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1.  平成22年4月期第3四半期の業績（平成21年5月1日～平成22年1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3四半期 5,135 △10.5 △95 ― △95 ― △101 ―
21年4月期第3四半期 5,736 △53.3 △183 ― △82 ― △142 ―

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3四半期 △3,269.12 ―
21年4月期第3四半期 △4,596.92 ―

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3四半期 2,144 914 42.6 29,488.12
21年4月期 2,365 1,015 42.9 32,757.24

（参考） 自己資本   22年4月期第3四半期  914百万円 21年4月期  1,015百万円

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

（予想）
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   

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 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3四半期 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3四半期  ―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3四半期 31,000株 21年4月期第3四半期 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３四半期累計期間（平成21年５月１日から平成22年１月31日）におけるわが国経済は、政府の景気対策

や、中国・アジアの新興国を始めとした海外経済の回復を背景として、輸出の増加や生産の一部に持ち直しの動

きが見える等、景気の動向に底打ち感が漂う中で推移してまいりました。 

  しかしながら、一方では企業収益の低迷や急激な円高の進行により、企業における設備投資の低迷や雇用不安

は依然として続いており、さらにデフレ経済の進展等も加わり、国内景気の先行きに厳しい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、主力の移動体通信関連事業において、当第３四半期累計期間末におけ

る携帯電話・ＰＨＳ等、移動体通信サービスへの累計加入契約件数は 115,267千件となり、当第３四半期累計期

間の新規加入から解約を差し引いた純増数は2,873千件と、前年同四半期累計期間に比べ 147千件（4.9％減）の

減少となる等、市場の成熟化はますます進展しております。（注1） 

  このような事業環境の中、当社といたしましては、主力である移動体通信関連事業においては、係る市場の成

熟化に対応するため、既存の移動体通信サービス利用者への二台目需要や、旧機種からの買い替え需要の獲得に

向け、店頭での使用済み携帯電話の下取りや買取りサービスを実施する等、消費者への購買意欲の促進に努める

共に、効率的な人員配置の徹底による店舗運営コストの削減等に努めてまいりました。 

  また、固定通信関連事業におきましては、「ＡＤＳＬ付き電話加入権セット」の販売は、光ファイバー回線を

始めとするＦＴＴＨ（注2）等の社会への普及に伴い、販売回線数は減少傾向が続いており販売コストの低廉なイ

ンターネットによるＷＥＢ販売を中心に販売回線数の減少に対応しつつ、光ファイバー回線を始めとするＦＴＴ

ＨやＤＳＬ（注3）等、ブロードバンドサービスへの加入促進に注力してまいりました。 

  その他の事業分野におきましては、直営店舗である情報通信ショップ「ｅ－ＢｏｏｏＭ」において、中古携帯

電話機「エコたん」の販売・買取りを強化すると共に、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を始め、同事業専属の営業部門による各法人へのアプローチ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。 

  しかしながら、当第３四半期累計期間における経営成績は、移動体通信関連事業においては、当第２四半期累

計期間に引き続き、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よる販売機会の減少と、景気の停滞による消

費マインドの低下により、売上高および販売台数は共に、前年同四半期を下回る結果となりました。 

  また、ＦＴＴＨやＤＳＬ等を始めとするブロードバンドサービスの獲得は、市場の成熟化に伴い低調に推移す

ると共に、その他の事業における中古携帯電話機「エコたん」の販売は、中古携帯電話機の確保が当初計画を下

回ったことによる販売機会の損失により、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を合

わせた売上高は、5,135百万円と前年同四半期の売上高 5,736百万円に比べ 601百万円、10.5％の減少となりまし

た。 

  営業利益につきましては、効率的な人員配置の徹底による店舗運営コストの削減等、全社を上げて更なるコス

ト低減に努めてまいりました。 

  しかしながら、主力である移動体通信関連事業での売上高および販売台数の減少をこれらコストの削減で補う

ことができず、また、販売面において堅調な中古携帯電話機「エコたん」事業では、仕入に相当する中古携帯電

話機の確保において、店舗での下取り施策は比較的順調に推移したものの、新たな仕入元チャネルの開拓や一般

法人からの買取り施策が当初の計画を下回ったことによる商品不足により、営業損失 95百万円（前年同四半期は

183百万円の営業損失）となりました。 

  また、経常利益および四半期純利益につきましては、営業外収益において店舗支援金収入等が11百万円あった

ものの、支払利息等の営業外費用11百万円を差引いた結果、経常損失95百万円（前年同四半期は82百万円の経常

損失）となり、税金費用等を差引いた四半期純損失は 101百万円（前年同四半期は142百万円の四半期純損失）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。 

  

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３四半期累計期間における移動体通信関連事業におきましては、市場の成熟化と割賦販売制度の普及に

伴う端末価格の上昇や、長期利用者への低廉な通信料金設定等の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減少と、景気の停滞による消費マインドの低下により、移動体

通信端末機器の販売は、当第２四半期累計期間に引き続き厳しい状況で推移いたしました。 

このような事業環境の中、当社におきましては、既存の移動体通信サービス利用者への二台目需要や、旧機

種からの買い替え需要の獲得に向け、店頭での使用済み携帯電話の下取りや買取りサービスを実施する等、消

費者への購買意欲の促進に努めてまいりました。 

しかしながら、携帯電話・ＰＨＳ等の端末機器の販売は、スマートフォンに代表される高機能端末機器の販

売においては堅調に推移したものの、従来タイプの端末機器については機能面やデザイン面での目新しさが無

く、また価格面からも割賦販売制度の普及に伴う端末価格の上昇を嫌気されたこと等も加わり、当第３四半期

累計期間における売上高は 4,920百万円（販売台数 72,196台）と前年同四半期における売上高 5,491百万円

（販売台数 81,813台）に比べ 570百万円（販売台数 9,617台）率にして 10.4％（販売台数 11.8％減）の減少

となりました。 

  

（固定通信関連事業） 

当第３四半期累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「ＡＤＳＬ付き電話加入

権セット」の販売は、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３四半期累計期間における売上高は17百万

円（契約数 1,081件）と前年同四半期における売上高 33百万円（契約数 1,996件）に比べ 16百万円（契約数 

915件）率にして 48.3％（契約数 45.8％減）の減少となりました。 

また、ＡＤＳＬ付き電話加入権のセット販売につきましては、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販売が減少したことにより、売上高は66百万円（販売回線数 4,972回線）と前年同四半

期における売上高 121百万円（販売回線数 8,662回線）に比べ 54百万円（販売回線数 3,690回線）率にして 

45.2％（販売回線数 42.6％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は、売上高 83百万円と前年同四半期における売上高 154百万円に比べ 

71百万円、45.9％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、引き続き中古携帯電話機「エコたん」への取組みに注力してまいりました。 

具体的な同事業への取組みといたしましては、当第２四半期累計期間に引き続き首都圏と関西圏の情報通信

ショップ「ｅ－ＢｏｏｏＭ」の19店舗において、中古携帯電話機「エコたん」の取扱いコーナーの整備拡充を

行うと共に、大手家電量販店を始めリユース商品を専門に取扱う企業との協業を始め、同事業専属の営業部門

による各法人へのアプローチ等を積極的に推進してまいりました。 

また、当社直営のインターネットＷＥＢサイト「ｅ－ＢｏｏｏＭ：http://www.e-booom.com/」や携帯電話を

利用したモバイルサイトの整備等を実施することにより、消費者に対する利便性向上と販売チャネルの多様化

に努めてまいりました。 

  しかしながら、販売面が優勢になるに従い同事業の要ともなるべき中古携帯電話機の仕入が当初の計画を下

回り、そのため商品不足による販売機会の損失等も発生したことから、中古携帯電話機の確保に関し、新たな

仕入元チャネルの開拓や一般法人からの買取り施策の充実を図る等、安定的な仕入元チャネルの開拓に注力し

てまいりました。 

この結果、販売面におきましては、これらの施策が奏功したことや、引き続き各メディアによる報道も手伝

い、中古携帯電話機「エコたん」の知名度が向上すると共に、売上高については比較的順調に推移したことに

より、当第３四半期累計期間における売上高は 131百万円と前年同四半期における売上高90百万円に比べ 40百

万円、率にして45.0％の増加となりました。 
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（１）資産、負債、純資産等の状況 

（資  産）  

 当第３四半期末の流動資産は前事業年度末に比べて176百万円減少し、1,253百万円となりました。これは主
に、売掛金が24百万円、商品が36百万円増加したものの、現金及び預金が226百万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43百万円減少し、889百万円となりました。これは主に、建物が14百万
円、器具備品が10百万円、差入保証金が11百万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301百万円増加し、1,101百万円となりました。これは主に、一年以内返済
予定社債が400百万円増加したものの、買掛金が43百万円、短期借入金が33百万円、一年以内返済予定長期借
入金が33百万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420百万円減少し、128百万円となりました。これは主に、社債が410百万
円、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101百万円減少し、914百万円となりました。これは主に、利益剰余金が101
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、前事業年度末に比べ227百万円減少
し、102百万円（前事業年度末の現金及び現金同等物の期末残高は329百万円）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） 

 当事業年度の営業活動の結果、減少した資金は144百万円となりました。これは主として、税引前四半期純
損失96百万円、仕入債務の減少43百万円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） 

 当事業年度の投資活動の結果、獲得した資金は2百万円となりました。これは、主として、差入保証金の返
還による収入が18百万円あったものの固定資産の取得による支出が13百万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） 

 当事業年度の財務活動の結果、減少した資金は85百万円となりました。これは主として、長期借入金の返済
による支出が41百万円、短期借入金の返済による支出が33百万円あったことによるものです。 

  

 当社は、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２四半期累計期間の業績予想について、平
成21年12月７日付け「平成22年４月期第２四半期累計期間の業績予想との差異に関するお知らせ」にて公表しま
したとおり、当期の第２四半期累計期間（平成21年５月１から平成21年10月31日）において、当初の業績予想と
の間に差異が発生しております。 
しかしながら、通期の業績予想につきましては、主力の移動体通信関連事業において、従来タイプの移動体通

信端末機器の販売は、機能面やデザイン面での目新しさが無く苦戦を強いられる結果となりましたが、スマート
フォンに代表される高機能端末機器の販売は、端末機器を割賦にて購入された長期利用者層の機器の更新を始め
として、当第３四半期累計期間以降も引き続き堅調に推移しております。 
また、このような状況に加え、当第３四半期累計期間中は、中古携帯電話機の仕入が当初の予定通りに進まな

かったことによる商品不足等、販売機会の損失が発生いたしましたが、当第３四半期以降においては、仕入元チ
ャネルの開拓等、中古携帯電話機の確保に向けた施策が奏功しつつあり、また、端末機器を割賦にて購入された
長期利用者層の機器の更新時期にあたること等により、今後の業績面においては、当初の計画通りに推移するも
のと考えております。 
このため、通期の業績予想（平成21年6月12日付、「平成21年４月期決算短信（非連結）」にて公表）につきま

しては、変更はおこなっておりません。 
   

  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３四半期会計期間末 
(平成22年１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 294,786 521,775

売掛金 646,981 622,312

商品 248,214 211,885

貯蔵品 632 687

前払費用 40,317 43,605

未収入金 22,004 28,964

その他 462 337

貸倒引当金 － △70

流動資産合計 1,253,400 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 △110,400 △95,980

建物（純額） 120,763 135,183

工具、器具及び備品 280,101 277,061

減価償却累計額 △224,461 △210,905

工具、器具及び備品（純額） 55,639 66,156

有形固定資産合計 176,403 201,339

無形固定資産   

商標権 636 723

ソフトウエア 9,513 18,555

のれん 2,737 3,750

電話加入権 18,863 18,863

ソフトウエア仮勘定 5,355 －

無形固定資産合計 37,105 41,893

投資その他の資産   

出資金 367 400

破産更生債権等 2,471 2,471

長期前払費用 11,460 13,766

差入保証金 663,438 674,698

保険積立金 241 240

貸倒引当金 △2,471 △2,471

投資その他の資産合計 675,507 689,106

固定資産合計 889,016 932,338

繰延資産   

社債発行費 1,921 3,596

繰延資産合計 1,921 3,596

資産合計 2,144,338 2,365,433

日本テレホン株式会社（9425）　平成22年４月期第３四半期決算短信（非連結）

6 ページ



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年１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 436,682 480,336

短期借入金 58,340 91,668

1年内返済予定の長期借入金 16,690 50,014

1年内償還予定の社債 420,000 20,000

未払金 34,450 27,290

未払費用 40,949 41,473

未払法人税等 5,869 8,559

前受金 － 6

前受収益 920 －

預り金 75,349 61,455

賞与引当金 8,780 17,053

短期解約返戻引当金 3,951 2,884

流動負債合計 1,101,981 800,742

固定負債   

社債 50,000 460,000

長期借入金 － 8,359

退職給付引当金 8,660 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 128,225 549,216

負債合計 1,230,206 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 54,931 156,274

株主資本合計 914,131 1,015,474

純資産合計 914,131 1,015,474

負債純資産合計 2,144,338 2,365,433
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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）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年１月31日) 

売上高 5,736,620 5,135,325

売上原価 4,414,029 4,007,895

売上総利益 1,322,591 1,127,429

販売費及び一般管理費 1,505,647 1,222,713

営業損失（△） △183,055 △95,284

営業外収益   

受取利息 780 528

営業支援金収入 110,911 9,311

その他 3,871 2,150

営業外収益合計 115,562 11,990

営業外費用   

支払利息 1,743 2,149

社債利息 6,253 5,364

社債発行費償却 1,675 1,675

支払保証料 3,247 2,503

その他 1,979 149

営業外費用合計 14,899 11,842

経常損失（△） △82,392 △95,135

特別利益   

原状回復費等戻入益 2,393 －

貸倒引当金戻入額 360 70

特別利益合計 2,753 70

特別損失   

固定資産売却損 1,804 －

固定資産除却損 9,475 1,933

減損損失 28,224 －

賃貸借契約解約損 18,423 －

特別損失合計 57,928 1,933

税引前四半期純損失（△） △137,567 △96,999

法人税、住民税及び事業税 4,937 4,343

法人税等合計 4,937 4,343

四半期純損失（△） △142,504 △101,342
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年１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（△） △137,567 △96,999

減価償却費 71,395 46,145

減損損失 28,224 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △21,725 △8,273

短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） △36,607 1,066

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,851 △2,632

貸倒引当金の増減額（△は減少） 641 △70

受取利息及び受取配当金 △780 △528

支払利息及び社債利息 7,997 7,513

固定資産除却損 9,475 1,933

固定資産売却損益（△は益） 1,804 －

賃貸借契約解約損 18,423 －

売上債権の増減額（△は増加） 435,549 △24,668

たな卸資産の増減額（△は増加） 133,568 △36,274

仕入債務の増減額（△は減少） △335,374 △43,653

その他 △58,178 22,626

小計 128,700 △133,813

利息及び配当金の受取額 606 577

利息の支払額 △5,729 △5,325

法人税等の支払額 △6,820 △6,186

営業活動によるキャッシュ・フロー 116,756 △144,748

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △192,028 △192,323

定期預金の払戻による収入 191,960 192,255

固定資産の取得による支出 △16,976 △13,708

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 △26,678 －

差入保証金の回収による収入 130,569 18,123

その他 △5,512 △1,617

投資活動によるキャッシュ・フロー 81,351 2,730

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 △33,328

長期借入金の返済による支出 △63,899 △41,683

社債の償還による支出 △10,000 △10,000

配当金の支払額 △73 △27

財務活動によるキャッシュ・フロー △143,972 △85,038

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 54,136 △227,056

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 152,585 102,463
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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

（第３四半期）累計期間（平成21年５月～平成22年１月）   

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 
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 3,175 55.3 2,618 51.0 △17.5

  ② 受 取 手 数 料 収 入 2,315 40.4 2,301 44.8 △0.6

  小 計 5,491 95.7 4,920 95.8 △10.4

    

( 2 ） 固 定 通 信 関 連 事 業          

  ① 電 話 加 入 権 販 売 48 0.8 26 0.5 △45.3

  ② 受 取 手 数 料 収 入 106 1.9 57 1.1 △46.1

  小 計 154 2.7 83 1.6 △45.9

    

( 3 ） そ の 他 の 事 業

  ①その他の商品売上高 59 1.1% 94 1.9 58.1

  ②その他の手数料収入 30 0.5% 37 0.7 19.9

  小 計 90 1.6% 131 2.6 45.0

売 上 合 計 5,736 100.0 5,135 100.0 △10.5
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