
  

１．平成23年３月期第１四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  138,812  2.6  3,254 △21.5  3,229  △20.9  1,534 △32.4

22年３月期第１四半期  135,306  80.2  4,146  134.1  4,081  167.6  2,270  242.1

  
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 

23年３月期第１四半期  2,995  33  2,993  68

22年３月期第１四半期  4,432  25  4,429  72

  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 

23年３月期第１四半期  126,089  31,035  24.6  60,569  95

22年３月期  147,390  31,061  21.1  60,619  38

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 31,035百万円 22年３月期 31,061百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期              3,000 00           3,000 00  6,000  00

23年３月期            

23年３月期（予想）  2,750 00           2,750 00  5,500  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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）  276,000  △1.4  6,150  △23.7  6,050  △23.8  3,000  △31.1  5,854  86

通期  571,000  0.9  13,600  △10.5  13,400  △10.5  7,000  △14.0  13,661  34



４．その他（詳細は、［添付資料］４ページ「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（３）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であります。なお、この

四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しておりま

す。  

  

※  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、四半期決算短信（添付資料）２ページ「業

績予想に関する定性的情報」をご覧ください。  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 512,395株 22年３月期 512,395株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ －株 22年３月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 512,395株 22年３月期１Ｑ 512,367株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期（平成22年４月～６月）におけるわが国経済は、アジアを中心とする新興国の経済成長に伴う輸

出・生産の増加、企業収益の改善や個人消費の持ち直しが見られる等、緩やかに回復しつつあります。一方で、欧

州における金融危機や米国の景気先行き不安に加え、円高の進行やデフレ状況、厳しい雇用環境が続く等、先行き

は依然として不透明な状況にありました。 

 当社の主な事業分野である携帯電話販売市場においては、前期に引き続き厳しい市場環境が続いたものの、個人

消費の持ち直しに加え、スマートフォンやデータ通信端末等の販売が順調に推移いたしました。 

 当社はモバイル事業において、スマートフォンやデータ通信端末の販売およびサービス廃止が予定されている旧

規格対応端末から新規格対応端末への切り替え需要の取り込み等に注力した結果、販売台数は前年同期に比べ増加

いたしました。しかしながら、廉価端末の増加や市場競争の激化に伴う値引き施策の拡大に加え、通信事業者の販

売代理店に対する手数料体系改定の影響等により、営業利益は減少いたしました。 

 ネットワーク事業においては、市場の成熟化に伴い、FTTH等光回線サービスの販売およびマイラインサービスの

獲得が低調に推移した結果、売上高および営業利益は減少いたしました。 

 プリペイド決済サービス事業他では、大手コンビニエンスストア販路でのPIN（Personal Identification 

Number）販売システムを用いた電子マネー系商材の販売が好調に推移した結果、売上高および営業利益は増加いた

しました。 

 この結果、当第１四半期（平成22年４月～６月）における業績は、売上高 百万円（前年同期比2.6％

増）、営業利益 百万円（前年同期比21.5％減）、経常利益 百万円（前年同期比20.9％減）となりまし

た。なお、当第１四半期に「資産除去債務に関する会計基準」の適用初年度にかかる特別損失を４億円計上した結

果、四半期純利益は 百万円（前年同期比32.4％減）となりました。 

  

 セグメントの業績は次のとおりであります。  

  

（モバイル事業） 

 当第１四半期（平成22年４月～６月）につきましては、引き続き好調であったスマートフォンやデータカード、

デジタルフォトフレーム等のデータ通信端末の販売およびサービス廃止が予定されている旧規格対応端末から新規

格対応端末への切り替え需要の取り込み等に注力いたしました。加えて、代理店営業・法人営業の更なる強化等に

努めた結果、携帯電話販売台数は129万台（前年同期比9.1％増）となりました。 

 しかしながら、廉価端末の増加や市場競争の激化に伴う値引き施策の拡大等により、売上高は1,162億５百万円

（前年同期比0.3％減）となりました。営業利益については、既存販路の 適化や業務効率化、統合効果の実現に

おいて一定の成果があったものの、前述の廉価端末の増加や値引き施策の拡大に加え、通信事業者の販売代理店に

対する手数料体系改定の影響等により、24億15百万円（前年同期比19.2％減）となりました。 

  

（ネットワーク事業） 

 当第１四半期（平成22年４月～６月）につきましては、引き続き有力代理店を中心とする販売体制の整備や直販

での提案営業の強化、他社とのアライアンス等、加入促進策を実施いたしました。しかしながら、市場の成熟化に

伴いFTTH等光回線サービス販売およびマイラインサービス獲得が低調に推移したこと等によって、売上高は56億27

百万円（前年同期比2.8％減）、営業利益は６億35百万円（前年同期比37.3％減）となりました。 

  

（プリペイド決済サービス事業他） 

 当第１四半期（平成22年４月～６月）につきましては、PIN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における電子マネー系商材の販売が好調に推移した結果、売上高は169億80百万円（前年同期

比30.6％増）、営業利益は２億２百万円（前年同期比42.2％増）となりました。  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

1,388億12

32億54 32億29

15億34
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（２）財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

流動資産は、前事業年度末に比べ16.8％減少し、1,065億58百万円となりました。これは、商品が24億７百万円

増加し、売掛金が206億53百万円、未収入金が24億76百万円それぞれ減少したことによります。 

固定資産は、前事業年度末に比べ0.8％増加し、195億30百万円となりました。これは、有形固定資産が４億36百

万円増加し、のれんが３億79百万円減少したことによります。 

この結果、総資産は前事業年度末に比べ14.5％減少し1,260億89百万円となりました。  

（負債）  

流動負債は、前事業年度末に比べ19.4％減少し、900億73百万円となりました。これは、買掛金が133億65百万

円、短期借入金が29億円、未払金が26億83百万円、未払法人税等が19億72百万円それぞれ減少したことによりま

す。 

固定負債は、前事業年度末に比べ8.4％増加し、49億80百万円となりました。これは、長期借入金が５億82百万

減少し、資産除去債務が10億５百万円増加したことによります。 

この結果、負債合計は、前事業年度末に比べ18.3％減少し、950億53百万円となりました。   

（純資産）  

純資産は、前事業年度末に比べ0.1％減少し、310億35百万円となりました。   

（キャッシュ・フロー）  

営業活動によるキャッシュ・フローでは53億48百万円の獲得（前年同期比39.1％減）となりました。これは主に

税引前四半期純利益で28億63百万円計上したこと、売上債権の減少206億53百万円、仕入債務の減少133億65百万円

および、未払法人税等の支払27億22百万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３億７百万円の支出（前年同四半期は１億39百万円の獲得）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２億89百万円、ソフトウェアの取得による支出68百万円および、敷

金の回収45百万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51億66百万円の支出（前年同期比15.9％減）となりました。これは主に

短期借入金の減少29億円および、配当金の支払14億34百万円によるものであります。 

以上により、当四半期会計期間末における現金および現金同等物は前事業年度末より１億24百万円減少し13億40

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22年５月13日に公表いたしました第２四半期累計期間および通期の業績予想に変更はありません。 

 当第１四半期業績の、平成22年５月13日に公表いたしました通期業績予想に対する進捗率は、売上高24.3％、営

業利益23.9％、経常利益24.1％、四半期純利益21.9％で推移しております。 
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用

しております。 

これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ15百万円、税引前四半期純利益は、415百万円減少しておりま

す。  

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 

  

  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,340 1,465

売掛金 52,228 72,882

商品 37,771 35,363

貯蔵品 87 74

未収入金 13,694 16,171

その他 1,443 2,086

貸倒引当金 △8 △37

流動資産合計 106,558 128,007

固定資産   

有形固定資産 3,557 3,121

無形固定資産   

のれん 8,445 8,824

その他 880 877

無形固定資産合計 9,325 9,702

投資その他の資産   

敷金 4,250 4,244

その他 2,451 2,368

貸倒引当金 △54 △54

投資その他の資産合計 6,647 6,559

固定資産合計 19,530 19,383

資産合計 126,089 147,390

負債の部   

流動負債   

買掛金 52,316 65,681

短期借入金 7,600 10,500

1年内返済予定の長期借入金 9,078 9,328

未払金 18,869 21,553

未払法人税等 966 2,938

預り金 498 148

引当金 595 1,363

その他 148 222

流動負債合計 90,073 111,736

固定負債   

長期借入金 2,762 3,344

退職給付引当金 445 447

資産除去債務 1,005 －

その他 767 801

固定負債合計 4,980 4,593

負債合計 95,053 116,329
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（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,098 3,098

資本剰余金 5,585 5,585

利益剰余金 22,288 22,290

株主資本合計 30,972 30,974

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 63 86

評価・換算差額等合計 63 86

純資産合計 31,035 31,061

負債純資産合計 126,089 147,390
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

売上高 135,306 138,812

売上原価 120,213 124,238

売上総利益 15,093 14,574

販売費及び一般管理費 10,946 11,319

営業利益 4,146 3,254

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 2 1

受取家賃 2 1

受取保険料 5 16

その他 4 7

営業外収益合計 16 27

営業外費用   

支払利息 77 51

その他 3 0

営業外費用合計 80 52

経常利益 4,081 3,229

特別利益   

貸倒引当金戻入額 18 29

固定資産売却益 0 11

特別利益合計 18 41

特別損失   

減損損失 10 －

固定資産除却損 1 5

固定資産売却損 0 1

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 400

特別損失合計 12 407

税引前四半期純利益 4,088 2,863

法人税、住民税及び事業税 1,086 831

法人税等調整額 730 497

法人税等合計 1,817 1,328

四半期純利益 2,270 1,534
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６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 4,088 2,863

減価償却費 347 354

のれん償却額 383 379

減損損失 10 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 400

貸倒引当金の増減額（△は減少） △18 △29

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,199 △741

短期解約損失引当金 △17 △26

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2 △2

受取利息及び受取配当金 △4 △2

支払利息 77 51

固定資産除売却損益（△は益） 1 △5

売上債権の増減額（△は増加） 20,261 20,653

未収入金の増減額（△は増加） 3,735 2,471

たな卸資産の増減額（△は増加） △222 △2,420

仕入債務の増減額（△は減少） △10,668 △13,365

未払金の増減額（△は減少） △4,156 △2,906

その他 457 444

小計 13,076 8,121

利息及び配当金の受取額 4 2

利息の支払額 △75 △53

法人税等の支払額 △4,217 △2,722

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,788 5,348

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 △158 △289

有形固定資産の売却による収入 7 25

ソフトウエアの取得による支出 △98 △68

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

貸付金の回収による収入 82 6

敷金の差入による支出 △35 △46

敷金の回収による収入 333 45

その他 9 20

投資活動によるキャッシュ・フロー 139 △307

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） △3,900 △2,900

長期借入金の返済による支出 △832 △832

配当金の支払額 △1,414 △1,434

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,146 △5,166

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,781 △124

現金及び現金同等物の期首残高 2,690 1,465

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,472 1,340
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 該当事項はありません。  

〔事業の種類別セグメント情報〕  

 前第１四半期累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

（単位：百万円）

（注）1.商品の種類、販売方法等の類似性、損益集計区分及び関連資産に照らし、事業区分をおこなっておりま

す。 

2.各事業の主な商品 

（1）モバイル事業  … 携帯電話、PHS 

（2）ネットワーク事業 … マイライン、FTTH 

（3）プリペイド決済サービス事業他 … 携帯プリペイドカード・電子マネー・コンテンツ 

  

〔所在地別セグメント情報〕  

 前第１四半期累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する在外支店が存在しないため、該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕 

 前第１四半期累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資

源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は本社に商品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は、取り扱う商品・サービスについて包括的な

戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社は事業本部を基礎とした商品・サービス別のセグメントから構成されており、「モバイル事

業」、「ネットワーク事業」、「プリペイド決済サービス事業他」の３つを報告セグメントとしております。 

「モバイル事業」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を行っておりま

す。「ネットワーク事業」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

約取次事業やブロードバンド化にともなうFTTH等光回線サービス販売事業を行っております。「プリペイド決済

サービス事業他」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事業を行っております。

   

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

（単位：百万円）

  

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項） 

報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期損益計算書の営業利益は一致しております。   

  

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

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）セグメント情報

  モバイル事業 ネットワーク事業 
プリペイド 

決済サービス事業他 
合計 

売上高  116,515  5,787  13,003  135,306

営業利益   2,989  1,014  142  4,146

  モバイル事業 ネットワーク事業 
プリペイド 

決済サービス事業他 
合計 

売上高  116,205  5,627  16,980  138,812

セグメント利益 

（営業利益）  
 2,415  635  202  3,254
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（追加情報） 

当第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月

27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月

21日）を適用しております。  

 該当事項はありません。  

（四半期損益計算書関係） 

 当第１四半期累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

  販売費及び一般管理費の費用及び金額は次のとおりであります。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）その他注記情報

 運賃 140百万円  

 派遣人件費 1,115  

 役員報酬 63  

 従業員給料 1,272  

 臨時勤務者給料 3,226  

 賞与引当金繰入額 507  

 不動産賃借料 1,029  

 減価償却費 354  

 業務委託費 231  

 のれん償却額 379  

 その他 2,997  
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（１）事業の種類別売上高・営業利益 

   

４．補足情報

        （単位：百万円）

  

  

前第１四半期累計期間 

（平成22年３月期 

第１四半期） 

当第１四半期累計期間 

（平成23年３月期 

第１四半期） 

増減率 

（％） 

モバイル事業  
売上高  116,515  116,205  △0.3

営業利益  2,989  2,415  △19.2

ネットワーク事業  
売上高  5,787  5,627  △2.8

営業利益  1,014  635  △37.3

プリペイド 

決済サービス事業他 

売上高  13,003  16,980  30.6

営業利益  142  202  42.2

合計  
売上高  135,306  138,812  2.6

営業利益  4,146  3,254  △21.5
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