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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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2四半期 83,050 94.1 8,397 △19.2 3,374 △18.8 1,516 108.0
22年3月期第2四半期 42,784 △6.1 10,397 44.7 4,156 ― 729 ―

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2四半期 566.74 559.95
22年3月期第2四半期 449.27 57.90

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2四半期 371,887 69,770 18.8 19,419.04
22年3月期 86,864 13,155 14.6 6,981.37

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  69,770百万円 22年3月期  12,648百万円

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  

  １ 上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式の配当の状況については、 
    後述の「種類株式の配当の状況」をご覧下さい。 
  ２ 23年３月期第１四半期末配当金の内訳 特別配当 1,800円00銭 

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 600.00 600.00 600.00 600.00 2,400.00
23年3月期 1,800.00 200.00

23年3月期 
（予想）

200.00 200.00 2,400.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 190,000 ― 25,000 ― 12,600 ― 9,000 ― 2,927.70



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  有  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 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連結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。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結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連結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。 

(4) 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レビュー手続の対象外でありますが、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務
諸表に対する四半期レビュー手続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 
  当社は、平成22年６月に開催いたしました当社及びイー・モバイル株式会社両社の株主総会決議を経て、平成22年７月１日にイー・モバイル株式会社
を株式交換により完全子会社といたしました。平成22年５月12日にリリースいたしました「「平成23年３月期の業績予想」に関する補足説明について」に記
載のとおり、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）および「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 平成20年12月26日）上はイー・モバイル株式会社が当社を取得したものとする「逆取得」に該当するため、平成 
22年７月１日以降の当社の連結財務諸表はイー・モバイル株式会社の財務諸表が基準となっております。そのため、平成23年３月期連結会計年度の業績
予想につきましては、イー・モバイル株式会社の通期（平成22年４月1日から平成23年３月31日）の損益計算書計上額に、当社の第２四半期以降（平成22
年７月１日から平成23年３月31日）の損益計算書を連結した金額となっております。また、「３.平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23
年３月31日）」の対前期増減率につきましては全て「－」表記となっております。 
  本資料に記載されている業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、リスクや不確実性を含んでおります。実際の
業績は、様々な要素によりこれらの業績予想とは大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる条件等については、（添付資料）Ｐ．５ 
１.当四半期の連結業績等に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、（添付資料）Ｐ．６ ２.その他の情報をご覧ください。）

新規 1社 （社名 イー・モバイル株式会社 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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） 23年3月期2Q  3,507,312株 22年3月期  1,447,496株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  45,591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2Q  2,593,425株 22年3月期2Q 1,433,924株



 （参考）平成23年３月期の個別業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

  

  

種類株式の配当の状況 

 普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。 

  

  （％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 
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   73,000   △5.2    16,800   △3.4    14,100   △6.2     8,400  △16.1     2,769    35

（注）当四半期における業績予想の修正有無： 無

  
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 

第１種優先株式 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

22年３月期  1,693,437     50 1,693,437    50  1,693,437    50  1,693,437     50  6,773,750    00 

23年３月期  1,862,187     50  1,862,187    50       

23年３月期（予想）      1,862,187    50  1,862,187     50  7,448,750    00 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 ADSL回線の卸売を主たる事業とする当社（イー・アクセス）及びモバイルブロードバンドサービスを提供するイ

ー・モバイル株式会社（以下、「イー・モバイル」といいます。）は、平成22年６月に開催いたしました両社の株

主総会決議を経て、平成22年７月１日に当社がイー・モバイルを株式交換により完全子会社といたしました。平成

22年５月12日にリリースいたしました「「平成23年３月期の業績予想」に関する補足説明について」に記載のとお

り、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26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 平成20年12月26日）上はイー・モバイルが当

社を取得したものとする「逆取得」に該当するため、平成22年７月１日以降の当社の連結財務諸表はイー・モバイ

ルの財務諸表が基準となっております。そのため、当第２四半期連結累計期間の業績は、イー・モバイルの第２四

半期累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日）６ヶ月分の業績に、当社の第２四半期会計期間（平成22

年７月１日から平成22年９月30日）３ヶ月分の業績を連結した金額となっております。 

 なお、前第２四半期連結会計期間はイー・モバイルが持分法適用関連会社であったことから、イー・モバイルの

売上高及び営業利益は連結業績に反映されず、イー・モバイルの当期純利益の当社持分（38.28％）のみが連結上

の営業外損失として計上されております。  

  

■対象期間の説明図 

 
  

当第２四半期連結累計期間における当社グループにおいては、当社はADSL契約数の減少に伴い減収傾向にあるも

のの、イー・モバイルは、携帯ゲーム機や携帯音楽端末、タブレット端末などWi-Fi対応機器の普及に伴い、３Ｇ

一体型モバイルWi-Fiルーター「Pocket WiFi（ポケットワイファイ）」を中心とした販売により契約数を伸ばし、

売上高を拡大しております。前述の経営統合に伴いイー・モバイルの売上高が加わったことにより、売上高は

83,050百万円となり前年同期比で40,266百万円（94.1％）増加いたしました。利益面においては、売上高の増加に

伴いイー・モバイルの営業利益が黒字化いたしましたが、当社の営業利益及び経常利益が第２四半期会計期間（平

成22年７月１日から平成22年９月30日）の３ヶ月分のみ連結されることから、連結営業利益は8,397百万円となり

前年同期比で2,000百万円（19.2％）減少、経常利益は3,374百万円となり前年同期比で782百万円（18.8％）減少

となりました。四半期純利益につきましては、当社の四半期純利益が第２四半期会計期間（平成22年７月１日から

平成22年９月30日）の３ヶ月分のみ連結されるものの、イー・モバイルの業績がその減少額を上回って改善したこ

とにより1,516百万円となり、前年同期比で787百万円（108.0％）増加となりました。 

  

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 ① モバイル事業 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

  （単位：百万円、％）

  
前第２四半期 

連結累計期間 

当第２四半期 

連結累計期間 
比較増減 ％

売上高 － 69,399 － －

セグメント利益又は営業利益 － 4,049 － － 
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※ ARPU：１契約当たりの平均収入（10円未満四捨五入） 

  

 平成22年６月30日以前はモバイル事業を営むイー・モバイルが持分法適用関連会社であったため、前第２四半期

連結累計期間のモバイル事業のセグメント業績は記載しておりません。 

 モバイル事業においては、量販店におけるノート型パソコンやネットブックとデータカードの組み合わせのみな

らず、携帯ゲーム機や携帯音楽端末、タブレット端末などWi-Fi対応機器の普及に伴い需要が拡大している

「Pocket WiFi」を中心に販売施策を展開いたしました。これらにより、平成22年９月末現在における累計契約数

は274.1万契約となり、前年同期末比で84.3万契約（44.4％）増加いたしました。また、平成22年９月末現在の全

国人口カバー率は91.6％となっております。 

 契約数の順調な伸びに伴い、当第２四半期連結累計期間における売上高は69,399百万円、セグメント利益は

4,049百万円となりました。 

  

契約数 

 当第２四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日）の新規契約数から解約数を差し引いた純

増契約数は20.4万契約となりました。前年同期はネットブックとデータカードの組み合わせ販売により純増契約数

は高い水準となりましたが、当第２四半期連結会計期間においても量販店及びモバイルブロードバンド回線の卸売

において「Pocket WiFi」を中心に契約数を伸ばしました。 

  

ARPU 

 当第２四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日）のARPUは、前年同期の3,310円から60円

減少し3,250円となりました。これは主に、第２四半期に月額基本使用料の割引キャンペーンを行ったことに加

え、初期費用値引きと月額料金を抑えた契約種別の割合が増加したことによるものです。 

  

解約率 

 当第２四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日）の解約率は1.29％となり、前年同期から

0.19％上昇いたしました。これは主に、２年間の長期契約割引期間の経過に伴い、一部の顧客による解約が生じた

ことによるものです。 

  

② ネットワーク事業 

  

  

※ARPU：１契約当たりの平均収入（１円未満四捨五入） 

  前第２四半期  当第２四半期 比較増減 ％ 

純増契約数（千契約） 225.4 203.5 △21.9 △9.7 

累計契約数（千契約） 1,897.7 2,740.8 843.1 44.4 

ARPU（円/月） 3,310 3,250 △60 △1.8 

月次解約率（％） 1.10 1.29 － － 

（単位：百万円、％）

  
前第２四半期 

連結累計期間 

当第２四半期 

連結累計期間 
比較増減 ％

売上高 36,660 15,688 △20,971 △57.2

セグメント利益又は営業利益 9,958 4,580 △5,377 △54.0 

  前第２四半期 当第２四半期 比較増減 ％ 

ADSL累計契約数（千契約） 2,439 2,118 △321 △13.2 

ADSL ARPU(円/月) 2,022 1,966 △56 △2.8 

ADSL 月次解約率（％） 1.67 1.91 － － 
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 ネットワーク事業においては、前述のイー・モバイルとの経営統合が逆取得に該当するため、前第２四半期連結

累計期間においては当社の業績が６ヶ月間（平成21年４月１日から平成21年９月30日）反映されているのに対し、

当第２四半期連結累計期間においては３ヶ月間（平成22年７月１日から平成22年９月30日）のみ連結されておりま

す。 

 このため、当第２四半期連結累計期間の売上高は15,688百万円となり前年同期比で20,971百万円（57.2％）減少

し、セグメント利益は4,580百万円となり前年同期比で5,377百万円（54.0％）減少となりました。 

 また、平成22年９月末現在のADSL累計契約数は211.8万契約となりました。提携するISP・パートナー企業と連携

して新規顧客の獲得及び解約抑止に努めましたが、解約数が新規契約数を上回り、累計契約数は減少いたしまし

た。 

  

③ デバイス事業 

  

  

 デバイス事業においては、前述のイー・モバイルとの経営統合が逆取得に該当するため、前第２四半期連結累計

期間においては当社の業績が６ヶ月間（平成21年４月１日から平成21年９月30日）反映されているのに対し、当第

２四半期連結累計期間においては３ヶ月間（平成22年７月１日から平成22年９月30日）のみ連結されております。

 このため、当第２四半期連結累計期間の売上高は2,188百万円となり前年同期比で4,059百万円（65.0％）減少

し、セグメント利益は31百万円となり前年同期比で409百万円（93.0％）減少となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 前述のイー・モバイルとの経営統合により当第２四半期連結会計期間より前連結会計年度との連続性がなくなっ

ているため、前連結会計年度との比較は省略しております。 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は371,887百万円となりました。これはイー・モバイルの総資産に平成22

年６月30日時点の当社総資産の時価評価額を取り込み、当第２四半期連結会計期間の変動額を反映したものであり

ます。負債は302,118百万円となりました。これはイー・モバイルの負債に平成22年６月30日時点の当社負債の時

価評価額を取り込み、当第２四半期連結会計期間の変動額を反映したものであります。純資産は69,770百万円とな

りました。これはイー・モバイルの純資産額に当社がイー・モバイルと株式交換を実施したことによる変動額を加

算し、当第２四半期連結会計期間の変動額を反映したものであります。  

  

② キャッシュ・フローの状況 

 前述のとおり、平成22年７月１日以降の当社連結財務諸表は、逆取得の会計処理によりイー・モバイルの財務諸

表が基準となっております。そのため、当第２四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の期首残高はイー・モバ

イルの前期末残高となっております。また、当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは、イー・モバイル

の第２四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日）６ヶ月分のキャッシュ・フローに、当社の第２

四半期会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日）３ヶ月分のキャッシュ・フローを連結した金額となっ

ております。 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期残高は、イー・モバイルの前期末残高49,311百

万円を当第２四半期連結累計期間の期首残高とし、当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の増加

額9,681百万円、株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額11,583百万円を加えた70,576百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは24,045百万円の収入となりました。こ

の主な内容は、税金等調整前四半期純利益3,220百万円、非資金取引である減価償却費15,315百万円、商品等のた

な卸資産の減少による増加1,413百万円、未収入金等のその他の資産の減少による増加5,189百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは26,241百万円の支出となりました。こ

れは主にモバイル事業における設備投資による支出であります。  

  （単位：百万円、％）

  
前第２四半期 

連結累計期間 

当第２四半期 

連結累計期間 
比較増減 ％

売上高 6,247 2,188 △4,059 △65.0

セグメント利益又は営業利益 440 31 △409 △93.0
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは11,878百万円の収入となりました。こ

の主な内容は、イー・モバイルにおける第三者割当増資の株式発行による収入44,833百万円、長期借入金の返済に

よる支出27,833百万円、自己株式の取得による支出2,822百万円、配当金の支払い2,679百万円であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 前述のとおり、平成23年３月期連結会計年度の業績予想につきましては、イー・モバイルの財務諸表を基準とし

た連結業績予想を記載しております。 

 平成23年３月期の連結業績予想につきましては、株式交換によるイー・モバイルの完全子会社化に伴い、成長ス

テージにあるイー・モバイルの業績が主となることから、売上高は190,000百万円を予想しております。また、イ

ー・モバイルが通期での黒字化を見込んでいることから、営業利益は25,000百万円、経常利益は12,600百万円、当

期純利益は9,000百万円を予想しております。 

  

※上記に記載した連結業績予想数値は、イー・モバイルの通期（平成22年４月１日から平成23年３月31日）の損益

計算書計上額に、当社の第２四半期以降（平成22年７月１日から平成23年３月31日）の損益計算書を連結した金額

となっております。 

 このため、「３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日から平成23年３月31日）」の対前期増減率

につきましては全て「－」表記となっております。 

  

 なお、上記予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が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。 
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 当第１四半期連結会計期間末において持分法適用関連会社であったイー・モバイルは、当社との株式交換によ

り当社の子会社となったため、当第２四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 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や税額控除項目を重要なものに限定する方法によ

っております。繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時

差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測

やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

（３）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等の適用） 

 当第１四半期連結会計期間より、「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、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益が 百万円、税金等調整前四半期純利益が

百万円それぞれ減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は 百万円

であります。 

  

２．その他の情報

34

117 293
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 73,968 26,110

売掛金 28,269 10,880

商品 11,280 106

その他 41,521 8,623

貸倒引当金 △3,825 △10

流動資産合計 151,213 45,709

固定資産   

有形固定資産   

機械設備(純額) 10,315 10,234

無線通信設備（純額） 98,576 －

その他（純額） 28,892 5,702

有形固定資産合計 137,782 15,936

無形固定資産   

のれん 10,454 －

その他 50,815 2,614

無形固定資産合計 61,269 2,614

投資その他の資産   

その他 21,804 22,180

貸倒引当金 △193 －

投資その他の資産合計 21,611 22,180

固定資産合計 220,662 40,730

繰延資産 12 425

資産合計 371,887 86,864

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,599 2,098

短期借入金 23,000 －

1年内返済予定の長期借入金 58,352 2,854

1年内償還予定の社債 5,048 1,848

未払金 12,997 3,089

未払費用 6,394 5,988

未払法人税等 3,071 2,899

引当金 － 107

その他 15,288 5,251

流動負債合計 125,749 24,134
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

固定負債   

社債 22,683 26,126

長期借入金 139,940 19,075

その他 13,745 4,373

固定負債合計 176,368 49,575

負債合計 302,118 73,709

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,451 18,392

資本剰余金 168,378 9,082

利益剰余金 △114,208 △14,862

自己株式 △2,821 －

株主資本合計 69,799 12,612

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4 8

繰延ヘッジ損益 △25 28

評価・換算差額等合計 △30 36

少数株主持分 － 507

純資産合計 69,770 13,155

負債純資産合計 371,887 86,864
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 42,784 83,050

売上原価 24,558 33,783

売上総利益 18,226 49,267

販売費及び一般管理費 7,828 40,870

営業利益 10,397 8,397

営業外収益   

受取利息 36 20

受取配当金 2 2

その他 27 23

営業外収益合計 65 45

営業外費用   

支払利息 1,075 4,151

持分法による投資損失 5,133 －

その他 98 918

営業外費用合計 6,306 5,068

経常利益 4,156 3,374

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 1

負ののれん発生益 467 －

社債償還益 238 －

その他 123 －

特別利益合計 828 1

特別損失   

固定資産除却損 299 72

投資有価証券評価損 15 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 83

その他 38 －

特別損失合計 352 155

税金等調整前四半期純利益 4,632 3,220

法人税、住民税及び事業税 1,973 1,604

法人税等調整額 1,838 100

法人税等合計 3,812 1,704

少数株主損益調整前四半期純利益 821 1,516

少数株主利益 92 －

四半期純利益 729 1,516
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 4,632 3,220

減価償却費 3,818 15,315

のれん償却額 － 268

負ののれん発生益 △467 －

社債償還益 △238 －

固定資産除却損 299 72

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 83

その他の損益（△は益） 13 226

貸倒引当金の増減額（△は減少） △22 395

受取利息及び受取配当金 △38 △23

支払利息 1,075 4,151

支払手数料 － 670

持分法による投資損益（△は益） 5,133 －

持分法適用会社への未実現利益調整額 △185 －

売上債権の増減額（△は増加） 854 △627

たな卸資産の増減額（△は増加） 140 1,413

その他の資産の増減額（△は増加） △3,716 5,189

仕入債務の増減額（△は減少） △1,342 49

未払金の増減額（△は減少） △372 △3,085

未払費用の増減額（△は減少） 4 135

引当金の増減額（△は減少） △214 －

その他の負債の増減額（△は減少） 3,287 522

小計 12,660 27,973

利息及び配当金の受取額 48 27

利息の支払額 △824 △3,931

法人税等の支払額 △1,382 △25

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,502 24,045

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 － △2,500

有形固定資産の取得による支出 △2,093 △13,380

無形固定資産の取得による支出 △251 △10,361

子会社株式の取得による支出 △2 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,347 △26,241
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △483 △223

セールス・アンド・割賦バック取引による収入 － 5,468

割賦債務の返済による支出 △753 △5,726

短期借入れによる収入 17,000 20,000

短期借入金の返済による支出 △21,800 △20,000

長期借入れによる収入 4,220 1,491

長期借入金の返済による支出 △333 △27,833

借入手数料の支払額 － △954

社債の発行による収入 5,866 688

社債の償還による支出 △20,762 △429

自己株式の取得による支出 △154 △2,822

株式の発行による収入 42 －

株式交換前の株式の発行による収入 － 44,833

株式交換後の株式の発行による収入 － 65

配当金の支払額 △1,763 △2,679

少数株主への配当金の支払額 △56 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △18,976 11,878

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △10,821 9,681

現金及び現金同等物の期首残高 68,541 49,311

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 11,583

現金及び現金同等物の四半期末残高 57,720 70,576
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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２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 （注）１ 事業区分の方法 

事業はグループ各社のサービス内容、特性及び販売市場の類似性等を考慮して区分しております。 

２ 事業区分の内容 

  モバイル事業を営むイー・モバイルは平成19年５月31日に連結子会社から持分法適用関連会社に異動したこ

とから、売上高及び営業損益は計上されておりません。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  （単位：百万円）

  
モバイル
事業 

ネットワ
ーク事業 

デバイス
事業 

計 
消去又は
全社 

連結

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高  －  36,660  6,125  42,784  －  42,784

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高  －  －  122  122  (122)  －

計  －  36,660  6,247  42,906  (122)  42,784

営業利益  －  9,958  440  10,397  －  10,397

事業区分 主要サービス

モバイル事業 モバイル・ブロードバンド通信サービス等 

ネットワーク事業 高速インターネット接続サービス、ISPサービス、伝送サービス 

デバイス事業 デバイスの開発及び販売 
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【セグメント情報】 

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社グループ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。 

 当社グループは、「モバイル事業」、「ネットワーク事業」、「デバイス事業」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、当社の連結子会社であるイー・モバイルによるモバイル・ブロードバンド通信サービス等

を提供しております。「ネットワーク事業」は高速インターネット接続サービス、ISPサービス、伝送サービスを提

供しております。「デバイス事業」は通信端末の開発及び販売を行っております。 

 １．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 （1）連結経営成績に関する定性的情報に記載のとおり、株式交

換による企業結合はイー・モバイルが当社を取得したものとする「逆取得」に該当いたします。そのため、当第２

四半期連結累計期間の『四半期連結損益計算書』は、イー・モバイルの第２四半期累計期間（平成22年４月１日か

ら平成22年９月30日）６ヶ月分の経営成績に、当社の第２四半期会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30

日）３ヶ月分の経営成績を連結した金額となっております。 

 これに伴い、当第２四半期連結累計期間について、イー・モバイルの営む「モバイル事業」は第２四半期累計期

間（平成22年４月１日から平成22年９月30日）の６ヶ月分の経営成績、当社の営む「ネットワーク事業」、「デバ

イス事業」は第２四半期会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日）の３ヶ月分の経営成績となっており

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２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

（単位：百万円）

（注）１．セグメント利益の調整額の内容は以下のとおりであります。 

                            （単位：百万円） 

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

  
モバイル
事業 

ネットワ
ーク事業 

デバイス
事業 

合計 
調整額
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２ 

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高  68,700  14,350  －  83,050  －  83,050

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高  699  1,338  2,188  4,225 △4,225  －

計  69,399  15,688  2,188  87,275 △4,225  83,050

セグメント利益  4,049  4,580  31  8,660 △262  8,397

利益 
当第２四半期 

連結累計期間 

セグメント間取引消去  6

のれんの償却額  △268

合計  △262
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３．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 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 当第２四半期連結累計期間において該当事項はありません。 

（のれんの金額の重要な変動） 

  当第２四半期連結累計期間において、当社及びイー・モバイルは、両社から生み出される利益を源泉として効

率的なグループ投資を可能とすること、両社の意思決定を一本化し事業環境の変化に対して積極的かつ迅速に対

応することなど、一体となったグループ経営が両社の企業価値を早期に高める上で 善の選択であるとの認識を

有するに至り、株式交換による経営統合を実施いたしました。これに伴い新たにのれんが10,723百万円発生して

おりますが、当該のれんは報告セグメントごとの配賦が不能であることから全社資産、全社費用として取り扱っ

ております。 

（重要な負ののれん発生益） 

 当第２四半期連結累計期間において該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「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。 
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 イー・モバイルを取得企業とし当社を被取得企業とした株式交換の結果、前期末残高はイー・モバイルの前期

末残高を開示しております。このため、前連結会計年度の連結会計年度末残高と当第２四半期連結累計期間の前

期末残高は連続しておりません。 

 （注）「株式交換による変動額（純額）」は、イー・モバイルを取得企業、当社を被取得企業としてパーチェス法を

適用したことによる、被取得企業の取得原価と被取得企業が保有していた取得企業株式との差額であります。

なお、詳細については、３．四半期連結財務諸表（８）企業結合に関する注記に記載しております。 

  

［(注) ６ページ ２．その他の情報（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 に記載したものを 

    除く］ 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

１．連結の範囲に関する事項の変更 

(1) 連結の範囲の変更  

 当第１四半期連結会計期間末において持分法適用関連会社であったイー・モバイルは、平成22年７月１日の当

社との株式交換により当社の子会社となったため、当第２四半期連結会計期間より連結の範囲に含めておりま

す。 

 当社の子会社である株式会社カルティブ及びCV１投資事業有限責任組合は、会社の規模（総資産及び利益剰余

金）、グループ業績への影響割合（売上高及び四半期純損益）、将来性等を勘案して、四半期連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲に含めておりません。 

 (追加情報) 

  上記の新たな事実発生に伴い、以下の新たな会計処理を採用しております。   

   のれんの償却方法及び償却期間 

のれんの償却については、その効果が発現すると見積もられる期間（10年）で定額法により償却を行ってお

ります。 

  

(2) 変更後の連結子会社の数 

 １社 

  

２．持分法の適用に関する事項の変更 

 平成22年７月１日において、イー・モバイルを取得企業、当社を被取得企業とした株式交換が行われたた

め、イー・モバイルは持分法適用関連会社ではなくなっております。 

当社の非連結子会社である株式会社カルティブ及びCV１投資事業有限責任組合は、会社の規模（利益剰余

金）、グループ業績への影響割合（四半期純損益）、将来性等を勘案して、四半期連結財務諸表に重要な影響を

及ぼしていないため、持分法の適用範囲に含めておりません。 

 この結果、持分法を適用した非連結子会社及び関連会社はありません。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（単位：百万円）

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式  株主資本合計

前期末残高  71,754  71,454  △115,724 －  27,484

当第２四半期連結会計期間末までの変動額  

株式交換前の新株の発行  22,500  22,500         45,000

株式交換後の新株の発行 33 32       65

株式交換による変動額（純額）（注）     △75,836       74,391                 △1,445

四半期純利益  1,516       1,516

自己株式の取得             △2,821  △2,821

当第２四半期連結会計期間末までの変動額合計  △53,303  96,923  1,516  △2,821  42,315

当第２四半期連結会計期間末残高  18,451  168,378  △114,208  △2,821  69,799

（７）四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更
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 取得による企業結合 

 当社は、平成22年３月31日開催の取締役会において、持分法適用関連会社であるイー・モバイルとの間で、株式交

換（以下、「本株式交換」といいます。）の方法による経営統合（以下、「本経営統合」といいます。）を実施する

ことを決議し、同日付でイー・モバイルとの間で株式交換契約を（以下、「本株式交換契約」といいます。）を締結

いたしました（平成22年５月12日付で株式交換契約の変更に関する覚書を締結）。また、その後同契約は平成22年６

月24日開催の当社定時株主総会並びに平成22年６月25日開催のイー・モバイル定時株主総会及び種類別株主総会の承

認を経て、平成22年７月１日を効力発生日として、本株式交換を実施しております。 

  

１ 被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業

の名称、取得した議決権比率及び取得企業を決定するに至った主な根拠 

(１）被取得企業の名称及び事業の内容 

イー・アクセス株式会社 電気通信事業 

本株式交換は当社を株式交換完全親会社、イー・モバイルを株式交換完全子会社とするものでありますが、

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26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 平成20年12月26日）上は「逆取得」に該

当するため、連結財務諸表上はイー・モバイルを取得企業、当社を被取得企業として、パーチェス法を適用し

ております。  

(２）企業結合を行った主な理由 

当社及びイー・モバイルは、両社から生み出される利益を源泉として効率的なグループ投資を可能とするこ

と、両社の意思決定を一本化し事業環境の変化に対して積極的かつ迅速に対応することなど、一体となったグ

ループ経営が両社の企業価値を早期に高める上で 善の選択であるとの認識を有するに至り、本経営統合を実

施することといたしました。 

(３）企業結合日 

平成22年７月１日 

(４）企業結合の法的形式 

当社を株式交換完全親会社とし、イー・モバイルを株式交換完全子会社とする株式交換 

(５）結合後企業の名称 

本株式交換に伴う商号の変更はありません。 

(６) 取得した議決権比率 

100％ 

(７) 取得企業を決定するに至った主な根拠  

株式交換後の当社における株式交換前の当社株主及びイー・モバイル株主の議決権比率の構成、両社の総資

産、売上高等の相対的な事業規模、経営戦略上の事業の重要性及び成長性の要素を総合的に比較検討した結

果、実質的に支配を獲得する取得企業はイー・モバイルであると決定いたしました。 

  

２ 四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間 

   平成22年７月１日から平成22年９月30日まで 

   

３ 被取得企業の取得原価及びその内訳 

  「逆取得」に該当するため、連結財務諸表上はイー・モバイルが当社議決権を100％取得する会計処理を行って

おります。また、イー・モバイルは非上場企業であり、当社が上場企業であることから、当社株式の市場価格

に基づいて取得の対価を算定しております。 

  

４ 株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付した株式数 

(１）株式の種類及び交換比率 

イー・モバイルの普通株式又は各種の優先株式１株に対して、当社の普通株式1.45株を割当交付しておりま

す。 

（８）企業結合に関する注記

取得の対価      百万円87,990

取得原価   百万円87,990
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(２）株式交換比率の算定方法 

当社は、本経営統合の公正な検討プロセスを担保するために社外取締役のみで構成する独立委員会を設置し、

当社の独立委員会は、本経営統合の株式交換比率の公正性を確保するため、グリーンヒル・ジャパン株式会社

（以下「グリーンヒル・ジャパン」）に株式交換比率の算定を依頼し、グリーンヒル・ジャパンより平成22年

５月22日付で、以下の前提条件その他一定の条件のもとに、合意された株式交換比率が当社にとり財務的見地

から公正である旨の意見書を取得しております。 

グリーンヒル・ジャパンは、i）当社とイー・モバイルの現在の資本関係が継続する場合の、当社及びイー・

モバイルの各々の理論株式価値を比較する手法と、ii）両社が完全経営統合した場合にもたらされるであろう

利益及び費用削減効果を想定して、本経営統合前の当社の一株当たりの株式価値と、本経営統合後の当社の一

株当たりの株式価値とを比較して、一株当たり理論株式価値の増減から、株式交換比率の妥当性を判断する手

法の両方を用いて、交換比率の公正性を判断いたしました。各々の手法において、ディスカウンテッド・キャ

ッシュフロー法及び類似企業比較法等による分析を行っております。 

なお、市場株価法については、イー・モバイルが非上場会社であることから、市場における当社との相対評価

が困難である事、及び当社が保有するイー・モバイル持分がどの程度当社の株価へ影響を与えているかの算定

が不可能である事から、当社の理論株式価値の参考値として使用はしているものの、比率の算出の際には採用

しないことといたしました。 

(３）交付した株式数 

  株  

（注）上記交付株式数については、取得の対価の算定基礎となった、イー・モバイルが交付したものとみなし

た交付株式数を記載しております。株式交換により当社が実際に交付した株式数は 株（すべ

て新規発行）であります。 

(４）株式交換に伴う新株予約権に関する取扱い 

   イー・モバイルが発行していた新株予約権（ストック・オプション）については、各新株予約権の内容及び株

式交換比率を踏まえ、基準時のイー・モバイルの新株予約権原簿に記載又は記録されている各新株予約権者に対

し、その保有する各新株予約権に代わる当社の新株予約権を交付しております。交付した新株予約権の目的とな

る株式の数は127,424株であります。 
  

５ 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

(１）発生したのれんの金額 

百万円 

(２）発生原因 

被取得企業である当社の取得原価が、企業結合日時点における当社の時価純資産額（取得した資産及び引受け

た負債に配分された純額）を上回ったため、その超過額をのれんとして認識しております。 

(３) 償却方法及び償却期間 

償却方法 定額法 

償却期間 10年間 
  
６ 企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当四半期連結累計期間に係る四半期連結損益

計算書に及ぼす影響の概算額 

   売上高    14,107百万円 

   経常利益    3,791百万円 

   四半期純利益  2,079百万円 

   なお、影響額の概算額については監査証明を受けておりません。 
  
７ 企業結合日に受入れた資産及び引受けた負債の額並びにその内訳 

(注１)資産及び負債の額に、５(1)発生したのれんの金額は含めておりません。 

(注２)固定資産の額には、被取得企業が企業結合日より前から保有する取得企業の株式の額 百万円が含ま

れております。  

999,713

2,055,963

10,723

流動資産 百万円28,128

固定資産 百万円124,277

資産合計  百万円152,405

流動負債  百万円27,300

固定負債  百万円47,838

負債合計  百万円75,138

89,435
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自己株式の消却  

 当社は、平成22年11月11日に開催した取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、以下のとおり自己株式を

消却することを決議しております。 

  

 ①消却する株式の種類  普通株式 

 ②消却する株式の数   45,591株 

 ③消却の時期      平成22年11月30日 

  

（９）重要な後発事象
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１.四半期財務諸表（個別）は法定開示におけるレビューの対象ではありません。 

２.「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 改正平成21年６月26日）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号 改正平成21年３月27日）を適用しております。また、

「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

①（参考）四半期貸借対照表（個別） 

  

４．（参考）四半期財務諸表

（１）（参考）四半期財務諸表（個別）

  （単位：百万円）

 
当第２四半期会計期間末
（平成22年９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 13,909 25,458

売掛金 8,376 10,880

商品 32 106

その他 9,930 8,482

貸倒引当金 △8 △10

流動資産合計 32,239 44,916

固定資産 

有形固定資産 14,086 15,936

無形固定資産 2,282 2,614

投資その他の資産 

関係会社株式 109,703 50,078

その他 18,180 16,615

投資その他の資産合計 127,883 66,692

固定資産合計 144,251 85,243

繰延資産 393 425

資産合計 176,883 130,584

負債の部 

流動負債 

買掛金 1,709 2,098

短期借入金 3,000 －

１年内返済予定の長期借入金 3,352 2,854

１年内償還予定の社債 5,048 1,848

未払金 2,040 3,081

未払費用 5,356 5,987

未払法人税等 2,857 2,890

引当金  － 107

その他 7,822 5,250

流動負債合計 31,184 24,114

固定負債 

社債 22,683 26,126

長期借入金 22,440 19,075

その他 3,155 4,373

固定負債合計 48,279 49,575

負債合計 79,463 73,689
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 （注） 記載金額は百万円未満を四捨五入しております。 

  

 
当第２四半期会計期間末
（平成22年９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 18,451 18,392

資本剰余金 

資本準備金 49,199 7,043

その他資本剰余金 2,038 2,039

資本剰余金合計 51,238 9,082

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 30,670 29,381

利益剰余金合計 30,670 29,381

自己株式  △2,821 －

株主資本合計 97,537 56,855

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 9 12

繰延ヘッジ損益 △125 28

評価・換算差額等合計 △117 40

純資産合計 97,421 56,895

負債純資産合計 176,883 130,584
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②（参考）四半期損益計算書（個別） 

 （注） 記載金額は百万円未満を四捨五入しております。 

  

  （単位：百万円）

  
前第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） 

当第２四半期累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

売上高 36,782 36,867 

売上原価 20,924 22,062 

売上総利益 15,857 14,805 

販売費及び一般管理費 7,201 5,742 

営業利益 8,656 9,063 

営業外収益 62 39 

営業外費用 1,246 787 

経常利益 7,472 8,316 

特別利益 1,540 2 

特別損失 224 91 

税引前四半期純利益 8,789 8,227 

法人税、住民税及び事業税 1,967 2,789 

法人税等調整額 1,091 583 

法人税等合計 3,058 3,372 

四半期純利益 5,731 4,856 
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１.四半期財務諸表（イー・モバイル株式会社）は法定開示におけるレビューの対象ではありません。 

２.「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 改正平成21年６月26日）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号 改正平成21年３月27日）を適用しております。また、

「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

①（参考）四半期貸借対照表（イー・モバイル株式会社） 

  

（２）（参考）四半期財務諸表（イー・モバイル株式会社）

  （単位：百万円）

 
当第２四半期会計期間末
（平成22年９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 60,058 49,311

売掛金 22,187 21,115

商品 11,312 11,872

未収入金  36,043 38,623

その他 3,146 4,296

貸倒引当金 △3,817 △3,334

流動資産合計 128,929 121,883

固定資産 

有形固定資産 124,684 122,613

無形固定資産 49,417 48,739

投資その他の資産 14,070 15,403

固定資産合計 188,171 186,755

資産合計 317,100 308,638

負債の部 

流動負債 

買掛金 1,498 1,194

短期借入金 20,000 20,000

１年内返済予定の長期借入金 55,000 54,986

割賦未払金  11,545 9,226

未払金 14,580 22,557

未払費用 1,492 3,759

未払法人税等 214 146

その他 635 93

流動負債合計 104,963 111,962

固定負債 

長期借入金 117,500 144,964

長期割賦未払金  12,255 14,957

長期設備関係未払金  10,305 9,271

その他  259 -

固定負債合計 140,319 169,192

負債合計 245,282 281,154
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 （注） 記載金額は百万円未満を四捨五入しております。 

  

 
当第２四半期会計期間末
（平成22年９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 94,254 71,754

資本剰余金 

資本準備金  93,954 71,454

その他資本剰余金  - -

資本剰余金合計  93,954 71,454

利益剰余金 

その他利益剰余金  

繰越利益剰余金  △116,391 △115,724

利益剰余金合計  △116,391 △115,724

株主資本合計 71,818 27,484

純資産合計 71,818 27,484

負債純資産合計 317,100 308,638
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②（参考）四半期損益計算書（イー・モバイル株式会社） 

 （注） 記載金額は百万円未満を四捨五入しております。 

  

  （単位：百万円）

  
前第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） 

当第２四半期累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

売上高 52,670 69,399

売上原価 29,305 27,319

売上総利益 23,364 42,080

販売費及び一般管理費 32,073 38,031

営業利益又は営業損失（△） △8,708 4,049

営業外収益 61 26

営業外費用 4,268 4,591

経常損失（△） △12,915 △516

特別損失 45 131

税引前四半期純損失（△） △12,960 △647

法人税、住民税及び事業税 △6 19

法人税等合計 △6 19

四半期純損失（△） △12,955 △666
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