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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21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）

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 ％

22年3月期第2四半期 22,755 △2.1 5,182 △1.5 5,225 △2.0 3,380 0.3
21年3月期第2四半期 23,236 ― 5,258 ― 5,330 ― 3,369 ―

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3月期第2四半期 12,362.07 ―

21年3月期第2四半期 12,322.47 ―

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3月期第2四半期 48,180 40,143 83.3 146,820.72
21年3月期 46,801 37,780 80.7 138,178.23

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  40,143百万円 21年3月期  37,780百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 3,500.00 ― 3,750.00 7,250.00

22年3月期 ― 3,750.00

22年3月期 
（予想）

― 3,750.00 7,500.00

3.  平成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  
 

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 44,000 △4.5 9,000 △13.1 9,100 △13.4 5,700 △5.0 20,847.05
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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  
（注）詳細は、８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3月期第2四半期 273,420株 21年3月期  273,420株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  ―株 21年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 273,420株 21年3月期第2四半期 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22年３月期の業績予想は、「平成21年３月期 決算短信（非連結）」（平成21年４月22日付）において公表した金額より変更しておりません。 
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、７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。 
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(1）業績の概要 

わが国経済は、雇用情勢が一段と厳しさを増しているものの、企業収益の大幅な減少はそのテンポを緩めてお

り、在庫調整の一巡や経済対策の効果により、景気は持ち直しの動きがみられております。 

一方、当社業務区域の沖縄県の経済においては、観光関連では県内での新型インフルエンザ感染拡大に伴うキャ

ンセル等の影響を受け入域観光客数は前年を下回ったほか、雇用・所得情勢も一段と厳しい状況が続いているもの

の、各種経済対策の効果等により県内景気の悪化には歯止めがかかっております。 

この間、国内の携帯電話加入者（PHS除く）は平成21年９月末時点で109,634千契約となり、携帯電話市場は飽和

へと近づきつつある中、各携帯電話事業者はお客様獲得に向け、料金割引サービスの拡充や多種多様な携帯電話端

末を導入するなど、事業者間の競争は厳しい情勢が続いております。 

このような情勢のもと、平成22年３月期第２四半期累計期間（平成21年４月１日～平成21年９月30日）における

当社の経営成績は、以下のとおりであります。   

＜業績の概要＞ 

当第２四半期累計期間における営業収益については、前年同期比481,152千円減少（2.1％減）の22,755,069千円

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3.9％増加したものの、料金割引サー

ビスの拡充等によりARPU※１が前年同期比4.6％減少したことにより、前年同期比213,664千円減少（1.2％減）の

18,179,104千円となりました。附帯事業営業収益については、代理店への携帯電話出荷台数が減少したことなどに

より、前年同期比267,487千円減少（5.5％減）の4,575,964千円となりました。 

営業費用については、前年同期と比較して減価償却費等が増加したものの、機種変更数の減少によって携帯電話

出荷台数が減少したことによる売上原価の減少、ならびに『au買い方セレクト』のシンプルコース選択率上昇に伴

う販売手数料の減少などから、前年同期比404,627千円減少（2.3％減）の17,572,642千円となりました。 

以上の結果、営業利益については前年同期比76,524千円減少（1.5％減）の5,182,426千円、経常利益について  

は前年同期比105,185千円減少（2.0％減）の5,225,365千円、四半期純利益については前年同期比10,827千円増加

（0.3％増）の3,380,037千円となりました。  

※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。      

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

  
前第２四半期 

累計期間 

当第２四半期 

累計期間 
増減 増減率（％） 

営業収益（千円）  23,236,221  22,755,069  △481,152  △2.1

  電気通信事業（千円）  18,392,769  18,179,104  △213,664  △1.2

  附帯事業（千円）  4,843,452  4,575,964  △267,487  △5.5

営業費用（千円）  17,977,270  17,572,642  △404,627  △2.3

営業利益（千円）   5,258,951  5,182,426  △76,524  △1.5

経常利益（千円） 5,330,550  5,225,365  △105,185  △2.0

四半期純利益（千円）  3,369,210  3,380,037  10,827  0.3
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＜契約数・出荷台数＞   

（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．契約数は百契約未満を四捨五入して表示しております。 

     ３．携帯電話出荷台数は百台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＞  

当第２四半期累計期間における事業の状況につきましては、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、前第２四半期

末と比較して累計契約数が18,100契約増加(3.9％増)の488,700契約、EZweb契約者数が13,000契約増加（3.3％増）

の405,500契約となりました。 

携帯電話出荷台数については、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流動が

鈍化したため、前年同期比13,800台減少（15.4％減）の75,900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、解約

率が前年同期比0.12ポイント減少の0.46％と改善しております。 

機種変更率については、携帯電話出荷台数の減少と同様の要因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0.52ポイント減少の2.10％となりました。 

ARPUについては、前年同期比299円減少（4.6％減）の6,141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や『指定通話定額』導入による影響、ならびに月々の基本料金が低廉なシンプルプランの構成

比の上昇を主因として前年同期比361円減少（8.1％減）の4,087円となりました。データARPUについては、『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62円増加（3.1％増）の2,054

円となりました。 

※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。 

※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．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。 

  

  
前第２四半期 

累計期間  

当第２四半期 

累計期間  
増減 増減率（％） 

純増契約数  6,700  8,400  1,700  26.1

累計契約数   470,600  488,700  18,100  3.9

  うち「CDMA 1X WIN」  317,200  384,300  67,100  21.2

EZweb※２契約数  392,500  405,500  13,000  3.3

携帯電話出荷台数  89,700  75,900  △13,800  △15.4

  
前第２四半期 

累計期間  

当第２四半期 

累計期間 
増減 増減率（％） 

解約率※３（％）  0.58  0.46 △0.12ポイント  －

機種変更率※４（％）  2.62  2.10 △0.52ポイント  －

総合ARPU（円）  6,440  6,141  △299  △4.6

  音声ARPU（円）  4,448  4,087  △361  △8.1

  データARPU（円）  1,992  2,054  62  3.1
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(2）主なトピックス（平成21年７月１日～平成21年９月30日） 

（au携帯電話） 

・新ラインナップとして以下のようなau携帯電話を発売いたしました。 

国内で初めて※５となる、本格ハイビジョンムービーが撮影可能な『Mobile Hi-Vision CAM Wooo※６』 

バーコード、二次元コードの読み取り機能を備え、ハンディターミナルとしても利用できる法人向け携帯

電話『E06SH』 

あらゆる機能や操作に使いやすさを追求し、洗練されたスタイルを実現した『簡単ケータイK003』 

・また、携帯電話や周辺アイテムを通してお客様の暮らしをデザインする商品を作り出す新ブランド『iida』に

おける最初のArt Editionモデルとして、世界的な前衛芸術家である草間彌生氏によるアートとしての携帯電

話３作品を発売いたしました。 

また、５つの層が積み重なった斬新なデザインとカラーの『PLY』をラインナップに追加いたしました。 

上記を含め、「CDMA 1X WIN」を７機種発売いたしました。 

※５ 2009年５月現在メーカー調べ。 

※６ 「Wooo」は日立コンシューマエレクトロニクス株式会社の登録商標です。  

（料金サービス） 

・月額定額料390円（税込）をお支払いいただくことで、お客様が指定した３件までのau携帯電話番号への国内

通話が24時間無料となる『指定通話定額』の提供を開始いたしました。（８月） 

・月額定額料390円（税込）から始められるパケット通信料定額サービス『ダブル定額スーパーライト』の提供

を開始いたしました。（８月）  

（新サービス） 

・au携帯電話の専用サイトでご注文いただくことで、DVDがレンタルできるオンラインDVDレンタルサービス

『LISMO Video DVDレンタル』の提供を開始いたしました。（７月） 

・au携帯電話とPCが一体化したポータルサイト『au one』上に、人気ブランドのメンズ・レディース・キッズの

洋服や小物、アクセサリーが、24時間いつでもどこでもご購入できるファッション通販サイト『au one Brand 

Garden』の提供を開始いたしました。（９月）  

    

(1）財政状態 

＜資産、負債及び純資産の状況＞ 

  

当第２四半期会計期間末における総資産については、減価償却等による固定資産の減少や携帯電話端末の在庫減

による貯蔵品の減少等があったものの、携帯電話端末の割賦販売による売掛金の増加や親会社であるKDDI株式会社

への短期貸付金の増加等により、前期末比1,378,452千円増加（2.9％増）の48,180,438千円となりました。 

負債については、未払金や未払法人税等の減少等により、前期末比984,575千円減少（10.9％減）の8,036,718千

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る利益剰余金の増加等により、前

期末比2,363,027千円増加（6.3％増）の40,143,719千円となりました。 

以上の結果、自己資本比率は前期末の80.7％から83.3％に上昇いたしました。    

２．財政状態に関する定性的情報

  前事業年度末 
当第２四半期 

会計期間末 
増減 増減率（％） 

総資産（千円）  46,801,986  48,180,438  1,378,452  2.9

負債（千円）  9,021,293  8,036,718  △984,575  △10.9

  有利子負債（千円）  －  －  －  －

純資産（千円）  37,780,692  40,143,719  2,363,027  6.3

自己資本比率（％）  80.7  83.3 2.6ポイント  －
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(2）キャッシュ・フローの状況 

（注）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２四半期累計期間における現金及び現金同等物については、前年同期比594,240千円減少（35.2％減）し、

当第２四半期会計期間末には1,091,747千円となりました。 

 なお、当第２四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1,027,054千円となりました。 

 当第２四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、減価償却費の増加やたな卸資産の減少等があったものの、法人

税等の支払額や携帯電話端末の割賦販売による売上債権の増加及び税引前四半期純利益の減少等により、前年同期

比140,102千円減少（3.5％減）し3,919,688千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、親会社であるKDDI株式会社への短期貸付金による支出や有形固

定資産の取得による支出の減少等により、前年同期比1,121,099千円支出が減少（27.9％減）し2,892,633千円の支

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、配当金の支払額の増加により、前年同期比68,464千円支出が増加

(7.2％増)し1,024,679千円の支出となりました。 

  
前第２四半期 

累計期間 

当第２四半期 

累計期間  
増減 

営業活動によるキャッシュ・フロー（千円）  4,059,790  3,919,688  △140,102

投資活動によるキャッシュ・フロー（千円）  △4,013,733  △2,892,633  1,121,099

財務活動によるキャッシュ・フロー（千円）  △956,214  △1,024,679  △68,464

現金及び現金同等物の増減額（千円）  △910,157  2,374  912,532

現金及び現金同等物の期首残高（千円）  2,596,145  1,089,372  △1,506,772

現金及び現金同等物の四半期末残高（千円）  1,685,987  1,091,747  △594,240

フリー・キャッシュ・フロー（千円）  46,056  1,027,054  980,997
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(1）当期の見通し 

平成21年４月22日に公表いたしました業績予想から修正は行っておりません。 

＜業績の概要＞ 

＜契約数・出荷台数＞ 

（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．契約数は百契約未満を四捨五入して表示しております。 

   ３．携帯電話出荷台数は千台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＞ 

  

当期の業績見通しにおける営業収益については、累計契約数の増加が見込まれるものの、シンプルプランの構成

比が高まることによってARPUが減少し、また代理店への携帯電話出荷台数減により収入が減少すると見込まれるた

め、前期比2,087百万円減少（4.5％減）の44,000百万円を見込んでおります。 

営業費用については、減価償却費や通信設備集約に伴う固定資産除却費及び修繕費の増加等が予想されるもの

の、新規契約数と機種変更数の減少やシンプルコースの構成比の上昇によって販売手数料が減少し、また携帯電話

出荷台数減により売上原価が減少すると見込まれるため、前期比732百万円減少（2.0％減）の35,000百万円を見込

んでおります。 

以上の結果、営業利益については前期比1,354百万円減少（13.1％減）の9,000百万円、経常利益については前期

比1,413百万円減少（13.4％減）の9,100百万円、当期純利益については前期比297百万円減少（5.0％減）の5,700

百万円を見込んでおります。 

 今後、経済環境、競争状況、新サービスの成否などの不確実な要因の影響を受け、業績に変動を与える可能性の

ある事象が生じた場合などにおいては、適時に業績予想の見直しについて検討を行ってまいります。 

３．業績予想に関する定性的情報

  
平成21年３月期 

（実績） 

平成22年３月期 

（予想） 
増減 増減率（％） 

営業収益（百万円）  46,087  44,000  △2,087  △4.5

営業費用（百万円）  35,732  35,000  △732  △2.0

営業利益（百万円）   10,354  9,000  △1,354  △13.1

経常利益（百万円）  10,513  9,100  △1,413  △13.4

当期純利益（百万円）  5,997  5,700  △297  △5.0

  
平成21年３月期 

（実績） 

平成22年３月期 

（予想） 
増減 増減率（％） 

純増契約数  16,400  14,000  △2,400  △14.6

累計契約数   480,300  494,300  14,000  2.9

携帯電話出荷台数  171,000  162,000  △8,000  △5.0

  
平成21年３月期 

（実績） 

平成22年３月期 

（予想） 
増減 増減率（％） 

解約率（％）  0.51  0.42 △0.09ポイント －

機種変更率（％）  2.40  2.25 △0.15ポイント －

総合ARPU（円）  6,319  5,800  △519  △8.2

  音声ARPU（円）  4,318  3,780  △538  △12.5

  データARPU（円）  2,001  2,020  19  1.0
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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、自然災害・事故等によるサー

ビスの停止等を防止できるかどうか、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、訴訟等

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、電気通信業界における事業再編、減損会計、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。 

  

① 簡便な会計処理 

  

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。 

  

該当事項はありません。 

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

  
当第２四半期累計期間 

（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30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２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21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 29,483,431 29,140,587

減価償却累計額 △20,829,107 △20,082,029

機械設備（純額） 8,654,324 9,058,557

空中線設備 8,302,398 8,096,507

減価償却累計額 △3,371,776 △3,188,740

空中線設備（純額） 4,930,622 4,907,766

市外線路設備 6,594 33,978

減価償却累計額 △4,118 △30,535

市外線路設備（純額） 2,475 3,442

土木設備 72,084 90,765

減価償却累計額 △26,251 △36,826

土木設備（純額） 45,832 53,938

建物 4,948,982 4,785,545

減価償却累計額 △1,203,171 △1,125,396

建物（純額） 3,745,810 3,660,149

構築物 895,409 886,785

減価償却累計額 △566,453 △541,605

構築物（純額） 328,955 345,180

機械及び装置 396 811

減価償却累計額 △386 △786

機械及び装置（純額） 9 24

車両 133,307 132,847

減価償却累計額 △15,529 △2,214

車両（純額） 117,777 130,633

工具、器具及び備品 720,653 594,115

減価償却累計額 △245,408 △219,652

工具、器具及び備品（純額） 475,244 374,463

土地 544,581 544,581

建設仮勘定 248,433 342,503

有形固定資産合計 19,094,069 19,421,241

無形固定資産   

施設利用権 123,160 129,688

ソフトウェア 39,524 32,181

借地権 2,000 2,000

電話加入権 7,816 7,255

無形固定資産合計 172,500 171,124

電気通信事業固定資産合計 19,266,569 19,592,366
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

附帯事業固定資産   

有形固定資産   

有形固定資産 6,567 5,919

減価償却累計額 △1,055 △474

有形固定資産（純額） 5,511 5,444

有形固定資産合計 5,511 5,444

附帯事業固定資産合計 5,511 5,444

投資その他の資産   

投資有価証券 120,140 106,328

社内長期貸付金 7,155 7,477

長期前払費用 285,858 288,692

繰延税金資産 1,357,400 1,292,744

敷金及び保証金 114,997 111,539

その他の投資及びその他の資産 75,860 64,915

貸倒引当金 △76,487 △65,520

投資その他の資産合計 1,884,925 1,806,176

固定資産合計 21,157,006 21,403,986

流動資産   

現金及び預金 1,091,747 1,089,372

売掛金 7,277,571 6,258,552

未収入金 1,201,733 1,349,083

貯蔵品 457,313 873,110

前払費用 77,596 82,255

繰延税金資産 643,263 641,680

関係会社短期貸付金 16,435,408 15,311,464

その他の流動資産 373 542

貸倒引当金 △161,574 △208,063

流動資産合計 27,023,432 25,397,999

資産合計 48,180,438 46,801,986
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

固定負債   

退職給付引当金 52,318 45,066

ポイント引当金 1,654,526 1,519,228

その他の固定負債 69,515 69,515

固定負債合計 1,776,360 1,633,810

流動負債   

買掛金 491,915 733,989

未払金 2,602,184 3,012,200

未払費用 75,302 73,901

未払法人税等 1,942,200 2,512,200

前受金 998,891 916,634

預り金 21,771 10,052

賞与引当金 120,353 113,025

役員賞与引当金 7,740 15,480

流動負債合計 6,260,358 7,387,483

負債合計 8,036,718 9,021,293

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 31,600,000 27,700,000

繰越利益剰余金 5,439,968 6,985,255

利益剰余金合計 37,104,394 34,749,681

株主資本合計 40,133,966 37,779,253

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9,753 1,439

評価・換算差額等合計 9,753 1,439

純資産合計 40,143,719 37,780,692

負債・純資産合計 48,180,438 46,801,986
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

電気通信事業営業損益   

営業収益 18,392,769 18,179,104

営業費用   

営業費 4,210,381 4,338,187

施設保全費 927,380 1,082,232

管理費 599,699 628,343

減価償却費 1,490,954 1,978,053

固定資産除却費 70,824 169,075

通信設備使用料 2,895,179 2,966,422

租税公課 182,851 154,378

営業費用合計 10,377,271 11,316,693

電気通信事業営業利益 8,015,497 6,862,411

附帯事業営業損益   

営業収益 4,843,452 4,575,964

営業費用 7,599,998 6,255,949

附帯事業営業損失（△） △2,756,545 △1,679,984

営業利益 5,258,951 5,182,426

営業外収益   

受取利息 ※  58,781 ※  31,180

受取配当金 1,096 1,078

受取手数料 919 1,121

受取賃貸料 3,882 3,714

雑収入 6,920 5,844

営業外収益合計 71,599 42,938

経常利益 5,330,550 5,225,365

税引前四半期純利益 5,330,550 5,225,365

法人税、住民税及び事業税 2,182,446 1,917,064

法人税等調整額 △221,106 △71,736

法人税等合計 1,961,340 1,845,327

四半期純利益 3,369,210 3,380,037
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

電気通信事業営業損益   

営業収益 9,273,656 9,159,309

営業費用   

営業費 2,105,780 2,160,561

施設保全費 475,415 562,907

管理費 300,007 316,604

減価償却費 765,255 1,002,907

固定資産除却費 34,208 153,575

通信設備使用料 1,465,194 1,473,277

租税公課 89,644 76,493

営業費用合計 5,235,506 5,746,326

電気通信事業営業利益 4,038,149 3,412,982

附帯事業営業損益   

営業収益 2,308,130 2,142,277

営業費用 3,396,987 2,835,636

附帯事業営業損失（△） △1,088,857 △693,359

営業利益 2,949,291 2,719,623

営業外収益   

受取利息 ※  30,386 ※  14,718

受取手数料 459 403

受取賃貸料 1,896 1,716

雑収入 3,240 4,097

営業外収益合計 35,981 20,934

経常利益 2,985,273 2,740,558

税引前四半期純利益 2,985,273 2,740,558

法人税、住民税及び事業税 1,269,368 1,089,751

法人税等調整額 △215,882 △140,949

法人税等合計 1,053,485 948,801

四半期純利益 1,931,787 1,791,756
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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) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 5,330,550 5,225,365

減価償却費 1,490,954 1,978,633

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,089 △35,523

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24,059 7,252

ポイント引当金の増減額（△は減少） 148,758 135,297

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,876 7,328

固定資産除却損 42,245 135,223

受取利息及び受取配当金 △59,877 △32,258

売上債権の増減額（△は増加） △433,952 △1,019,018

たな卸資産の増減額（△は増加） △72,433 415,797

仕入債務の増減額（△は減少） △511,609 △242,074

その他 △270,347 △235,430

小計 5,709,313 6,340,593

利息及び配当金の受取額 59,877 32,258

法人税等の支払額 △1,709,401 △2,453,164

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,059,790 3,919,688

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 △1,951,683 △1,663,768

無形固定資産の取得による支出 － △52,545

関係会社短期貸付金による支出 △8,038,684 △7,131,173

関係会社短期貸付金の回収による収入 6,042,820 6,007,229

その他の支出 △69,471 △70,721

その他の収入 3,285 18,344

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,013,733 △2,892,633

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △956,214 △1,024,679

財務活動によるキャッシュ・フロー △956,214 △1,024,679

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） △910,157 2,374

現金及び現金同等物の期首残高 2,596,145 1,089,372

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  1,685,987 ※  1,091,747
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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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【注記事項】 

（四半期貸借対照表関係）  

当第２四半期会計期間末（平成21年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

前事業年度末（平成21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）  

  

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

６．その他の情報

前第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） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

※ 関係会社に係る営業外収益 ※ 関係会社に係る営業外収益 

受取利息 千円58,684 受取利息 千円31,173

前第２四半期会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

※ 関係会社に係る営業外収益 ※ 関係会社に係る営業外収益 

受取利息 千円30,294 受取利息 千円14,711

前第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） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30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９月30日現在）

（千円）

※ 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21年９月30日現在）

（千円）

  

現金及び預金勘定 1,685,987

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 －

現金及び現金同等物 1,685,987

現金及び預金勘定 1,091,747

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 －

現金及び現金同等物 1,091,747
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（株主資本等関係） 

当第２四半期会計期間末（平成21年９月30日）及び当第２四半期累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９

月30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 

(2）基準日が当第２四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２四半期会計期間末後とな

るもの 

  

（有価証券関係） 

当第２四半期会計期間末（平成21年９月30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２四半期会計期間末（平成21年９月30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、該当事項はありせん。 

  

（持分法損益等） 

前第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） 

該当事項はありません。 

  

当第２四半期累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日）  

該当事項はありません。 

  

前第２四半期会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

当第２四半期会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30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２四半期会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

  
（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21年６月16日 

定時株主総会 
普通株式  1,025,325  3,750 平成21年３月31日 平成21年６月17日 利益剰余金 

  
（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21年10月22日 

取締役会 
普通株式  1,025,325  3,750 平成21年９月30日 平成21年12月４日 利益剰余金 
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（企業結合等関係） 

当第２四半期会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報） 

１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額等 

 （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。 

 （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。 

  

（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２四半期会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日） 

著しい変動がないため記載を省略しております。 

  

当第２四半期会計期間末 
（平成21年９月30日） 

前事業年度末 
（平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 146,820.72円 １株当たり純資産額 138,178.23円

前第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） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 12,322.47円 １株当たり四半期純利益金額 12,362.07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をしておりませ

ん。 

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をしておりませ

ん。 

  
前第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） 

当第２四半期累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

四半期純利益（千円）  3,369,210  3,380,037

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益（千円）  3,369,210  3,380,037

期中平均株式数（株）  273,420  273,420

前第２四半期会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 7,065.27円 １株当たり四半期純利益金額 6,553.13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をしておりませ

ん。 

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をしておりませ

ん。 

  
前第２四半期会計期間

（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期会計期間
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

四半期純利益（千円）  1,931,787  1,791,756

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益（千円）  1,931,787  1,791,756

期中平均株式数（株）  273,420  273,420
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