 40.9 9.5 
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（参考）個別業績の概要 

１．平成 21 年 3月期の個別業績（平成 20 年 4 月１日～平成 21 年 3 月 31 日） 

 

(1)個別経営成績                                 （％表示は対前期増減率） 

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21 年 3月期 431,331 16.2 12,401 68.0 11,965 62.0 6,364 51.8

20 年 3 月期 371,176 4.4 7,383 0.9 7,387 0.8 4,191 1.8

 

  
1 株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

1 株当たり当期純利益

  円 銭 円 銭

21 年 3 月期 15,422．68 15,411．67

20 年 3 月期 12,721．50 12,708．01

 

(2)個別財政状態 

  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 148,420 25,946 17.5 50,640．54

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  25,946 百万円   20 年 3 月期   18,619 百万円 

 

２．配当の状況 

 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 

配当金総

額（年間） 
配当性向 

純資産 

配当率 

   円 銭 円 銭   円 銭   円 銭   円 銭 百万円 ％    ％ 

20 年 3 月期  ― 2,500.00 ― 2,500.00 5,000.00 1,647 39.3 9.5 

21 年 3 月期  ― 2,500.00 ― 3,000.00 5,500.00 2,234 35.7 10.3 
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１．経営成績

(1）経営成績に関する分析

 

①当期の経営成績

当事業年度におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融危機が世界的に拡大し、日本

国内における実体経済にも影響を及ぼし始め、特に年度後半からは景気後退を示す傾向が顕著となりました。また、

株式市場の低迷および為替の変動などの影響もあり企業収益が大幅に悪化しており、民間設備投資の減少や雇用情勢

の不透明感から個人消費も冷え込むなど厳しい環境となりました。

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、イーモバイルをはじめとしたデータ通信カード端末によ

るモバイルブロードバンド市場が拡大しているものの、割賦販売方式等の浸透による販売価格の上昇、ワンセグ機能

や薄型端末の普及によるユーザーの利用端末に対する充足度の高まりなどに加え、景気後退に伴う個人消費の低迷が

影響したことから、端末の買い替えサイクルが長期化し、販売環境は一層厳しいものとなりました。

この結果、当事業年度における市場全体の携帯電話の純増数は476万台（前期比20.7％減）となり、累計契約数は

１億748万台と前期末（平成20年３月末日）比4.6％増にとどまりました。事業者別では、平成21年３月末日時点での

累計契約数は、㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ5,460万台、KDDIグループ3,084万台、ソフトバンクモバイル㈱2,063万

台、イーモバイル㈱141万台となっております。（社団法人電気通信事業者協会発表データ）

　　　 このような状況の中、当社は平成20年４月１日付で子会社であった「㈱テレコムパーク」を吸収合併し、更に業

     容拡大、企業価値向上のため、平成20年10月１日付で「㈱テレパーク」と「㈱エム・エス・コミュニケーション

     ズ」を経営統合し、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、割賦販売方式等の浸透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、販売台数は低調に推移し売上高は減少したものの、割賦販売方式等は価格の上昇と同時

     に価格の安定化をもたらし、これに経営効率の向上等も寄与し、営業利益は増加いたしました。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は増加したものの、マイラインサービスの獲得は、市場の成熟化に伴い

     低調に推移いたしました。一方、決済サービス事業では、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

     益の増加に貢献いたしました。

　     この結果、当事業年度の売上高は4,313億31百万円、営業利益は124億１百万円となりました。平成20年10月１日

     付の㈱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2億64百万円発生したため、経常利益

     は119億65百万円となりました。また、事務所移転費用１億94百万円に加えて、子会社であった㈱テレコムパーク

     および㈱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、当期純利益は63億64

     百万円となりました。

　     なお、参考までに㈱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、経営統合による規模の拡

     大が大きく寄与し、売上高16.2％増、営業利益68.0％増、経常利益62.0％増、当期純利益51.8％増となります。

事業部門別の状況は次のとおりであります。

【モバイル事業】

代理店営業・法人営業の強化、ショップ販路の最適化等に注力しましたが、割賦販売方式等の浸透に伴う販売価格

の上昇と景気後退による消費マインドの低下等により、販売台数は低調に推移いたしました。しかしながら一方で割

賦販売方式等は、販売価格の安定化による採算向上、解約ペナルティの減少等をもたらし、また、経営統合もあった

ことで、端末販売台数は携帯電話422万台、PHS２万８千台となり、売上高は3,757億77百万円、営業利益は94億84百

万円となりました。

【ネットワーク事業】

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など、加入促進策を実施し、FTTH等光回

線サービスの販売は増加しましたが、マイラインサービスの獲得は市場の成熟化に伴い低調に推移いたしました。こ

の結果、経営統合による規模の拡大が寄与したものの、売上高は146億30百万円、営業利益は23億67百万円となりま

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、大手コンビニエンスストア販路

の取扱店舗が大幅に増加いたしました。また、経営統合もあり、売上高は409億23百万円、営業利益は５億49百万円

となりました。

 

　   ※ 当事業年度より、セグメント範囲の見直しを行っております。決済サービスの取扱高が増加し、重要性が高まっ

     たため、PIN販売システムを利用した商品販売およびプリペイド携帯関連商品を「決済サービス事業他」としてセグ

     メントを新設いたしました。この結果、前事業年度と比較してモバイル事業には、プリペイド携帯電話商品販売が

     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商品販売が含まれなくなりました。
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②次期の見通し

今後のわが国の経済情勢は、世界的な経済不況の影響を受け、景気低迷が続くことが予想され、先行きは非常に不

透明な状況にあると思われます。

当社の主な事業分野である携帯電話販売市場におきましても、割賦販売方式等の浸透による端末価格の上昇に加え

景気低迷の影響もあり、端末の買い替えサイクルの長期化および端末販売台数の減少傾向は、今後も継続することが

予想されます。

このような状況を踏まえ、当社は、モバイル事業において、更なる代理店営業の強化、販売網の拡充等を行い、

シェアの拡大を図っていきます。また、法人営業など２台目需要の開拓、サービス終了となる第２世代携帯電話から

の買い替え需要への対応、保守サービスの強化等に積極的に取り組んでまいります。ネットワーク事業においては、

マイラインサービスが市場の成熟化に伴い低調となる中、中期的な成長が見込まれるFTTH等光回線サービスおよび次

世代ネットワーク（NGN）市場の動向を見据えた販売体制の整備・拡充を図ってまいります。また、決済サービス事

業他においては、PIN販売システムを利用した電子決済ビジネスにてコンビニエンスストア販路の拡充により更なる

売上増を目指していきます。

以上の方針に加え、統合シナジーを発揮すべく、物流および在庫管理の一元化、管理コストの削減等の業務効率化

を推進し収益基盤の強化に努め、株主の利益拡大に注力してまいります。

　     また、人的リソースと多様な販売網、資金力、情報力等の有効活用を図り、新たな事業領域にも積極的にチャレ

     ンジしてまいります。

　     次期の業績見通しについては、売上高5,620億円、営業利益131億円、経常利益は127億50百万円、当期純利益は68

　　 億50百万円を予想しております。

 

　     なお、業績に重要な影響を与える要因につきましては、「１．経営成績（４）事業等のリスク」に記載のとおり

     であります。

 

③中期経営計画等の進捗状況

当社は、中期経営目標「Challenge5000」の中で、平成21年３月期に売上高5,000億円、携帯電話販売台数500万台

を目標として掲げておりました。目標年度である当期は、㈱エム・エス・コミュニケーションズとの統合による規模

の拡大効果があったものの、割賦販売方式等の浸透に伴う販売価格の上昇および買い替えサイクルの長期化に加えて、

景気後退に伴う個人消費の低迷により販売台数が大幅に減少し、売上高は4,313億円、販売台数は422万台となりまし

た。

　     また、割賦販売方式の導入に伴い、機種に係る販売奨励金に代わって、端末代金の立替金を通信事業者から受領

     する方式に変更となったことも売上高の減少に影響いたしました。

　     なお、参考までに㈱エム・エス・コミュニケーションズの上期分を合算すると売上高5,522億円、販売台数は550

     万台となります。

④目標とする経営指標の達成状況

  当社は、平成21年３月期に売上高5,480億円、営業利益101億円、当期純利益51億円を目標としておりました。これ

に対して実績は、売上高は4,313億円、営業利益124億円、当期純利益63億円となりました。

　また、平成24年３月期に売上高１兆円を目標としておりましたが、販売価格の上昇による買い替えサイクルの長期

化と景気後退による消費マインドの低下等の影響もあり、当社を取り巻く市場環境は急激に変化しております。また、

割賦販売方式の導入に伴い、機種に係る販売奨励金に代わって、端末代金の立替金を通信事業者から受領する方式に

変更となったこともあり、平成27年３月期に売上高１兆円を達成することを目指します。

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債および純資産の状況

当事業年度末における流動資産残高は、前事業年度末と比べて444億99百万円増加し、1,269億38百万円となりまし

た。主たる要因は、携帯電話販売に伴う売上高および受取手数料の増加に伴う売掛金の増加（230億68百万円）およ

び、携帯電話販売に伴う商品在庫の増加（156億27百万円）によるものであります。

当事業年度末における固定資産残高は、前事業年度末と比べて129億20百万円増加し、214億82百万円となりました。

主たる要因は、のれんの増加（102億14百万円）によるものであります。

当事業年度末における流動負債残高は、前事業年度末と比べて396億26百万円増加し、1,063億13百万円となりまし

た。主たる要因は、携帯電話販売に伴う商品仕入高および支払手数料の増加に伴う買掛金の増加（170億23百万円）

および、短期借入金の増加（71億円）によるものであります。
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当事業年度末における固定負債残高は、前事業年度末と比べて104億67百万円増加し、161億60百万円となりました。

主たる要因は自己株式取得および株式会社エム・エス・コミュニケーションズとの合併による長期借入金の増加（96

億72百万円）によるものであります。

当事業年度末における純資産残高は、前事業年度末と比べて73億26百万円増加し、259億46百万円となりました。

主たる要因は株式会社エム・エス・コミュニケーションズとの合併による資本金の増加（15億45百万円）および、資

本剰余金の増加（39億13百万円）によるものであります。

②キャッシュ・フローの状況

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前当期純利益が116億４百万円（前年

同期比58.1％増）と大きく増加したこと等により前事業年度末に比べ16億１百万円増加し、26億90百万円となりまし

た。

当事業年度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。
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[営業活動によるキャッシュ・フロー]

営業活動の結果得られた資金は、136億78百万円となりました。これは主に、法人税等の支払額42億26百万円およ

び、仕入債務の減少17億33百万円があるものの、税金等調整前当期純利益116億４百万円の計上および売上債権19億

５百万円の減少等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]

投資活動の結果使用した資金は、24億19百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出13億89

百万円および、敷金の支払いによる支出10億99百万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]

財務活動の結果使用した資金は、106億８百万円となりました。これは主に短期借入金の返済107億円によるもの

であります。

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

 平成19年３月期
平成20年３月期

（連結）
平成21年３月期

自己資本比率（％） 22.5 20.5 17.5

時価ベースの自己資本比率（％） 78.5 35.5 36.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 202.9 519.3 237.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 133.7 38.0 53.2

（注）１．各指標の算出は以下の算式を使用しております。

自己資本比率 ： 自己資本 / 総資産

時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額 / 総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 : 有利子負債 / 営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ : 営業キャッシュ・フロー / 支払利息

２．平成20年３月期は連結財務諸表、それ以外は個別財務諸表に記載された数値を使用しております。

株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。

営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

おります。

有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。また、支払利息については、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

 

(3）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当

当社の配当政策は、業績の進展状況に応じて、将来の事業展開と経営基盤の強化のために必要な内部留保を確保しな

がら、配当性向30％以上を目処として安定配当を実施していく方針です。

この方針のもと、当期の期末配当金につきましては、合併を記念して、株主の皆様の日頃のご支援に感謝の意を表す

るために記念配当を500円加え、１株当り3,000円とさせていただく予定です。なお、年間配当金は昨年12月にお支払い

した中間配当金2,500円と合わせ、１株当たり5,500円になります。

次期の配当金につきましては、１株につき年間5,000円を予定しています。内訳としては、中間配当金、期末配当金、

おのおの１株につき2,500円を予定しております。

また、会社法施行後の配当の基準日および回数の変更は、現時点では予定しておりません。よって、従来どおり中間

期末日および期末日を基準日とした年２回の配当を実施する予定です。

なお、内部留保資金の使途につきましては、既存事業の基盤拡充・強化、人材育成、戦略的投資、新たな事業の立ち

上げ等に投入する方針であります。

(4）事業等のリスク

 当社の経営成績、株価および財政状態等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。

 ①通信事業者からの受取手数料について

当社は、通信事業者が提供する通信サービスへの利用契約の取次を行うことにより、当該サービスを提供する事

業者から契約取次の対価として手数料を収受しております。受取手数料の金額、支払対象期間、支払対象となるサー

ビス業務の内容、通話料金に対する割合等の取引条件は、各通信事業者によって、また時期によってもそれぞれ異

なっております。㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ、KDDIグループおよびソフトバンクモバイル㈱が携帯電話端末価格

と通信料を分離した新販売方式を導入したように、今後も通信事業者の事業方針等により大幅な取引条件の変更が

生じた場合には当社の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 
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②業界における競合について

携帯電話業界では、普及率の高まりと共に新規利用者の増加率が低下してきており、各事業者間における端末利

用者の獲得競争同様に、当社を含めた販売会社の競争は今後更に激化するものと考えております。以上のように携

帯電話市場は競争の激しい分野であるため、当社の業績は競合による利益率の低下等の要因により大きな影響を受

ける可能性があります。

固定電話についても、ブロードバンド化等の技術の進歩にともない各通信事業者の顧客獲得競争が再燃し、携帯

電話と同様に当社を含めた販売会社の顧客獲得競争も激しくなる場合が考えられます。その場合、当社の業績は競

合による利益率の低下等の要因により大きな影響を受ける可能性があります。

③企業買収等による今後の事業拡大について

平成20年10月１日付で㈱テレパークと㈱エム・エス・コミュニケーションズが統合し、商号を「株式会社ティー

ガイア」に変更いたしました。今後も事業拡大のため、中小代理店との協力関係の構築や新規にショップを出店す

る等以外に企業買収等を行う可能性があり、当該企業買収等が当社の財政状態および経営成績に影響を与える可能

性があります。また、今後の市場動向や経済環境の変化によっては、当該企業買収等が当初期待した結果を生み出

す保証はなく、出資先企業の業績等の状況によっては、投下資本の回収が困難となり、当社の業績および事業計画

等に影響を及ぼす可能性があります。 

④個人情報漏洩等について

個人情報保護法の施行後、電気通信分野における個人情報の取扱いについては、総務省が策定した「電気通信事

業における個人情報保護に関するガイドライン」に詳細が定められており、同ガイドラインに基づいて通信事業者

との各種契約の中で秘密保持の誓約書を通信事業者に提出しております。特に通信事業者の顧客情報端末にアクセ

スするスタッフについては、IDナンバーまたはカードが与えられ個人情報の秘密保持に取り組んでいます。また、

顧客情報端末に直接アクセスする従業員のみならず、当社の通信事業に従事する従業員については情報漏洩防止の

観点により、個人情報に関するガイドライン遵守のための指導を徹底する等自主的な取り組みを行っております。

しかしながら、不測の事態により顧客情報の漏洩が発生した場合、当社に対する信頼性の低下や損害賠償請求等に

より、当社の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

⑤主要株主との関係について

平成20年10月１日付での㈱テレパークと㈱エム・エス・コミュニケーションズの統合により、平成21年３月31日

現在、三井物産㈱、住友商事㈱、三菱商事㈱がそれぞれ当社発行済株式総数512,367株のうち22.78％ずつを所有し

ており、当社は上記３社の関連会社であります。

しかしながら、当社の事業分野である携帯電話等の販売・取次事業、固定電話等の取次事業および決済サービス

事業は主要株主から独立して事業運営にあたっており、主要株主との資本関係に変化が生じても影響は軽微と考え

られます。

⑥総務省の携帯電話市場活性化施策について

総務省の今後の携帯電話市場活性化プランの動向等によっては、通信事業者の施策並びに携帯電話市場全体に影

響が及び、当社の事業および業績にも影響を与える可能性があります。
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２．企業集団の状況

当社グループ（当社および当社の関係会社）は、平成21年３月31日現在、当社および非連結子会社１社により構成

されており、携帯電話等の販売を軸とするモバイル事業、マイライン、FTTH等光回線サービスなどの取次を行うネッ

トワーク事業およびPIN販売システムを利用した決済サービス事業他を柱としております。

当社の具体的な事業内容は次のとおりであります。

(1) モバイル事業 

主な事業内容は、携帯電話等の通信サービスの加入契約取次事業と携帯電話等の販売事業であります。通信サービ

スの加入契約取次事業とは、当社と通信事業者（㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ、KDDIグループ、ソフトバンクモバイ

ル㈱等）との間で締結している代理店契約に基づき、一般顧客に対し、各事業者が提供する通信サービスの利用契約

の取次を行う事業であり、契約成立後に契約取次の対価として各事業者から手数料を収受しております。一般顧客へ

の通信サービスの契約取次や携帯電話等の販売は、当社の全国に広がる販売チャネルにて行っており、家電量販店お

よび一般代理店など二次代理店経由の販売と、当社直営ショップでの店舗販売や法人向けの直販を行っております。

(2) ネットワーク事業 

主な事業内容は、法人・個人に対するマイライン等の固定電話回線の通信サービス利用に関する契約取次業務やブ

ロードバンド化にともなうFTTH等光回線サービスの取り扱いであります。当社はネットワーク事業において、東日本

電信電話㈱、西日本電信電話㈱、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱、フュージョン・コミュニケーション

ズ㈱、ソフトバンクテレコム㈱、KDDI㈱等と代理店契約を締結しております。各通信事業者からの受取手数料には、

利用契約取次の対価として支払われる業務代行手数料と回線の通話料に応じて一定期間継続的に支払われる継続手数

料とがあります。

 （3）決済サービス事業他

主な事業内容は、全国の主要コンビニエンスストアを通じてのPIN販売システムを利用した電子マネーや国際電話等

の電子決済関連商品およびプリペイド式の携帯電話・プリペイドカードの販売であります。
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事業の系統図は、次のとおりであります。　
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３．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

当社は、以下の企業理念を掲げております。

『我々は、社会の夢と豊かさの実現に貢献し、「明日」（Tomorrow）に向かって「誠実」（Integrity）に「挑戦」

（Challenge）し続けます』

当社を取り巻く経営環境が大きく変化する中、既存事業への注力に加え、統合効果の実現と業務効率化の推進によ

り収益基盤を強化します。また、新たな領域にもチャレンジするとともに、経営の透明性の確保、社会的責任（CSR）

を果たすことにより企業価値の向上に努めてまいります。 

(2）目標とする経営指標

当社は、平成22年３月期には売上高5,620億円、営業利益131億円、経常利益127億50百万円、当期純利益68億50百万

円を目標としています。

(3）中長期的な会社の経営戦略

携帯電話業界は、通信事業者間、販売代理店間等における競争が激化しており、また、割賦販売方式等の浸透によ

る買い替えサイクルの長期化等により、市場環境も変化してきており、販売会社の再編も急速に進んでおります。

　固定電話業界においては、マイライン市場は成熟化し、FTTH等光回線市場においては一時の勢いは無いものの、緩

やかに伸長しております。

 当社はこのような市場の変化を、事業基盤強化の好機と捉え、経営統合における事業規模の拡大によるスケールメ

リット等を活かしつつ、以下の活動を中心に注力することにより、経営基盤を強固にしようと考えております。

【モバイル事業】

  法人向け営業の更なる強化等、２台目需要喚起に向けた対応にも取り組み、また、販売網の拡充にも注力し、販売

量を拡大するとともにシェアアップを図っていきます。

【ネットワーク事業】

　FTTH等光回線サービス獲得の更なる拡大とともに、固定網と移動網の融合（FMC）サービス市場や次世代ネットワー

ク（NGN）市場の動向を見据えた展開を図っていきます。

【決済サービス事業他】

　PIN販売システムを利用した電子マネー等の電子決済ビジネスにて、コンビニエンスストア販路の拡充により更なる

売上増と収益確保を目指していきます。

  更に、既存事業に加え新たな事業を立ち上げてまいります。

　このような事業戦略に加え、合併における組織統合、システム統合、物流や在庫管理の一元化等の統合作業を円滑

に行い、統合効果の実現と業務効率化を推進することで、収益基盤を強化します。また、人的リソースと多様な販売

網、資金力・情報力等の有効活用を図り、新たな事業領域にも積極的にチャレンジしてまいります。

　以上により、当社を取り巻く市場環境の変化に柔軟に対応しながら、平成27年３月期に売上高１兆円の達成を目指

しております。　

(4）会社の対処すべき課題

経営環境が目まぐるしく変化していく中、資金力、組織力、情報力を兼ね備えた大手販売会社の役割がより一層重

要になると思われます。

 当社といたしましては、統合を円滑に行い、以下の取り組みに注力し、企業価値を最大化することにより株主利益の

拡大に努めてまいります。

①既存事業の基盤拡充・強化

　モバイル事業における販路拡大、法人営業強化等、ネットワーク事業における次世代ネットワーク（NGN）サービス

等を見据えた展開、決済サービス他事業における販路拡大、取扱商品の多様化等、これら既存事業において、収益基

盤の更なる拡充・強化を図ります。

②統合効果の実現と業務効率化の推進

　組織統合、システム統合、物流および管理の一元化等を通じた統合効果の実現と業務効率化を推進し、収益基盤を

強化します。

③新たな事業領域へのチャレンジ

　既存事業を土台に人的リソースと多様な販売網、資金力、情報等の有効活用による新たな事業領域へ積極的にチャ

レンジしてまいります。
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４．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,089 2,690

売掛金 ※2  46,365 ※2  69,433

商品 18,822 34,450

貯蔵品 29 71

前渡金 8 16

前払費用 288 520

繰延税金資産 796 1,507

関係会社短期貸付金 1,680 －

未収入金 13,325 ※2  18,117

その他 70 185

貸倒引当金 △37 △56

流動資産合計 82,438 126,938

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,143 4,754

減価償却累計額 ※1  △807 ※1  △2,988

建物（純額） 336 1,766

構築物 31 326

減価償却累計額 ※1  △26 ※1  △181

構築物（純額） 4 145

車両運搬具 － 11

減価償却累計額 － ※1  △10

車両運搬具（純額） － 1

工具、器具及び備品 1,203 3,626

減価償却累計額 ※1  △996 ※1  △2,560

工具、器具及び備品（純額） 206 1,066

土地 48 369

有形固定資産合計 596 3,348

無形固定資産   

のれん 138 10,353

電話加入権 8 16

借地権 － 28

ソフトウエア － 755

その他 － 0

無形固定資産合計 146 11,153

投資その他の資産   

投資有価証券 439 269

関係会社株式 5,063 170
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

長期貸付金 50 102

破産更生債権等 39 62

長期前払費用 60 100

繰延税金資産 486 1,257

敷金 1,565 4,447

建設協力金 － 376

その他 186 259

貸倒引当金 △73 △67

投資その他の資産合計 7,818 6,980

固定資産合計 8,561 21,482

資産合計 91,000 148,420

負債の部   

流動負債   

買掛金 ※2  42,591 59,615

短期借入金 7,400 14,500

1年内返済予定の長期借入金 － 3,328

未払金 ※2  13,633 ※2  22,485

未払費用 55 243

未払法人税等 1,576 4,227

預り金 564 208

前受収益 5 28

賞与引当金 397 1,571

短期解約損失引当金 133 104

その他 328 1

流動負債合計 66,687 106,313

固定負債   

長期借入金 5,000 14,672

長期未払金 56 113

長期預り金 75 37

退職給付引当金 561 651

その他 － 686

固定負債合計 5,693 16,160

負債合計 72,380 122,474
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,552 3,098

資本剰余金   

資本準備金 1,671 5,584

資本剰余金合計 1,671 5,584

利益剰余金   

利益準備金 8 17

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 15,260 17,211

利益剰余金合計 15,268 17,228

自己株式 － －

株主資本合計 18,492 25,912

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 127 34

評価・換算差額等合計 127 34

純資産合計 18,619 25,946

負債純資産合計 91,000 148,420
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高   

商品売上高 189,932 247,337

受取手数料 181,243 183,993

売上高合計 371,176 431,331

売上原価   

商品期首たな卸高 16,812 18,823

当期商品仕入高 213,974 264,324

合併による商品受入高 － 18,700

合計 230,787 301,847

商品期末たな卸高 18,823 34,450

商品売上原価 211,964 267,396

商品評価損 △4 －

商品売上原価小計 211,959 267,396

支払手数料 130,258 115,177

売上原価合計 342,218 382,574

売上総利益 28,958 48,757

販売費及び一般管理費   

役員報酬 157 195

従業員給料 1,831 4,096

臨時勤務者給料 4,784 9,269

役員退職慰労引当金繰入額 9 －

賞与引当金繰入額 397 1,571

派遣人件費 4,608 3,643

運賃 565 643

不動産賃借料 1,489 3,308

減価償却費 550 2,097

業務委託費 645 951

貸倒引当金繰入額 14 －

その他 6,521 10,578

販売費及び一般管理費合計 21,575 36,355

営業利益 7,383 12,401

営業外収益   

受取利息 13 10

受取配当金 1 1

受取家賃 15 22

受取保険料 24 46

その他 10 25

営業外収益合計 65 108
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業外費用   

支払利息 60 257

合併関連費用 － 264

その他 0 22

営業外費用合計 60 544

経常利益 7,387 11,965

特別利益   

貸倒引当金戻入額 7 50

固定資産売却益 ※1  2 ※1  4

受取補償金 － 65

特別利益合計 9 119

特別損失   

抱合せ株式消滅差損 － 165

固定資産売却損 ※2  0 ※2  0

事務所移転費用 － 194

固定資産除却損 ※3  15 ※3  27

ゴルフ会員権評価損 － 17

減損損失 ※4  28 ※4  15

投資有価証券評価損 11 57

投資有価証券売却損 1 －

その他 － 1

特別損失合計 56 480

税引前当期純利益 7,340 11,604

法人税、住民税及び事業税 2,885 5,369

法人税等調整額 263 △130

法人税等合計 3,149 5,239

当期純利益 4,191 6,364
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,545 1,552

当期変動額   

新株の発行 7 0

合併による増加 － 1,545

当期変動額合計 7 1,545

当期末残高 1,552 3,098

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,664 1,671

当期変動額   

新株の発行 7 0

合併による増加 － 3,913

当期変動額合計 7 3,913

当期末残高 1,671 5,584

資本剰余金合計   

前期末残高 1,664 1,671

当期変動額   

新株の発行 7 0

合併による増加 － 3,913

当期変動額合計 7 3,913

当期末残高 1,671 5,584

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 8 8

当期変動額   

合併による増加 － 9

当期変動額合計 － 9

当期末残高 8 17

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 12,716 15,260

当期変動額   

剰余金の配当 △1,646 △1,521

当期純利益 4,191 6,364

自己株式の処分 － △4,864

合併による増加 － 1,972

当期変動額合計 2,544 1,950

当期末残高 15,260 17,211
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 12,724 15,268

当期変動額   

剰余金の配当 △1,646 △1,521

当期純利益 4,191 6,364

自己株式の処分 － △4,864

合併による増加 － 1,981

当期変動額合計 2,544 1,960

当期末残高 15,268 17,228

自己株式   

前期末残高 － －

当期変動額   

自己株式の取得 － △4,864

自己株式の処分 － 4,864

当期変動額合計 － －

当期末残高 － －

株主資本合計   

前期末残高 15,933 18,492

当期変動額   

新株の発行 14 1

剰余金の配当 △1,646 △1,521

当期純利益 4,191 6,364

自己株式の取得 － △4,864

自己株式の処分 － －

合併による増加 － 7,439

当期変動額合計 2,558 7,419

当期末残高 18,492 25,912

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 182 127

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △55 △92

当期変動額合計 △55 △92

当期末残高 127 34

評価・換算差額等合計   

前期末残高 182 127

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △55 △92

当期変動額合計 △55 △92

当期末残高 127 34
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 16,116 18,619

当期変動額   

新株の発行 14 1

剰余金の配当 △1,646 △1,521

当期純利益 4,191 6,364

自己株式の取得 － △4,864

自己株式の処分 － －

合併による増加 － 7,439

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △55 △92

当期変動額合計 2,502 7,326

当期末残高 18,619 25,946
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前当期純利益 11,604

減価償却費 971

のれん償却額 1,125

減損損失 15

合併関連費用 264

抱合せ株式消滅差損益（△は益） 165

事務所移転費用 194

貸倒引当金の増減額（△は減少） △51

賞与引当金の増減額（△は減少） 466

短期解約損失引当金（△は減少） △103

退職給付引当金の増減額（△は減少） △29

受取利息及び受取配当金 △12

支払利息 257

固定資産売却損益（△は益） △3

固定資産除却損 27

投資有価証券評価損益（△は益） 57

ゴルフ会員権評価損 17

売上債権の増減額（△は増加） 1,905

未収入金の増減額（△は増加） 3,012

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,872

仕入債務の増減額（△は減少） △1,733

未払金の増減額（△は減少） △2,067

その他 △545

小計 18,412

利息及び配当金の受取額 13

利息の支払額 △257

法人税等の支払額 △4,226

合併関連費用の支出 △264

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,678
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（単位：百万円）

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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 △1,389

有形固定資産の売却による収入 36

ソフトウエアの取得による支出 △85

投資有価証券の取得による支出 △0

貸付けによる支出 △191

貸付金の回収による収入 65

子会社貸付の回収による収入 10

敷金の差入による支出 △1,099

敷金の回収による収入 517

事業譲受による支出 △210

その他 △71

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,419

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 △10,700

長期借入れによる収入 7,000

長期借入金の返済による支出 △500

株式の発行による収入 1

自己株式の取得による支出 △4,890

配当金の支払額 △1,519

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,608

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 650

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期末残高 ※1  2,690
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株主資本等変動計算書の欄外注記

    新株予約権（ストックオプション）の権利行使によるものであります。

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

　該当事項はありません。

重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式

　移動平均法による原価法を採用してお

ります。

(1) 子会社株式

同左

 (2) その他有価証券

　時価のあるもの

決算日の市場価額等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）を採用しております。

(2) その他有価証券

　時価のあるもの

同左

 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用して

おります。

時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 商品

　先入先出法による低価法（洗替え方

式）を採用しております。

(1) 商品

先入先出法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）を採用しております。

 (2) 貯蔵品

　先入先出法による原価法を採用してお

ります。

(2) 貯蔵品

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を除く）に

ついては定額法）を採用しております。

また、直営ショップの建物附属設備、お

よび器具及び備品については耐用年数３

年による定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

同左

 建物 ３年～20年

器具及び備品 ２年～10年

  (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

 (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

 のれん ５年 のれん ３～10年　

ソフトウェア　 ５年　

 ―――――――  (3) リース資産

―――――――

なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始日

が平成20年３月31日以前のリース取引

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。

（会計方針の変更）
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項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

所有権移転外ファイナンス・リース

取引については、従来、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、当事業年度より「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））を適

用し、通常の売買取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。

なお、リース取引開始日が平成20年

４月１日以降の所有権移転外ファイナ

ンス・リース取引については該当がな

いため、これによる財務諸表への影響

はありません。　

４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

 (2) 賞与引当金

　従業員の賞与金の支払に備えるため、

賞与支給見込額の当期負担額を計上して

おります。

(2) 賞与引当金

同左
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項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

(3) 短期解約損失引当金

　当社および販売代理店経由で加入申込

受付をした携帯電話契約者が短期解約し

た場合に、当社と代理店委託契約を締結

している電気通信事業者に対して返金す

べき手数料の支払に備えるため、返金実

績額に基づき、短期解約に係る手数料の

返金見込額を計上しております。

(3) 短期解約損失引当金

同左

 (4) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務の見込額に基づ

き計上しております。

　過去勤務債務については、発生年度に

一括損益処理しております。

　数理計算上の差異については、発生の

翌事業年度に一括損益処理しております。

(4) 退職給付引当金

同左　

 

 (5) 役員退職慰労引当金

従来、役員の退職慰労金の支出に備え

るため、役員退職慰労金規程に基づく期

末要支給額を計上しておりましたが、平

成19年６月開催の定時株主総会終結の時

をもって役員退職慰労金制度を廃止する

ことが決定されました。制度廃止に伴う

打ち切り支給の未払相当額については、

固定負債の長期未払金に計上しておりま

す。

―――――――

５．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・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。

―――――――

６．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

────── 　手許現金、随時引き出し可能な預金およ

び容易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヵ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1) 消費税等の処理方法

　消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。

　また、資産に係る控除対象外消費税等

は当期の負担すべき期間費用として処理

しております。

(1) 消費税等の処理方法

　消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。
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会計処理方法の変更

前事業年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

当事業年度

（自　平成20年４月１日

至　平成21年３月31日）

 ――――――― たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

従来、商品については先入先出法による低価法（洗替え

方式）、貯蔵品については先入先出法による原価法によっ

ておりましたが、当事業年度より「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）

が適用されたことに伴い、先入先出法による原価法（貸借

対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法）により算定しております。これによる売上総利益、

営業利益、経常利益および税引前当期純利益に与える影響

はありません。

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

――――――― 当社直営ショップが収納した通話料のうち電気通信事業

者に対する債務が確定したものについては、前事業年度ま

で「預り金」に含めておりましたが、当事業年度より「未

払金」に含めております。

なお、前事業年度末の「預り金」に含まれる金額は400

百万円であり、当事業年度末の「未払金」に含まれる金額

は530百万円であります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成20年３月31日）

当事業年度
（平成21年３月31日）

 ※１．減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれて

 おります。

 ※１．　　　　　　　　同左

 ※２．関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債には、区分掲記

されたもののほか次のものがあります。

　売掛金　　　1,885百万円

  買掛金　　　1,691百万円

  未払金　　　1,224百万円

 ※２．　　　　　　―――――――

　３．当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しておりま

す。この契約に基づく当期末の借入金未実行残高は

次のとおりであります。

　３．当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しておりま

す。この契約に基づく当期末の借入金未実行残高は

次のとおりであります。

当座貸越極度額      1,100百万円

借入実行残高 －百万円

差引額      1,100百万円

当座貸越極度額 2,000百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 2,000百万円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

※１．固定資産売却益は、建物１百万円、器具及び備品０

百万円であります。

※１．固定資産売却益は、建物１百万円、構築物０百万円、

器具及び備品０百万円であります。

※２．固定資産売却損は、建物０百万円、器具及び備品０

百万円であります。

※２．固定資産売却損は、建物０百万円、構築物０百万円、

器具及び備品０百万円であります。

※３．固定資産除却損は、建物11百万円、器具及び備品3

百万円であります。

※３．固定資産除却損は、建物15百万円、構築物０百万円、

車両運搬具０百万円、器具及び備品10百万円であり

ます。

※４．当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類
減損損失

（百万円）

店舗
直営ショップ

店舗設備 

建物・構築物・

器具及び備品
26

事業所 
支店設備 ・

事務所設備

建物・

器具及び備品 
1

 当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位

として直営ショップ店舗を基本単位とし、共有資産

については、共用資産を含む支社事業所・支店事業

所単位で資産のグルーピングを行っております。

 直営ショップ店舗及び支店・事業所のうち、営業

活動から生ずるキャッシュ・フローが継続してマイ

ナスとなっているものについて、減損処理の要否を

検討し、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失（28百万円）として特別損失に計

上しました。その内訳は、建物21百万円、構築物1

百万円、器具及び備品5百万円であります。

なお、直営ショップ店舗及び支店・事業所に係る

資産の回収可能価額は、正味売却価額により測定し

ており、正味売却価額は、売却が困難であるためゼ

ロとしております。 

※４．当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類
減損損失

（百万円）

店舗
直営ショップ

店舗設備 

建物・構築物・

器具及び備品
14

事業所 
支店設備 ・

事務所設備

建物・

器具及び備品 
0

 当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位

として直営ショップ店舗を基本単位とし、共有資産

については、共用資産を含む支社事業所・支店事業

所単位で資産のグルーピングを行っております。

 直営ショップ店舗及び支店・事業所のうち、営業

活動から生ずるキャッシュ・フローが継続してマイ

ナスとなっているものについて、減損処理の要否を

検討し、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失（15百万円）として特別損失に計

上しました。その内訳は、建物11百万円、構築物1

百万円、器具及び備品3百万円であります。

なお、直営ショップ店舗及び支店・事業所に係る

資産の回収可能価額は、正味売却価額により測定し

ており、正味売却価額は、売却が困難であるためゼ

ロとしております。 
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（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式     

普通株式 329,554 182,813 － 512,367

合計 329,554 182,813 － 512,367

自己株式     

普通株式 － 50,673 50,673 －

合計 － 50,673 50,673 －

 （注1）発行済株式の総数の増加は平成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の合併による新株

の発行（182,781株）及び新株予約権（ストック・オプション）の行使による新株の発行（32株）によるものであ

ります。

 （注2）自己株式の数の増加は、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取得したものであります。

自己株式の減少は平成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の合併に伴い交付したもの

であります。

２．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
（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26日

定時株主総会
普通株式 823 2,500 平成20年３月31日 平成20年６月27日

平成20年11月12日

取締役会
普通株式 697 2,500 平成20年９月30日 平成20年12月11日

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成21年６月25日

定時株主総会
普通株式 1,537 利益剰余金 3,000 平成21年3月31日 平成21年6月26日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

（平成21年３月31日現在）

現金及び預金勘定 2,690百万円

現金及び現金同等物 2,690百万円

 

２．重要な非資金取引の内容

（1）当事業年度に株式の発行により合併した株式会社エ

ム・エス・コミュニケーションズより引き継いだ資産、

負債及び純資産の主な内訳は次のとおりであります。

流動資産 47,099百万円　

固定資産　 13,551百万円　

資産合計　 60,651百万円　

流動負債　 47,393百万円　

固定負債　 5,820百万円　

負債合計　 53,213百万円　

純資産合計　 7,437百万円　

また、合併に伴い交付する株式の一部に自己株式を

割当てたため、自己株式及び利益剰余金がそれぞれ

4,684百万円減少しております。

（2）当事業年度に合併した当社の100％子会社である株

式会社テレコムパークより引き継いだ資産及び負債の

主な内訳は次のとおりであります。

流動資産 5,834百万円　

固定資産　 955百万円　

資産合計　 6,790百万円　

流動負債　 5,682百万円　

固定負債　 －百万円　

負債合計　 5,682百万円　
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１．所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リー

ス取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額および期末残高相当額

取得価額
相当額

（百万円）

減価償却
累計額
相当額

（百万円）

期末残高
相当額

（百万円）

 器具及び備品 14 8 6

合計 14 8 6

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しております。

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額および期末残高相当額

取得価額
相当額

（百万円）

減価償却
累計額
相当額

（百万円）

減損損失累
計額
相当額

（百万円）

期末残高
相当額

（百万円）

車両及び
運搬具

6 3 2 0

器具及び
備品

26 22 － 4

合計 33 25 2 4

（注）　　　　　　　　同左

(2) 未経過リース料期末残高相当額

 １年内 2百万円

 １年超 3百万円

合計 6百万円

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算定しておりま

す。

(2) 未経過リース料期末残高相当額

 １年内 4百万円

 １年超 0百万円

合計 5百万円

（注）　　　　　　　　同左

(3) 支払リース料および減価償却費相当額 (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額および

減価償却費相当額

支払リース料  2百万円

減価償却費相当額  2百万円

支払リース料 8百万円

リース資産減損勘定の取崩額 △0百万円

減価償却費相当額 8百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

　未経過リース料

 １年内 8百万円

 １年超 41百万円

合計 50百万円

　未経過リース料

 １年内 93百万円

 １年超 333百万円

合計 426百万円

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。

―――――――
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（有価証券関係）

　１.前事業年度および当事業年度のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものはありません。

２.その他有価証券で時価のあるもの

 種類

当事業年度（平成21年３月31日）

取得原価
（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 株式 21 115 94

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 株式 45 33 △12

合計    

３.時価評価されていない主な有価証券の内容

当事業年度（平成21年３月31日）

貸借対照表計上額（百万円）

(1)子会社株式 170

(2)その他有価証券  

   非上場株式 120

（デリバティブ取引関係）

当事業年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。
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（退職給付関係）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

(1) 採用している退職給付制度の概要

 確定給付型の制度として、退職金規程に基づく退職

一時金制度を採用しております。また、確定拠出型の

制度として、確定拠出年金制度を採用しております。

(2) 退職給付債務に関する事項

（平成21年３月31日現在）

①　退職給付債務 639百万円

②　未認識数理計算上の差異 11百万円

③　退職給付引当金 651百万円

(3) 退職給付費用に関する事項

（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

①　勤務費用 70百万円

②　利息費用 9百万円

②　過去勤務債務 19百万円

④　数理計算上の差異の費用処理額 △118百万円

⑤　確定拠出年金への拠出額 15百万円

⑥　退職給付費用合計 △2百万円

(4) 退職給付債務の計算基礎

①　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②　割引率（％） 2.0

③　数理計算上の差異の処理年数（年） 1

④　過去勤務債務の処理年数（年） 1
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（ストック・オプション等関係）

当事業年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成15年（第１回）
ストック・オプション

平成16年（第３回）
ストック・オプション

平成17年（第４回）
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社の従業員　253名
当社の取締役　　6名

当社の従業員　286名

当社の取締役　　6名

当社の従業員　296名

ストック・オプション数

（注）
普通株式　1,600株 普通株式　2,392株 普通株式　2,592株

付与日 平成15年２月28日 平成16年８月３日 平成17年８月29日

権利確定条件

付与日（平成15年２月28日）

以降、権利確定日（平成17年

４月６日）まで原則として、

継続して勤務していること。

 付与日（平成16年８月３日）

以降、権利確定日（平成18年

６月24日）まで原則として、

継続して勤務していること。

 付与日（平成17年８月29日）

以降、権利確定日（平成19年

６月27日）まで原則として、

継続して勤務していること。

対象勤務期間
平成15年２月28日から平成17

年４月６日

 平成16年８月３日から平成

18年６月24日

平成17年８月29日から平成19

年６月27日

権利行使期間

平成17年４月７日から平成25

年２月12日まで。ただし、権

利行使可能期間中に任期満了

による退任、定年退職、その

他正当な理由のある場合の退

職により在籍しなくなった場

合には行使可。

平成18年６月25日から平成26

年６月24日まで。ただし、権

利行使可能期間中に任期満了

による退任、定年退職、その

他正当な理由のある場合の退

職により在籍しなくなった場

合には行使可。

平成19年６月28日から平成22

年６月27日まで。ただし、権

利行使可能期間中に任期満了

による退任、定年退職、その

他正当な理由のある場合の退

職により在籍しなくなった場

合には行使可。

 （注）株式数に換算して記載しております。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

平成15年（第１回）
ストック・オプション

平成16年（第３回）
ストック・オプション

平成17年（第４回）
ストック・オプション

権利確定後　　　　　　

（株）
   

前事業年度末 432 1,732 2,300

権利確定 － － －

権利行使 32 － －

失効 － 34 52

未行使残 400 1,698 2,248

②　単価情報

平成15年（第１回）
ストック・オプション

平成16年（第３回）
ストック・オプション

平成17年（第４回）
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　

（円）
32,500 156,838 179,500

行使時平均株価　　　　　

（円）
111,126 － －
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　（企業結合等関係）

（1）株式会社テレコムパークとの合併　

1.結合当事企業の名称、事業の内容、企業結合の目的、企業結合の法的形式及び結合後企業の名称

① 結合当事企業（被結合企業）の名称

株式会社テレコムパーク

② 事業の内容

携帯電話等の販売及び代理店業務

③ 企業結合の目的

株式会社テレコムパークが運営するキャリアショップや有力二次代理店網の獲得を通じた販売網の拡充、

物流及び在庫管理の一元化等を通じたシナジー実現とコスト削減による総合的な企業価値の拡大を早期に図

るべく、平成20年４月１日付で統合いたしました。

④ 企業結合の法的形式

当社を存続会社とする簡易合併の手続きによる吸収合併方式で、株式会社テレコムパークは解散いたしま

した。　

⑤ 結合後企業の名称　

株式会社テレパーク（現、株式会社ティーガイア）　

2.実施した会計処理の概要　

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分離

等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　最終改正平成19年11月15日）に基づき、共通

支配下の取引として会計処理を行っております。

（2）株式会社エム・エス・コミュニケーションズとの合併　

1.結合当事企業の名称、その事業の内容、企業結合の目的、企業結合日、企業結合の法的形式及び結合後企業の

名称

① 結合当事企業（被結合企業）の名称

株式会社エム・エス・コミュニケーションズ　

② 事業の内容　

携帯電話等の販売及び代理店業務　

マイライン、ブロードバンド等通信サービス販売取次業務　

③ 企業結合の目的　

当社および株式会社エム・エス・コミュニケーションズ（以下「両社」）の主な事業領域である携帯電話

販売市場は、平成19年12月に累計加入回線が１億回線を超え、特に新規顧客の獲得について、市場は急速な

成長期から次第に成熟期移行しつつあると言われています。かかる状況の下、市場の成熟化による競争激化

に伴い、販売代理店の再編が加速するにつれて、「資金力」、「組織力」、「情報力」を備えたスケールメ

リットを活かせる大手販売代理店の優位性が一層高まることが予想されます。また、携帯電話端末の高機能

化、料金プランの多様化により、携帯電話は益々「説明商品」としての性格を強めており、この意味でも質

の高い販売員を数多く擁する大手販売代理店の担う役割が増大しております。　

こうした事業環境の下、両社は、経営統合により事業規模の拡大と収益基盤の強化を目指すという経営戦

略上の選択肢について、多面的に検討・協議を行ってまいりました結果、本合併契約を締結いたしました。

④ 企業結合日　

平成20年10月１日　

⑤ 企業結合の法的形式　

当社を存続会社とする吸収合併方式であり、株式会社エム・エス・コミュニケーションズは解散いたしま

した。　

⑥ 結合後企業の名称　

株式会社ティーガイア　

（英文名　T-Gaia Corporation）　

2.議決権のある株式の交換比率及びその算定方法、交付株式数、企業結合後の議決権比率及び企業結合の会計上

の分類　

① 議決権のある株式の交換比率　

当社　１　：　株式会社エム・エス・コミュニケーションズ　21.9　

② 交換比率の算定方法　

当社および株式会社エム・エス・コミュニケーションズは、本合併に用いられる合併比率の算定にあたっ

て公正性を期すため、当社は野村證券株式会社（以下「野村證券」）を、株式会社エム・エス・コミュニケー

ションズは大和証券エスエムビーシー株式会社（以下「大和証券ＳＭＢＣ」）を今回の合併のためのフィナ
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ンシャル・アドバイザーとして任命し、それぞれ合併比率の算定を依頼しました。　

野村證券は、当社については普通株式が上場しており、市場株価が存在することから市場株価平均法を採

用しました。平成20年５月20日を算定基準日として、算定基準日の終値、当社による平成20年３月期通期業

績予想の修正発表の翌営業日から算定基準日まで（平成20年５月１日～平成20年５月20日）の終値平均、直

近１ヶ月間（平成20年４月21日～平成20年５月20日）の終値平均および直近３ヶ月間（平成20年２月21日～

平成20年５月20日）の終値平均を採用しました。　

それに加えて、両社について類似した事業を営むほかの上場会社と財務的な観点から比較するため類似会

社比較法による算定、および将来の事業活動の状況を反映するため財務予測に基づくディスカウンテッド・

キャッシュ・フロー法（以下「ＤＣＦ法」による算定を行いました。　

大和証券ＳＭＢＣは、株式会社エム・エス・コミュニケーションズについてはＤＣＦ法および類似会社比

較法により、当社についてはＤＣＦ法および市場株価法により合併比率を算定いたしました。

当社は野村證券による算定結果を参考に、株式会社エム・エス・コミュニケーションズは大和証券ＳＭＢ

Ｃによる算定結果を参考に、それぞれ両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘

案し、両社で合併比率について慎重に協議を重ねた結果、最終的に上記合併比率が妥当であるとの判断に至

りました。　

③ 交付株式数　

普通株式　233,454株　

④結合後企業に対する株式会社エム・エス・コミュニケーションズの総体株主が保有することとなる議決権比

率　

45.6％　

⑤企業結合の会計上の分類　

企業結合が取得か持分の結合かの識別につきましては、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　

平成15年10月31日）に従い、共同支配企業の形成及び共通支配下の取引ではないことを確認のうえ、対価要

件、議決権比率要件、議決権比率以外の支配要件を検討した結果、持分の結合と識別し、当該合併について

持分プーリング法を適用しております。　

3.個別財務諸表に含まれる被結合企業の業績の期間　

平成20年10月１日から平成21年３月31日　

4.被結合企業から引き継いだ資産、負債及び純資産の内訳　

流動資産　　　　　　　　　　　　 47,099百万円　

固定資産　　　　　　　　　　　　 13,551百万円　

資産合計　　　　　　　　　　　　 60,651百万円　

流動負債　　　　　　　　　　　　 47,393百万円　

固定負債　　　　　　　　　　　　  5,820百万円　

負債合計　　　　　　　　　　　　 53,213百万円　

純資産合計　　　　　　　　　　　　7,437百万円　

5.会計処理方法の統一及び企業結合前の取引等の消去の内容並びに企業結合に要した支出の額及びその科目　

（1）会計処理方法の統一　

該当ありません。　

なお、被結合企業が行った会計処理方法の統一については7.（3）をご参照ください。

（2）企業結合前の取引等の消去　

該当ありません。　

（3）企業結合に要した支出の額及びその科目名　

営業外費用　合併関連費用 　　　264百万円　

なお、被結合企業が企業結合日前に企業結合に要した支出の額は112百万円であります。

6.企業結合の結果、処分することが決定された重要な事業　

該当事項はありません。　

7.企業結合が当事業年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当事業年度に係る損益計算書に及ぼす影響の概

算額　

売上高　　　　　　　　　　　　　120,896百万円　

営業利益　　　　　　　　　　　　　3,769百万円　

経常利益　　　　　　　　　　　　　3,632百万円　

税引前当期純利益　　　　　　　　　3,049百万円　

当期純利益　　　　　　　　　　　　1,570百万円　

１株当たり当期純利益　　　　　　　 △442.57円　
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（概算額の算定方法）

（1）売上高及び損益情報

株式会社エム・エス・コミュニケーションズの平成20年４月１日から平成20年９月30日までの期間の売

上高及び損益情報を影響の概算額としております。　

なお、企業結合前に当社及び株式会社エム・エス・コミュニケーションズの間で相殺消去すべき取引は

行われておりません。

（2）１株当たり当期純利益　

１株当たり当期純利益は、下記に記載した（１株当たり当期純利益算定上の基礎）に基づいて算定し、

１株当たり情報に記載している当事業年度に係る１株当たり当期純利益との差額を影響の概算額としてお

ります。

（１株当たり当期純利益算定上の基礎）　

期首に企業結合が完了したと仮定した場合の当期純利益7,935百万円

期首に企業結合が完了したと仮定した場合の期中平均株式数529,704株　

（3）合併に伴う会計処理の統一による影響額　

合併に伴う会計処理の統一により、株式会社エム・エス・コミュニケーションズでは従来、代理店への

携帯電話端末の販売に伴う売上高及び売上原価をコミッションの得られる最終利用者への販売時に計上し

ておりましたが、代理店へ売切りの販売については平成20年４月１日から代理店への販売時の計上に変更

しております。　

この変更による影響額を同社の平成20年４月１日から平成20年９月30日までの期間の特別損失に計上し

たことにより、上記損益計算書に及ぼす影響の概算額の税引前当期純利益及び当期純利益はそれぞれ459

百万円減少し、１株当たり当期純利益は867.20円減少しております。　
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

  
 
  

（単位：百万円）

 
前事業年度

（平成20年３月31日現在）

 
当事業年度

（平成21年３月31日現在）

繰延税金資産        

賞与引当金  161    684  

貸倒引当金損金算入限度超過額  11    40  

棚卸資産評価損  25    88  

未払事業税および事業所税  130    341  

移動体端末販売先行損失  4    27  

減価償却超過額  293    812  

退職給付引当金  228    265  

短期解約損失引当金  54    42  

その他  457    488  

繰延税金資産合計  1,369    2,791  

繰延税金負債        

その他有価証券評価差額金  △87    △26  

繰延税金負債合計  △87    △26  

繰延税金資産の純額  1,282    2,765  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

  
 
  

（単位：％）

 
 前事業年度 

（平成20年３月31日現在） 

 
 当事業年度 

（平成21年３月31日現在） 

 法定実効税率  40.7    40.7  

（調整）        

 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.8    0.7  

 のれん償却費否認  0.7    4.3  

 住民税均等割額  0.8    0.1  

 その他  0.0    △0.6  

 税効果会計適用後の法人税等の負担率  42.9    45.2  
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（関連当事者情報）

当事業年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 56,499円38銭

１株当たり当期純利益 12,721円50銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 12,708円01銭

１株当たり純資産額 50,640円54銭

１株当たり当期純利益 15,422円68銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 15,411円67銭

（注）１株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後１株当たり当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。

 
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（百万円） 4,191 6,364

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 4,191 6,364

普通株式の期中平均株式数（株） 329,467 412,657

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

普通株式増加数（株） 349 294

（うち新株予約権（株）） (349) (294)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

平成16年（第３回）

ストックオプション

新株予約権の数　　866個

普通株式　　　　1,732株

平成17年（第４回）

ストックオプション

新株予約権の数　1,150個　

普通株式　　　　2,300株 

平成16年（第３回）

ストックオプション

新株予約権の数　  849個

普通株式　　　  1,698株

平成17年（第４回）

ストックオプション

新株予約権の数　1,124個　

普通株式　　　　2,248株 
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．当社は、平成20年２月25日開催の取締役会において、

当社の100％子会社である㈱テレコムパークを吸収合併す

ることを決定し、平成20年４月１日に合併いたしました。

　

(1)対象となった会社の名称、事業の内容及び引き継い

だ資産、負債の額、企業結合の法的形式、結合後企業

の名称及び合併の目的

①対象となった会社の名称、事業の内容及び引き継

いだ資産、負債の額　　　

　　　　名称　　　　㈱テレコムパーク

　　　事業の内容　携帯電話等の販売及び代理店業務

　　　引き継いだ資産、負債の額　

　　　　　　　　　資産の額　6,790百万円

　　　　　　　　　負債の額　5,682百万円

②企業結合の法的形式

　　　㈱テレパークを存続会社とする簡易合併の手続に

よる吸収合併方式で、㈱テレコムパークは解散いた

します。

㈱テレコムパークは当社の完全子会社であるため、

本合併による新株の発行及び資本金の増額並びに合

併交付金の支払はありません。

③結合後企業の名称

㈱テレパーク

④合併の目的

㈱テレコムパークが運営するキャリアショップや

有力二次代理店網の獲得を通じた販売網の拡充、物

流及び在庫管理の一元化等を通じたシナジー実現と

コスト削減による総合的な企業価値の拡大を早期に

図るべく、平成20年４月１日付で㈱テレコムパーク

を統合いたしました。

(2)実施する会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平

成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分

離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用

指針第10号　最終改正平成19年11月15日）に基づき、

共通支配下の取引として処理いたします。

―――――――
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前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

２．当社は、平成20年５月22日開催の取締役会において、

当社と㈱エム・エス・コミュニケーションズとの間で合併

契約書を締結することを決議し、同日、当該合併契約書を

締結いたしました。

同契約書の概要は、以下の通りであります。

(1)合併の日程

合併決議取締役会  平成20年５月22日（木）

合併契約締結　 　 平成20年５月22日（木）

合併承認定時株主総会　平成20年６月25日（水）

- ㈱エム・エス・コミュニケーションズ 

合併承認定時株主総会　平成20年６月26日（木）

- ㈱テレパーク  

合併の予定日（効力発生日）平成20年10月１日（水）

株券交付日  平成20年10月１日（水）予定

(2)合併方式

㈱テレパークを存続会社とし、㈱エム・エス・コミュ

ニケーションズは解散いたします。

(3)合併に係る割当ての内容

㈱エム・エス・コミュニケーションズ普通株式１株に

対して、当社の普通株式21.9株を割り当てます。

 ３．当社は、平成20年６月26日開催の取締役会において、

会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される

同法第156条第１項および当社定款の規定に基づき、下記

のとおり自己株式の取得および自己株式の公開買付け（以

下「本公開買付け」）を行うことを決議いたしました。

(1)自己株式の取得および本公開買付け等の目的

主要株主の持株比率を一定水準まで低下させ、上場会

社として適切な流通株式比率を実現すること、および自

己株式の取得により１株当たり株式価値を向上させるこ

とにより、当社株式の継続保有を希望する当社一般株主

の皆様の株主利益を最大限に尊重するため。

(2)決議内容

①取得する株式の種類

普通株式

②取得する株式の総数

55,000株（上限）

③取得価額の総額

5,280,000,000円（上限）

④取得する期間

平成20年６月30日から平成20年８月29日まで　

(3)本公開買付け等の概要

①本公開買付け等の期間

平成20年６月30日（月）から平成20年７月28日（月）

まで（20営業日）　

②公開買付け開始公告日

平成20年６月30日（月）　

③買付け等の価格

１株につき、96,000円　
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前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

④買付け等の価格の算定根拠等

平成20年５月22日開催の当社取締役会において、本公

開買付価格は、平成20年５月21日までの直近20営業日に

おける東京証券取引所における当社株式の終値の単純平

均に対して７％ディスカウント（千円未満四捨五入）と

なる96,000円と決定いたしました。　

⑤買付予定の株式等の数

普通株式　50,673株　

⑥買付け等に要する資金

約4,898百万円　

⑦買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名

称及び本店所在地

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目９番１号

⑧決済の開始日

平成20年８月４日（月）　

(4)その他

当社による自己株式の取得については、一義的には三

井物産㈱からの取得を想定しているものの、株主間の平

等性、取引の透明性等の観点から公開買付けの手法によ

ることとし、三井物産㈱からは、その保有する当社の普

通株式のうち、本公開買付けにおける買付予定数と同数

の50,673株をもって本公開買付けに応募することの合意

を得ております。
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５．その他

(1）役員の異動

取締役および監査役の異動につきましては、平成21年５月14日発表の「役員人事に関するお知らせ」をご参照願い

ます。

(2）その他

 ［事業の種類別セグメント情報］

 当事業年度および前事業年度

セグメント 科目

当事業年度

（平成21年３月期）

前事業年度

（平成20年３月期）
増減

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 率（％） 

 モバイル事業
売上高 375,777 339,092 36,685 10.8

営業利益 9,484 5,568 3,915 70.3

ネットワーク事業
売上高 14,630 10,408 4,222 40.6

営業利益 2,367 1,459 907 62.2

決済サービス事業他
売上高 40,923 21,676 19,247 88.8

営業利益 549 354 195 55.0

 合計
売上高 431,331 371,176 60,154 16.2

営業利益 12,401 7,383 5,018 68.0

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。
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（参考） 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 1,431

売掛金 45,692

たな卸資産 19,981

繰延税金資産 841

未収入金 13,259

その他 504

貸倒引当金 △41

流動資産合計 81,669

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物 2,044

減価償却累計額 △1,401

建物及び構築物（純額） 642

工具、器具及び備品 1,469

減価償却累計額 △1,181

工具、器具及び備品（純額） 288

土地 48

有形固定資産合計 979

無形固定資産  

のれん 3,750

電話加入権 12

無形固定資産合計 3,762

投資その他の資産  

投資有価証券 440

関係会社株式 184

長期貸付金 57

繰延税金資産 586

敷金 2,033

その他 304

貸倒引当金 △102

投資その他の資産合計 3,505

固定資産合計 8,247

資産合計 89,917
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

負債の部  

流動負債  

買掛金 41,649

短期借入金 7,400

未払金 13,366

未払法人税等 1,662

賞与引当金 397

短期解約損失引当金 146

その他 1,144

流動負債合計 65,766

固定負債  

長期借入金 5,000

退職給付引当金 561

その他 132

固定負債合計 5,693

負債合計 71,460

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,552

資本剰余金 1,671

利益剰余金 15,106

株主資本合計 18,330

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 127

評価・換算差額等合計 127

純資産合計 18,457

負債純資産合計 89,917
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

売上高 375,524

売上原価 344,354

売上総利益 31,169

販売費及び一般管理費 23,845

営業利益 7,324

営業外収益  

受取利息 8

受取配当金 1

受取家賃 17

受取保険料 24

その他 15

営業外収益合計 67

営業外費用  

支払利息 62

その他 1

営業外費用合計 63

経常利益 7,327

特別利益  

貸倒引当金戻入額 7

固定資産売却益 2

特別利益合計 9

特別損失  

固定資産除却損 37

投資有価証券評価損 21

減損損失 28

店舗等解約違約金 26

その他 7

特別損失合計 120

税金等調整前当期純利益 7,217

法人税、住民税及び事業税 2,925

法人税等調整額 262

法人税等合計 3,188

当期純利益 4,028
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

株主資本  

資本金  

前期末残高 1,545

当期変動額  

新株の発行 7

当期変動額合計 7

当期末残高 1,552

資本剰余金  

前期末残高 1,664

当期変動額  

新株の発行 7

当期変動額合計 7

当期末残高 1,671

利益剰余金  

前期末残高 12,724

当期変動額  

剰余金の配当 △1,646

当期純利益 4,028

当期変動額合計 2,381

当期末残高 15,106

株主資本合計  

前期末残高 15,933

当期変動額  

新株の発行 14

剰余金の配当 △1,646

当期純利益 4,028

当期変動額合計 2,396

当期末残高 18,330

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金  

前期末残高 182

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △55

当期変動額合計 △55

当期末残高 127

評価・換算差額等合計  

前期末残高 182

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △55

当期変動額合計 △55
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当期末残高 127

純資産合計  

前期末残高 16,116

当期変動額  

新株の発行 14

剰余金の配当 △1,646

当期純利益 4,028

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △55

当期変動額合計 2,340

当期末残高 18,457
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純利益 7,217

減価償却費 508

コンピュータ費 49

のれん償却額 321

減損損失 28

株式交付費 0

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2

賞与引当金の増減額（△は減少） △20

短期解約損失引当金の増減額（△減少額） △94

退職給付引当金の増減額（△は減少） 66

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △46

受取利息及び受取配当金 △9

支払利息 62

固定資産売却損益（△は益） △2

固定資産除却損 37

投資有価証券売却損益（△は益） 1

投資有価証券評価損益（△は益） 21

売上債権の増減額（△は増加） 2,200

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,814

仕入債務の増減額（△は減少） △1,409

その他 △1,539

小計 5,575

利息及び配当金の受取額 9

利息の支払額 △58

法人税等の支払額 △3,138

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,388

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 △408

有形固定資産の売却による収入 6

ソフトウエアの取得による支出 △56

投資有価証券の取得による支出 △152

投資有価証券の売却による収入 0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△4,574

貸付けによる支出 △136

貸付金の回収による収入 114

関係会社への貸付による収入 70

敷金の支払による支出 △224

敷金の回収による収入 103

その他投資の収支 △1
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,259

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（△は減少） 755

長期借入れによる収入 5,000

新株発行関連の支出 △0

株式の発行による収入 14

配当金の支払額 △1,642

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,126

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,254

現金及び現金同等物の期首残高 177

現金及び現金同等物の期末残高 1,431
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