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1.  平成22年4月期第1四半期の業績（平成21年5月1日～平成21年7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）

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 ％

22年4月期第1四半期 1,852 △17.3 △18 ― △13 ― △15 ―
21年4月期第1四半期 2,240 △45.4 △65 ― △48 ― △71 ―

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

22年4月期第1四半期 △489.45 ―
21年4月期第1四半期 △2,306.70 ―

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

22年4月期第1四半期 2,319 1,000 43.1 32,267.79
21年4月期 2,852 1,079 37.9 34,837.73

（参考） 自己資本   22年4月期第1四半期  1,000百万円 21年4月期  1,079百万円

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

21年4月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年4月期 ―
22年4月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年4月期の業績予想（平成21年5月1日～平成22年4月30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）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

3,540 △11.6 △25 ― △33 ― △52 ― △1,687.79

通期 7,305 △4.8 50 ― 36 ― 14 ― 465.85
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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  

詳細につきましては、５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） 

(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 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年4月期第1四半期 31,000株 21年4月期  31,000株
② 期末自己株式数 22年4月期第1四半期  ―株 21年4月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年4月期第1四半期 31,000株 21年4月期第1四半期 31,000株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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。業績予想の前提等については、５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」をご覧下さい。 
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当第１四半期会計期間（平成21年５月１日から平成21年７月31日）におけるわが国経済は、

昨年度より続く急激な景気後退局面の中、大企業を中心とした在庫調整が一巡し、輸出の拡大

や景気対策効果による個人消費の増加など、一部に景気の持ち直し感が見られたものの企業収

益や設備投資の減少、また雇用情勢の悪化など、依然として景気の先行きに不透明感が残る状

況が続いております。 

当社の属する通信業界におきましては、主力である移動体通信関連事業において、当第１四

半期末における携帯電話・ＰＨＳ等の移動体通信サービスへの累計加入契約件数は 113,420千

件となり、当第１四半期会計期間の新規加入から解約を差し引いた純増数は1,025千件と、前

年同期に比べ 27千件（2.6％減）の減少となる等、市場の成熟化はますます進展してまいりま

した。（注1） 

このような状況の下、当社におきましても割賦販売制度の普及に伴う端末価格の上昇と長期

利用者への低廉な通信料金設定や各種割引サービスの適用に伴う顧客の囲い込み等、買換サイ

クルの長期化に伴う販売機会の急激な減少により移動体通信端末機器の販売は、引き続き厳し

い状況で推移いたしました。 

固定通信関連事業におきましては、主力商品である「ＡＤＳＬ付き電話加入権」のセット販

売が、光ファイバーサービス網の社会への普及と共に減少傾向にあり、光ファイバーサービス

等のＦＴＴＨ（注2）やＤＳＬ（注3）を始めとするブロードバンド化が急速に進展したことか

ら、主力事業である「ＡＤＳＬ付き電話加入権」の販売や光ファイバーサービスへの加入取次

ぎ等においても、低調に推移する結果となりました。 

このような事業環境の中、当社といたしましては、市場の成熟化により低迷する移動体通信

関連事業において、新規需要や買換需要の喚起に向けた訴求策の一環として、使用済みの携帯

電話機の下取りを開始する等、情報通信ショップ「ｅ－ＢｏｏｏＭ」独自の取組みを実施しつ

つ、店舗個々の収益力強化に向けて、中古携帯電話機「エコたん」（注4）の取扱いに注力し

てまいりました。 

また、当第１四半期会計期間においては、予てからの計画に従い、業績改善の見通しが立て

難い首都圏１店舗を閉店したことにより直営店舗数は、３４店舗と前年同期末の４１店舗に比

べ７店舗を縮小すると共に、営業時間の短縮を始めとする運営コストの削減等に努めてまいり

ました。 

これらの結果、当第１四半期会計期間における経営成績は、移動体通信関連事業および固定

通信関連事業、並びにその他の事業に分類される中古携帯電話機の販売を合わせ、売上高 

1,852百万円と前年同期の売上高 2,240百万円に比べ 388百万円、17.3％の減少となりまし

た。 

営業利益につきましては、首都圏１店舗を閉店し、コストの削減に努めつつ、中古携帯電話

機「エコたん」の取扱いに注力してまいりましたが、引き続き低迷を続ける移動体通信関連事

業での売上高減少を補うことができず営業損失 18百万円（前年同期は65百万円の営業損失）

となりました。 

また、経常利益につきましては、営業外収益において営業支援金収入等が 8百万円あったも

のの経常損失13百万円（前年同期は48百万円の経常損失）となりました。 

四半期純利益につきましては、経営資源の効率的な再配分を意図しての店舗閉鎖による特別

損失を計上したこともあり、四半期純損失 15百万円（前年同期は 71百万円の四半期純損失）

となりました。 

（注1）携帯電話およびＰＨＳの累計加入契約者数および純増数は、社団法人電気通信事業者協会のホームペー

ジから引用。 

（注2）ＦＴＴＨとは、「Fiber To The Home」の略で、各家庭に光ファイバーを直接引き込み、高速の通信環

境を提供するサービスをいいます。 

（注3）ＤＳＬとは、「Digital Subscriber Line」の略で、電話線を使って高速なデジタルデータ通信を行う

技術をいいます。 

（注4）「エコたん」とは、２次利用で環境にやさしい「エコロジー端末（たんまつ）」、安価で経済的な「エ

コノミー端末（たんまつ）」の意味合いを持った造語であり、当社独自の商標であります。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報
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（移動体通信関連事業） 

 当第１四半期会計期間における移動体通信関連事業におきましては、移動体通信サービスへ

の累計加入契約件数が113,420千件を超え純増数では1,025千件と、前年同期に比べ 27千件

（2.6％減）の減少となる等、市場はますます成熟化いたしました。 

また、割賦販売に伴う端末価格の上昇と定価販売に伴う価格競争力の縮小や長期利用者への

低廉な通信料金設定と各種割引サービスの適用に伴う顧客の囲い込みにより、新規需要や買換

需要等の端末機器の販売市場は、これらの買換サイクルの長期化に伴い、引き続き厳しい状況

でありました。 

このような状況の中、当社におきましては、移動体通信サービスへの新規需要や買換需要の

喚起に向けた訴求策として、使用済みの携帯電話・ＰＨＳを始めとする端末機器の下取りを開

始する等、情報通信ショップ「ｅ－ＢｏｏｏＭ」独自の取組みを実施してまいりました。 

これら直営店舗の収益力強化に向けた取組みを行う一方、引き続き業績改善の見通しが立て

難い店舗の閉店を行うことにより、コストの削減を合わせ主力事業としての採算性の向上に努

めてまいりました。 

  この結果、直営店舗は当第１四半期末において３４店舗と前第１四半期末４１店舗に比べ７

店舗の減少となり、売上高では1,782百万円（販売台数 25,930台）と前年同期における売上高 

2,140百万円（販売台数 33,228台）に比べ 357百万円（販売台数 7,298台）率にして 16.7％

（販売台数 22.0％減）の減少となりました。 

（固定通信関連事業） 

 当第１四半期会計期間における固定通信関連事業におきましては、主力商品である「ＡＤＳ

Ｌ付き電話加入」のセット販売は、光ファイバーサービス網の社会への普及と共に減少傾向に

あり、市場が急速に成熟化しつつあることから、ＦＴＴＨサービスの獲得に注力してまいりま

した。 

しかしながら、ＦＴＴＨサービスの獲得状況は、ＡＤＳＬサービスからの切り替えが一巡し

つつあることや国内景気の悪化にともなう消費マインドの低下と共に減少し、当第１四半期会

計期間における売上高は10百万円（契約数 716件）と前年同期における売上高 13百万円（契

約数 764件）に比べ 2百万円（契約数 48件）率にして 16.7％（契約数 6.3％減）の減少とな

りました。 

また、電話加入権は、ＡＤＳＬ付きセット販売が家電量販店を始めとする取次店およびイン

ターネットによるＷＥＢ販売での販売数が減少したことにより、売上高は25百万円（販売回線

数 1,690回線）と前年同期における売上高 51百万円（販売回線数 3,354回線）に比べ 26百万

円（販売回線数 1,664回線）率にして 51.0％（販売回線数 49.6％減）の減少となりました。

  この結果、固定通信関連事業全体で、売上高 35百万円と前年同期における売上高 64百万円

に比べ 28百万円、44.0％の減少となりました。 

（その他の事業） 

その他の事業におきましては、当社独自の新しい商材として、中古携帯電話機「エコたん」

への取組みを引き続き注力してまいりました。 

また、情報通信ショップ「ｅ－ＢｏｏｏＭ」の２０店舗において、中古携帯電話機の買取り

コーナーの拡充や同機器の在庫確保を目的とした大手家電量販店やリユース商品を専門に取扱

う企業との協業等を積極的に推進し、これら協業先との連携に努めつつ、同時にインターネッ

トを利用したＷＥＢサイトの充実を図ってまいりました。その一環として、当社直営のＷＥＢ

サイト「ｅ－ＢｏｏｏＭ：http://www.e-booom.com/」において、中古携帯電話機「エコた

ん」の販売に注力すると共に、新たに中古携帯電話機の買取りサイトの立ち上げを行いまし

た。 

また、中古携帯電話機の取扱いに際しては、買取り時の査定方法等のノウハウに関して、ス

タッフへの教育研修を実施しつつ、これら専門知識を持つ従業員の効率的な配置を行うなど、

事業基盤の強化に取組んでまいりました。 

  これらの結果、「エコたん」を始めとする中古携帯電話機の販売や、「ワンコイン・フィッ

トネス」は比較的順調に推移したものの、一方では移動体通信関連事業における端末機器の大

幅な販売台数減少に伴い、各種の携帯コンテンツへの加入数が低下したことから、当第１四半

期会計期間における売上高は 34百万円と前事業年度における売上高 36百万円に比べ 2百万

円、率にして5.5％の減少となりました。 

日本テレホン株式会社（9425） 平成22年４月期 第１四半期決算短信（非連結）
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（１）資産、負債、純資産等の状況 

（資  産）  

   当第1四半期末の流動資産は前事業年度末に比べて23百万円減少し、1,405百万円となりまし
た。これは主に、売掛金が20百万円、商品が86百万円増加したものの、現金及び預金が114百
万円、未収入金が17百万円減少したことによるものであります。 

  固定資産は前事業年度末に比べて21百万円減少し、910百万円となりました。これは主に、
建物が4百万円、器具備品が6百万円、差入保証金が6百万円減少したことによるものでありま
す。 

（負  債） 

  流動負債は前事業年度末に比べて20百万円減少し、780百万円となりました。これは主に、
買掛金が9百万円増加したものの、短期借入金が12百万円、一年以内返済予定長期借入金が8百
万円、減少したことによるものであります。  
 固定負債は前事業年度末に比べて11百万円減少し、538百万円となりました。これは主に、
長期借入金が8百万円減少したことによるものです。 

（純資産）  

  純資産は前事業年度末に比べて15百万円減少し、1,000百万円となりました。これは主に、
利益剰余金が15百万円減少したことによるものであります。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前第1四
半期会計期間に比べ127百万円増加し、215百万円（前第1四半期会計期間の資金の期末残高は
87百万円）となりました。 

 当第１四半期会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） 

 当第１四半期会計期間の営業活動の結果、減少した資金は101百万円(前第1四半期会計期間
は93百万円の増加）となりました。これは主に、仕入債務の増加が9百万円あったものの税金
等調整前当期純損失13百万円、たな卸資産の増加86百万円、売上債権の増加20百万円による支
出があったことによるものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期会計期間の投資活動の結果、獲得した資金は16百万円(前第1四半期会計期間は
9百万円の減少）となりました。これは主に、差入保証金の回収による収入が18百万円あった
ことによるものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期会計期間の財務活動の結果、減少した資金は29百万円(前第1四半期会計期間は
95百万円の減少）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が16百万円、短期
借入金の純増減額による減少が12百万円あったことによるものです。 

  平成21年６月12日付け「平成21年４月期 決算短信（非連結）」において公表いたしました
「平成22年４月期の業績予想（平成21年５月１日から平成22年４月30日）」の第２四半期累計
期間および通期の業績予想に変更はございません。  

 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、当事業年度に係る減価償却費の額
を期間按分する方法により算定しております。 

  

 該当事項はありません。  

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報

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

（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
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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１四半期会計期間末 
(平成21年７月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 407,720 521,775

売掛金 643,268 622,312

商品 298,267 211,885

貯蔵品 432 687

前払費用 44,159 43,605

未収入金 11,077 28,964

その他 604 337

貸倒引当金 － △70

流動資産合計 1,405,530 1,429,497

固定資産   

有形固定資産   

建物 231,164 231,164

減価償却累計額 △100,787 △95,980

建物（純額） 130,376 135,183

工具、器具及び備品 275,118 277,061

減価償却累計額 △214,980 △210,905

工具、器具及び備品（純額） 60,138 66,156

有形固定資産合計 190,514 201,339

無形固定資産   

のれん 3,412 3,750

商標権 694 723

ソフトウエア 15,514 18,555

電話加入権 18,863 18,863

無形固定資産合計 38,485 41,893

投資その他の資産   

出資金 400 400

破産更生債権等 2,471 2,471

長期前払費用 12,633 13,766

差入保証金 668,424 674,698

保険積立金 240 240

貸倒引当金 △2,471 △2,471

投資その他の資産合計 681,699 689,106

固定資産合計 910,699 932,338

繰延資産   

社債発行費 2,942 3,596

繰延資産 2,942 3,596

資産合計 2,319,172 2,365,433
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年７月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年４月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 489,586 480,336

短期借入金 79,170 91,668

1年内返済予定の長期借入金 41,711 50,014

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

未払金 28,721 27,290

未払費用 40,882 41,473

未払法人税等 3,140 8,559

未払消費税等 172 －

前受金 11 6

預り金 65,656 61,455

賞与引当金 9,540 17,053

短期解約返戻引当金 2,101 2,884

その他 10 －

流動負債合計 780,704 800,742

固定負債   

社債 460,000 460,000

長期借入金 － 8,359

退職給付引当金 8,602 11,293

長期未払金 58,764 58,764

長期預り保証金 10,800 10,800

固定負債合計 538,166 549,216

負債合計 1,318,870 1,349,959

純資産の部   

株主資本   

資本金 594,500 594,500

資本剰余金 264,700 264,700

利益剰余金 141,101 156,274

株主資本合計 1,000,301 1,015,474

純資産合計 1,000,301 1,015,474

負債純資産合計 2,319,172 2,365,433
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成20年７月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年７月31日) 

売上高 2,240,891 1,852,844

売上原価 1,767,793 1,443,073

売上総利益 473,097 409,770

販売費及び一般管理費 538,627 427,831

営業損失（△） △65,529 △18,061

営業外収益   

受取利息 175 195

営業支援金収入 19,453 6,956

その他 1,788 1,507

営業外収益合計 21,417 8,660

営業外費用   

支払利息 731 881

社債利息 2,084 1,808

社債発行費償却 558 654

支払保証料 1,157 844

その他 246 45

営業外費用合計 4,778 4,234

経常損失（△） △48,890 △13,635

特別利益   

貸倒引当金戻入額 340 70

退職給付引当金戻入額 － 770

特別利益合計 340 840

特別損失   

固定資産売却損 201 －

固定資産除却損 2,804 963

減損損失 5,377 －

賃貸借契約解約損 12,908 －

特別損失合計 21,291 963

税引前四半期純損失（△） △69,842 △13,758

法人税、住民税及び事業税 1,665 1,414

法人税等合計 1,665 1,414

四半期純損失（△） △71,507 △15,172
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成20年７月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年７月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △69,842 △13,758

減価償却費 23,552 15,522

減損損失 5,377 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △19,870 △7,513

短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） △15,078 △783

退職給付引当金の増減額（△は減少） 711 △2,690

貸倒引当金の増減額（△は減少） △340 △70

受取利息及び受取配当金 △175 △195

支払利息及び社債利息 2,816 2,690

固定資産除却損 2,804 963

固定資産売却損益（△は益） 201 －

賃貸借契約解約損 12,908 －

売上債権の増減額（△は増加） 251,767 △20,955

たな卸資産の増減額（△は増加） △35,305 △86,127

仕入債務の増減額（△は減少） △17,290 9,250

その他 △42,205 10,938

小計 100,031 △92,731

利息及び配当金の受取額 12 23

利息の支払額 △2,175 △2,319

法人税等の支払額 △4,049 △6,295

営業活動によるキャッシュ・フロー 93,819 △101,322

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △412 △848

固定資産の売却による収入 17 －

差入保証金の差入による支出 △9,404 －

差入保証金の回収による収入 3,020 18,123

その他 △2,690 △820

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,468 16,455

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） △70,000 △12,498

長期借入金の返済による支出 △24,993 △16,662

配当金の支払額 △25 △27

財務活動によるキャッシュ・フロー △95,018 △29,187

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △10,668 △114,055

現金及び現金同等物の期首残高 98,449 329,519

現金及び現金同等物の四半期末残高 87,780 215,464
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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事業部門別売上高の状況  

  

６．その他の情報

区    分 

前期  平成21年４月期 当期  平成22年４月期 

前年同期比 第１四半期 会計期間 第１四半期 会計期間 

売上高 構成比 売上高 構成比 

(1）移動体通信関連事業 百万円 ％ 百万円 ％ ％

  ① 通 信 機 器 販 売 1,226 54.8 834 45.1 △32.0

  ② 受 取 手 数 料 収 入 913 40.7 947 51.1 3.8

  小 計 2,140 95.5 1,782 96.2 △16.7

    

(2）固定通信関連事業           

  ① 電 話 加 入 権 販 売 15 0.7 8 0.5 △42.2

  ② 受 取 手 数 料 収 入 48 2.2 26 1.4 △44.6

  小 計 64 2.9 35 1.9 △44.0

    

(3）その他の事業 

  ①その他の商品売上高 23 1.0 24 1.4 5.0

  ②その他の手数料収入 13 0.6 9 0.5 △24.5

  小 計 36 1.6 34 1.9 △5.5

売 上 合 計 2,240 100.0 1,852 100.0 △17.3
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