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Executive Summary 

 決算概要 

 売上高：2,742百万円  営業利益：472百万円 
 

 事業概要 

 フィリピン国内にて通信事業を行うInifiniVANが堅調。 
 医療・美容事業もレーシック手術件数が伸長。  
  

 業績予想 

 事業活動全般は、当初計画通り順調に進捗中。 
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2019年3月期第２四半期 決算ハイライト 

2019年３月期第２四半期実績分析 
 売上高：計画を下回ったものの、海外通信事業が順調に推移し、医療・美容事業が引き続き好調に推移 
 営業利益：上場関連費用20百万円を計上するも、売上が伸長したことなどにより 前年同期比22.3％増 
 経常利益：営業外収益に為替差益155百万円を計上し、前年同期比59％増 
 親会社株主に帰属する当期純利益：前年同期比68％増 

 
 

【2019年３月期第２四半期 連結実績】 
（単位：百万円）

前年同期比(累計)

１Q ２Q 累計 構成比 同期比率

売上高 2,519 1,387 1,354 2,742 100% 222 108.8%

営業利益 386 259 213 472 17.2% 86 122.3%

経常利益 385 335 282 617 22.5% 231 159.9%

親会社株主に帰属する

当期純利益 231 196 194 390 14.3% 158 168.5%

2018年3月期
2Q実績（累計）

2019年3月期


ハイライト

		2019/3 2Q成績 セイセキ

				2018/3 1Q		2019/3 2Q		前期比 ゼンキ ヒ						増減比 ゾウゲン ヒ

		売上高 ウリアゲダカ

		営業利益 エイギョウリエキ

		経常利益 ケイジョウリエキ

		当期純利益 トウキジュンリエキ

		2019/3 2Q　ハイライト

																単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

				2018年3月期
上期実績 ネン ガツキ カミキジッセキ		2019年3月期 ネン ガツキ								前年同期比（累計） ゼンネンドウキヒ ルイケイ

						１Q		２Q		累計 ルイケイ		構成比 コウセイヒ				同期比率 ドウキヒ リツ

		売上高 ウリアゲダカ		2,519,578,355		1,387,704,459		1,354,436,104		2,742,140,563		100%		222,562,208		108.8%

		営業利益 エイギョウリエキ		386,761,404		259,080,019		213,866,006		472,946,025		17.2%		86,184,621		122.3%

		経常利益 ケイジョウリエキ		385,953,853		335,095,686		282,048,395		617,144,081		22.5%		231,190,228		159.9%				462,144,081

		親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		231,971,915		196,060,709		194,892,235		390,952,944		14.3%		158,981,029		168.5%

		１株当たり
当期純利益 カブア トウキジュンリエキ		116										(116)

		2019年3月期2Qにおいて、営業外収益に為替差益155百万円を計上 ネン ガツキ エイギョウガイ シュウエキ カワセサエキ ヒャクマンエン ケイジョウ								↑チェック済み ズ

																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				2018年3月期
2Q実績（累計） ネン ガツキ ジッセキ ルイケイ		2019年3月期 ネン ガツキ								前年同期比(累計) ゼンネンドウキヒ ルイケイ

						１Q		２Q		累計 ルイケイ		構成比 コウセイヒ				同期比率 ドウキヒ リツ

		売上高 ウリアゲダカ		2,519		1,387		1,354		2,742		100%		222		108.8%

		営業利益 エイギョウリエキ		386		259		213		472		17.2%		86		122.3%

		経常利益 ケイジョウリエキ		385		335		282		617		22.5%		231		159.9%

		親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		231		196		194		390		14.3%		158		168.5%





















セグメント別（全）

						2018年3月期　
上期　 ネン ガツ キ カミキ		2019年3月期
上期 ネン ガツ キ カミキ		前年同期比 ゼンネンドウキヒ

												増減率 ゾウゲンリツ

		海外通信事業 カイガイ ツウシン ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		745,234,661		787,682,463		42,447,802		105.7%

				営業利益 エイギョウ リエキ		260,714,958		264,706,249		3,991,291		101.5%

		フィリピン国内
通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		17,231,573		133,376,698		116,145,125		774.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ		(55,674,010)		(8,669,530)		47,004,480		-

		国内通信事業 コクナイ ツウシンジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		1,302,724,305		1,321,284,839		18,560,534		101.4%

				営業利益 エイギョウ リエキ		100,719,609		111,734,840		11,015,231		110.9%

		在留フィリピン人関連事業 ザイリュウ ジン カンレンジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		188,019,094		139,025,396		(48,993,698)		73.9%

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,127,001		(13,582,055)		(19,709,056)		-

		医療・美容事業 イリョウ ビヨウ ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		266,368,722		360,771,167		94,402,445		135.4%

				営業利益 エイギョウ リエキ		74,873,846		118,756,521		43,882,675		158.6%

		合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		2,519,578,355		2,742,140,563		222,562,208		108.8%

				営業利益 エイギョウ リエキ		386,761,404		472,946,025		86,184,621		122.3%

								↑チェック済み ズ

												(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2018年3月期上期　 ネン ガツ キ カミキ		2019年3月期上期　 ネン ガツ キ カミキ		前年同期比 ゼンネンドウキヒ

												増減率 ゾウゲンリツ

		海外通信事業 カイガイ ツウシン ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		745		787		42		105.7%

				営業利益 エイギョウ リエキ		260		264		3		101.5%

		フィリピン国内
通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		17		133		116		774.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ		(55)		(8)		47		-

		国内通信事業 コクナイ ツウシンジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		1,302		1,321		18		101.4%

				営業利益 エイギョウ リエキ		100		111		11		110.9%

		在留フィリピン人関連事業 ザイリュウ ジン カンレンジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		188		139		(48)		73.9%

				営業利益 エイギョウ リエキ		6		(13)		(19)		-

		医療・美容事業 イリョウ ビヨウ ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		266		360		94		135.4%

				営業利益 エイギョウ リエキ		74		118		43		158.6%

		合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		2,519		2,742		222		108.8%

				営業利益 エイギョウ リエキ		386		472		86		122.3%

								↑チェック済み ズ



売上高	2018年3月期上期　	2019年3月期上期　	745	787	営業利益	2018年3月期上期　	2019年3月期上期　	260	264	



売上高	2018年3月期上期　	2019年3月期上期　	17	133	営業利益	2018年3月期上期　	2019年3月期上期　	-55	-8	



売上高	2018年3月期上期　	2019年3月期上期　	1302	1321	営業利益	2018年3月期上期　	2019年3月期上期　	100	111	



売上高	2018年3月期上期　	2019年3月期上期　	188	139	営業利益	2018年3月期上期　	2019年3月期上期　	6	-13	



売上高	2018年3月期上期　	2019年3月期上期　	266	360	営業利益	2018年3月期上期　	2019年3月期上期　	74	118	





滝グラフ

		営業利益増減 エイギョウリエキ ゾウゲン

				2018/3　上期 カミキ		2019/3　上期 カミキ		増減 ゾウゲン

		2018/3　上期　営業利益 カミキ エイギョウリエキ		386,761,404

		海外通信事業 カイガイツウシンジギョウ		260,714,958		264,706,249		3,991,291

		フィリピン国内通信事業 コクナイ ツウシンジギョウ		(55,674,010)		(8,669,530)		47,004,480

		国内通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ		100,719,609		111,734,840		11,015,231

		在留フィリピン人関連事業 ザイリュウ ジン カンレンジギョウ		6,127,001		(13,582,055)		(19,709,056)

		医療・美容事業 イリョウ ビヨウ ジギョウ		74,873,846		118,756,521		43,882,675

		2019/3上期　営業利益 カミキ エイギョウ リエキ				472,946,025		86,184,621

		2018/3　上期 カミキ		海外通信 カイガイツウシン		フィリピン国内通信 コクナイ ツウシン		国内通信 コクナイ ツウシン		在留フィリピン人関連 ザイリュウ ジンカンレン		医療美容 イリョウビヨウ		2019/3　上期 カミキ

		0		386,761,404		390,752,695		437,757,175		429,063,405		429,063,405		0

		386,761,404		3,991,291		47,004,480		11,015,231		19,709,001		43,882,675		472,946,025

		386,761,404		390,752,695		437,757,175		448,772,406		448,772,406		472,946,080

		売上増減 ウリアゲ ゾウゲン

				2018/3　上期 カミキ		2019/3　上期 カミキ		増減 ゾウゲン

		2018/3　上期　営業利益 カミキ エイギョウリエキ

		海外通信事業 カイガイツウシンジギョウ

		フィリピン国内通信事業 コクナイ ツウシンジギョウ

		国内通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ

		在留フィリピン人関連事業 ザイリュウ ジン カンレンジギョウ

		医療・美容事業 イリョウ ビヨウ ジギョウ

		2019/3上期　営業利益 カミキ エイギョウ リエキ

		2018/3　上期 カミキ		海外通信 カイガイツウシン		フィリピン国内通信 コクナイ ツウシン		国内通信 コクナイ ツウシン		在留フィリピン人関連 ザイリュウ ジンカンレン		医療美容 イリョウビヨウ		2019/3　上期 カミキ

		0												0





2018/3　上期	海外通信	フィリピン国内通信	国内通信	在留フィリピン人関連	医療美容	2019/3　上期	0	386761404	390752695	437757175	429063405	429063405	0	2018/3　上期	海外通信	フィリピン国内通信	国内通信	在留フィリピン人関連	医療美容	2019/3　上期	386761404	3991291	47004480	11015231	19709001	43882675	472946025	



売上・利益推移

																単位：千円 タンイ センエン

				2018/3月期 ガツ キ										2019/3月期 ガツキ										営業利益 エイギョウリエキ

				１Ｑ		２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		年間合計 ネンカン ゴウケイ		１Ｑ		２Q								2018/3上期 カミキ		2018/4上期 カミキ

		売上高 ウリアゲ ダカ		1,236,958		1,282,620		1,357,858		1,450,107		5,327,543		1,387,704		1,354,436						海外通信 カイガイ ツウシン

		営業利益 エイギョウ リエキ		186,316		200,445		241,658		274,404		902,823		259,080		213,866						フィリピン国内通信 コクナイツウシン

		経常利益 ケイジョウ リエキ		180,548		205,405		244,714		188,351		819,018		322,149		282,048						国内通信 コクナイ ツウシン

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		101,389		130,582		177,849		70,709		480,529		187,759		194,892						在留フィリピン人関連 ザイリュウ ジンカンレン

		利益率 リエキリツ		15.1%		15.6%		17.8%		18.9%		16.9%		18.7%		15.8%						医療美容事業 イリョウビヨウジギョウ

																						計 ケイ



						実績 ジッセキ														計画 ケイカク

						2018/3
1Q		2018/3
2Q		2018/3
3Q		2018/3
4Q		2019/3
1Q		2019/3
2Q		FY2018
１Ｑ		FY2018
2Ｑ		中間 チュウカン		FY2018
3Ｑ		FY2018
4Ｑ		通期 ツウキ

		海外通信 カイガイツウシン		売上 ウリアゲ		367		337		415		400※１		396		390		453		487		940		508		517		1,966

				利益 リエキ		124		135		158		147		131		133		145		150		295		149		146		591

		フィリピン国内通信 コクナイツウシン		売上 ウリアゲ		9		7		6		49※２　　		55		77		62		72		134		92		117		344

				利益 リエキ		▲ 21		▲ 34		▲ 30		▲ 22		▲ 7		▲ 1		▲ 15		▲ 12		▲ 28		0		17		▲ 11

		国内通信 コクナイツウシン		売上 ウリアゲ		633		669		683		755		683		637		669		647		1,317		662		686		2,667

				利益 リエキ		47		52		58		144		74		37		41		15		56		22		40		120

		在留フィリピン人関連 ザイリュウ ジン カンレン		売上 ウリアゲ		91		96		99		78		74		64		80		84		164		87		94		346

				利益 リエキ		▲ 3		9		7		▲ 1		▲ 6		▲ 7		0		4		3		5		12		21

		医療・美容 イリョウ ビヨウ		売上 ウリアゲ		134		131		152		166		177		183		170		171		341		203		237		782

				利益 リエキ		38		36		48		37		66		51		39		40		80		49		69		199

		合計 ゴウケイ		売上 ウリアゲ		1,236		1,282		1,357		1,450		1,387		1,354		1,434		1,463		2,898		1,554		1,653		6,107

				利益 リエキ		186		200		241		274		259		213		209		198		408		227		286		921

				利益率 リエキ リツ		15.1%		15.6%		17.8%		18.9%		18.7%		15.8%

																（仮）↑ カリ



売上	2018/3	
1Q	2018/3	
2Q	2018/3	
3Q	2018/3	
4Q	2019/3	
1Q	2019/3	
2Q	1236	1282	1357	1450	1387	1354	利益率	0.15062435426263462	0.15627777517893063	0.17797000864597035	0.18923017404922532	0.18669687483786168	0.15790041020764362	利益	2018/3	
1Q	2018/3	
2Q	2018/3	
3Q	2018/3	
4Q	2019/3	
1Q	2019/3	
2Q	186	200	241	274	259	213	

セグメント別

						2018年3月期　
上期　実績 ネン ガツ キ カミキ ジッセキ		2019年3月期
上期　実績 ネン ガツ キ カミキ ジッセキ



		海外通信事業 カイガイ ツウシン ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		745,234,661		787,682,463

				営業利益 エイギョウ リエキ		260,714,958		264,706,249

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		35.0%		33.6%

		フィリピン国内
通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		17,231,573		133,376,698

				営業利益 エイギョウ リエキ		(55,674,010)		-8,669,530 

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		ー

		国内通信事業 コクナイ ツウシンジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		1,302,724,305		1,321,284,839

				営業利益 エイギョウ リエキ		100,719,609		111,734,840

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		7.7%		8.5%

		在留フィリピン人関連事業 ザイリュウ ジン カンレンジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		188,019,094		139,025,396

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,127,001		-13,582,055 

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		3.3%

		医療・美容事業 イリョウ ビヨウ ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		266,368,722		360,771,167

				営業利益 エイギョウ リエキ		74,873,846		118,756,521

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		28.1%		32.9%

		合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		2,519,578,355		2,742,140,563

				営業利益 エイギョウ リエキ		386,761,404		472,946,025

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		15.4%		17.2%

						2018年3月期　
１Q実績 ネン ガツ キ ジッセキ		2019年3月期　
１Q実績 ネン ガツ キ ジッセキ		2019年3月期２Q実績 ネン ガツ キ ジッセキ

										単体 タンタイ		累計 ルイケイ

		海外通信事業 カイガイ ツウシン ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		367,912,163		396,809,269		390,872,731		787,682,000

				営業利益 エイギョウ リエキ		124,858,161		131,481,495		133,224,505		264,706,000

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		33.9%		33.1%		34.1%		33.6%

		フィリピン国内
通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		9,631,580		55,389,250		77,986,750		133,376,000

				営業利益 エイギョウ リエキ		(21,442,098)		(7,545,459)		-1,123,541 		-8,669,000 

				営業利益率 エイギョウリエキリツ

		国内通信事業 コクナイ ツウシンジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		633,597,509		683,924,382		637,359,618		1,321,284,000

				営業利益 エイギョウ リエキ		47,793,434		74,276,534		37,457,466		111,734,000

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		7.5%		10.9%		5.9%		8.5%

		在留フィリピン人関連事業 ザイリュウ ジン カンレンジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		91,114,419		74,049,568		64,975,432		139,025,000

				営業利益 エイギョウ リエキ		(3,433,344)		(6,011,892)		-7,570,108 		-13,582,000 

				営業利益率 エイギョウリエキリツ

		医療・美容事業 イリョウ ビヨウ ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		134,703,156		177,531,990		183,239,010		360,771,000

				営業利益 エイギョウ リエキ		38,540,101		66,879,341		51,876,659		118,756,000

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		28.6%		37.7%		28.3%		32.9%

		合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		1,236,958,827		1,387,704,459		1,354,435,541		2,742,140,000

				営業利益 エイギョウ リエキ		186316254		259080019		213,865,981		472,946,000

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		15.1%		18.7%		15.8%		17.2%





キャッシュフロー

		区分 クブン				2018/3　上期 カミキ		2019/3　上期 カミキ

		営業活動によるキャッシュフロー エイギョウカツドウ

				税金等調整前当期純利益（のれん償却含む） ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ

				減損損失 ゲンソンソンシツ

				固定資産除却損費 コテイシサンジョキャクソン ヒ

				株式報酬費用 カブシキ ホウシュウ ヒヨウ

				支払利息 シハライリソク

				為替差損益 カワセ サソン エキ

				売上債権の増減額 ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク

				仕入債務の増減額 シイレ サイム ゾウゲン ガク

				前受収益の増減額 マエ ウケ シュウエキ ゾウゲンガク

				法人税等の支払額 ホウジンゼイ トウ シハラ ガク

		投資活動によるキャッシュフロー トウシカツドウ

				有形固定資産お取得によるキャッシュフロー ユウケイコテイシサン シュトク

				資産除去債務の履行による支払 シサン ジョキョ サイム リコウ シハラ

				敷金及び保証金の差入による支出 シキキン オヨ ホショウキン サ ニュウ シシュツ

		財務活動によるキャッシュフロー ザイム カツドウ

		　		長期借入れによる収入 チョウキ カリイ シュウニュウ

				長期借入金の返済による支出 チョウキ カリイレキン ヘンサイ シシュツ

		現金及び現金同等物の増減額 ゲンキンオヨ ゲンキンドウトウ モノ ゾウゲンガク

		現金同等物物の期首残高 ゲンキンドウトウモノ モノ キシュ ザンダカ

		現金同等物物の期末残高 ゲンキンドウトウモノ モノ キマツ ザンダカ







IVAN顧客数

				43160		43252		43344

		アクティベートテナント数 スウ		211		269		391

		アクティベートビル数 スウ		67		70		86



アクティベートテナント数	

211	269	391	



67	70	86	



レーシック患者数

				Jan-17		Feb-17		Mar-17		Apr-17		May-17		Jun-17

		Lasik-Makati		168		141		201		181		169		171

		NVLC/PELI-Makati		5		9		4		9		6		7

		Lasik- Ortigas		82		81		74		102		97		93

		NVLC/PELI- Ortigas		3		4		3		3		5		8

		Lasik total		258		235		282		295		277		279

		Cataract

				Jan-18		Feb-18		Mar-18		Apr-18		May-18		Jun-18		Jul-18		Aug-18		Sep-18		Oct-18		Nov-18		Dec-18

		Lasik-Makati		241		211		250		236		215		192

		NVLC/PELI-Makati		7		3		8		3		4		14

		Lasik- Ortigas		144		118		129		123		131		131

		NVLC/PELI- Ortigas		1		4		10		3		0		3

		Lasik total		393		336		397		365		350		340

		Cataract-Makati		14		7		5		12		16		13

		Cataract-Ortigas		1		0		1				6		2

		Cataract total		15		7		6		12		22		15

				1月 ガツ		2月		3月		4月		5月		6月

		売上高 ウリアゲダカ		66204		55427		59847		59152		63374		59669

		利益 リエキ		30351		17896		21883		20270		21704		15534

		レーシックのみ		52480		44443		50602		47405		48172		47076

		白内障 ハクナイショウ		3055						3577		5569		3617

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		15237										31136

		2017年上期 ネン カミキ		2018年上期 ネン カミキ

		1,626		2181





2017年上期	2018年上期	1626	2181	



H30.3業績

		（単位：千円） タンイ セン エン		1Q				２Q								３Q								4Q

				売上高 ウリアゲダカ		営業利益 エイギョウリエキ		売上高 ウリアゲダカ				営業利益 エイギョウリエキ				売上高 ウリアゲダカ				営業利益 エイギョウリエキ				売上高 ウリアゲダカ				営業利益 エイギョウリエキ

		海外通信事業 カイガイツウシンジギョウ		367,912		93,181		377,322		745,234		103,827		197,008		415,553		1,160,787		129,171		326,179		435,277		1,596,064		134,163		460,342

		国内通信事業 コクナイツウシンジギョウ		633,597		46,677		669,127		1,302,724		48,812		95,489		683,734		1,986,458		54,740		150,229		755,371		2,741,829		105,439		255,668

		在留フィリピン人関連事業 ザイリュウ ジンカンレン ジギョウ		100,745		7,917		104,505		205,250		11,472		19,389		106,158		311,408		9,329		28,718		93,038		404,446		(2,376)		26,342

		医療美容事業 イリョウビヨウジギョウ		134,703		38,540		131,665		266,368		36,333		74,873		152,414		418,782		48,419		123,292		166,421		585,203		37,177		160,469

		合計 ゴウケイ		1,236,958		186,316		1,282,620		2,519,578		200,445		386,761		1,357,858		3,877,436		241,658		628,419		1,450,107		5,327,543		274,404		902,823

		※平成30年3月については、4セグメントで作成しております。 ヘイセイ ネン ガツ サクセイ

		（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン		1Q				2Q				3Q				4Q

				売上高 ウリアゲダカ		営業利益 エイギョウリエキ		売上高 ウリアゲダカ		営業利益 エイギョウリエキ		売上高 ウリアゲダカ		営業利益 エイギョウリエキ		売上高 ウリアゲダカ		営業利益 エイギョウリエキ

		海外通信事業 カイガイツウシンジギョウ		367		93		377		103		415		129		435		134

		国内通信事業 コクナイツウシンジギョウ		633		46		669		48		683		54		755		105

		在留フィリピン人関連事業 ザイリュウ ジンカンレン ジギョウ		100		7		104		11		106		9		93		(2)

		医療美容事業 イリョウビヨウジギョウ		134		38		131		36		152		48		166		37

		合計 ゴウケイ		1,236		186		1,282		200		1,357		241		1,450		274





貸借対照表

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		資産の部 シサン ブ								負債・純資産の部 フサイ ジュンシサン ブ

				2018年3月期末 ネン ガツキ マツ		2019年3月期上期 ネン ガツキ カミキ		増減 ゾウゲン				2018年3月期末 ネン ガツキ マツ		2019年3月期上期 ネン ガツキ カミキ		増減 ゾウゲン

		流動資産 リュウドウ シサン		2,936		2,936		0		流動負債 リュウドウ フサイ		1,827		1,670		▲ 157

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,410		2,971		1,560		買掛金 カイカケキン		410		406		▲ 3

		売掛金 ウリカケ キン		614		786		172		借入金・社債 シャクニュウキン シャサイ		387		444		56

		リース投資資産 トウシ シサン		608		439		▲ 169		その他 タ		1,030		819		▲ 210

		その他 タ		302		226		▲ 76		固定負債 コテイ フサイ		982		941		▲ 40

										負債合計 フサイ ゴウケイ		2,810		2,612		▲ 198

		固定資産 コテイ シサン		1,308		1,273		▲ 35

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		714		706		▲ 7		純資産 ジュンシサン		1,435		3,084		1,649

		無形固定資産 ムケイコテイシサン		108		75		▲ 32		株主資本 カブヌシ シホン		1,236		2,971		1,735

		投資その他資産 トウシ タ シサン		485		461		5		累積包括利益 ルイセキ ホウカツ リエキ		19		▲ 92		▲ 111

										非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モ ブン		179		205		25

		資産合計 シサン ゴウケイ		4,245		5,697		1,451		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		4,245		5,697		1,451



		資産の部 シサン ブ								負債・純資産の部 フサイ ジュンシサン ブ

				2018年3月期末 ネン ガツ キ マツ		2019年3月上期 ネン ガツ カミキ		増減 ゾウゲン				2018年3月期末 ネン ガツ キ マツ		2019年3月期上期 ネン ガツ キ カミキ		増減 ゾウゲン

		流動資産 リュウドウ シサン		2,936,996		2,936,996		0		流動負債 リュウドウ フサイ		1,827,978		1,670,488		(157,490)

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,410,964		2,971,107		1,560,143		買掛金 カイカケキン		410,084		406,554		(3,530)

		売掛金 ウリカケ キン		614,579		786,949		172,370		借入金・社債 シャクニュウキン シャサイ		387,564		444,168		56,604

		リース投資資産 トウシ シサン		608,632		439,365		(169,267)		その他 タ		1,030,329		819,764		(210,565)

		その他 タ		302,819		226,215		(76,604)		固定負債 コテイ フサイ		982,631		941,857		(40,774)

										負債合計 フサイ ゴウケイ		2,810,610		2,612,345		(198,265)

		固定資産 コテイ シサン		1,308,774		1,273,661		(35,113)

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		714,215		706,320		(7,895)		純資産 ジュンシサン		1,435,161		3,084,954		1,649,793

		無形固定資産 ムケイコテイシサン		108,610		75,687		(32,923)		株主資本 カブヌシ シホン		1,236,076		2,971,913		1,735,837

		投資その他資産 トウシ タ シサン		485,948		491,653		5,705		累積包括利益 ルイセキ ホウカツ リエキ		19,334		(92,093)		(111,427)

										非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モ ブン		179,749		205,134		25,385

		資産合計 シサン ゴウケイ		4,245,771		5,697,300		1,451,529		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		4,245,771		5,697,300		1,451,529





Sheet1

				4/1/18		May		June		July		August		September

		USドル		108.11		106.27		109.35		111.01		111.06		113.58

		フィリピンぺソ		2.07		2.04		2.10		2.09		2.08		2.10

		香港ドル ホンコン		13.75		13.54		13.85





業績予想

						2019年3月期
2Q実績 ネン ガツキ ジッセキ		2019年3月期　計画 ケイカク				2018年3月期
通期実績

								通期計画 ケイカク		進捗率 シンチョク リツ				前期比率

				売上高		2,742,140,563		6,107,106,436		44.9%		5,327,543,679		114.6%

				営業利益		472,946,025		921,805,415		51.3%		902,823,352		102.1%

				経常利益		617,144,081		906,525,415		68.1%		819,018,237		110.7%

				親会社株主に帰属する
当期純利益 トウキジュンリエキ		390,952,944		555,090,730		70.4%		480,529,197		115.5%

				売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する
当期純利益 トウキジュンリエキ

				2742		472		617		390

				3365		449		289		165

				6107		921		906		555



売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する	
当期純利益	2742	472	617	390	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する	
当期純利益	3365	449	289	165	

Sheet2

										（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				2019年3月期
業績予想 ネン ガツキ ギョウセキヨソウ		2019年3月期　上期実績 ネン ガツキ カミキ ジッセキ				2018年3月期
上期実績 ネン ガツキ カミキジッセキ

								進捗率 シンチョク リツ

		売上高 ウリアゲダカ		6,107		2,742		44.9%		2,519

		営業利益 エイギョウリエキ		921		472		51.3%		386

		経常利益 ケイジョウリエキ		906		617		68.1%		385

		親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		555		390		70.4%		231
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決算概況 セグメント別 

2018/3   ２Q 2019/3   ２Q 前期比率 

売 上 高 745 787 105.7％ 

営 業 利 益 260 264 101.5％ 

利 益 率 35.0% 33.6% － 

2018/3 ２Q 2019/3 ２Q    前期比率 

売 上 高 17 133 774.0％ 

営 業 利 益 ▲55 ▲８ － 

利 益 率 － － － 

■フィリピン国内通信事業 

■海外通信事業 

国際通信回線の提供容量の拡大により、増収・増益。 

事業の本格開始によりInifiniVAN単体は黒字。 
2018年６月現在のサービス提供先は267件。開通済み建物は70棟。 
（参考：2018年９月現在のサービス提供先は391件。開通済み建物は89棟。（他に42棟 工事残）） 

（単位：百万円） 

（単位：百万円） 
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決算概況 セグメント別 

2018/3 ２Q 2019/3  ２Q 前期比率 

売 上 高 1,302 1,321 101.4% 

営 業 利 益 100 111 110.9% 

利 益 率 7.7% 8.5% － 

2018/3 ２Q 2019/3 ２Q    前期比率 

売 上 高 188 139 73.9％ 

営 業 利 益 6 ▲13 － 

利 益 率 3.3％ － － 

■国内通信事業 

■在留フィリピン人関連事業 

大口顧客の事業譲渡により、MVNO事業者向けサービスの売上が減少したものの、秒課金サービスや
コールセンタシステムAmeyoJの大口案件の販売の増加などにより、売上・利益ともに増加。 

人材派遣事業が厳しい採用環境の影響を受けた。ジョブフェア（集団就職面接会）等の新事業展開を図る。 

（単位：百万円） 

（単位：百万円） 
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■医療・美容事業 
2018/3  ２Q 2019/3  ２Q 前期比率 

売 上 高 266 360 135.4％ 

営 業 利 益 74 118 158.6％ 

利 益 率 28.1% 32.9% － 

決算概況 セグメント別 

レーシック手術が好調に推移し、売上・利益ともに大幅に増加。白内障治療も開始。 

（単位：百万円） 
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2019年３月期第2四半期 営業利益増減（前年度比） 
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2018/3 
２Q 実績 

海外通信事業 
＋３ 

フィリピン国内
通信事業 
＋47 

国内通信事業 
＋11 

在留フィリピン
人関連事業 
▲19 

医療・美容事業 
＋43 

2019/3 
２Q 実績 

386 
472 

（百万円） 

フィリピン国内通信事業と医療・美容事業が利益拡大を牽引。 
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2019年３月期 通期業績見通し 

通期計画の概要 
 現状では計画通りに進捗。2018年6月27日に公表した数値からの変更なし。 
 各セグメントごとに進捗に差があるものの、事業全体では順調に推移している。 
 通信業界特有の期末調整や、為替相場の急激な変動などの不確定要因があるため、 
   業績予想の修正は据え置く。 

（単位：百万円）

進捗率

売上高 6,107 2,742 44.9% 2,519

営業利益 921 472 51.3% 386

経常利益 906 617 68.1% 385

親会社株主に帰属する
当期純利益

555 390 70.4% 231

2018年3月期
２Q実績

2019年3月期
通期業績予想

2019年3月期
２Q実績


ハイライト

		2019/3 2Q成績 セイセキ

				2018/3 1Q		2019/3 2Q		前期比 ゼンキ ヒ						増減比 ゾウゲン ヒ

		売上高 ウリアゲダカ

		営業利益 エイギョウリエキ

		経常利益 ケイジョウリエキ

		当期純利益 トウキジュンリエキ

		2019/3 2Q　ハイライト

																単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

				2018年3月期
上期実績 ネン ガツキ カミキジッセキ		2019年3月期 ネン ガツキ								前年同期比（累計） ゼンネンドウキヒ ルイケイ

						１Q		２Q		累計 ルイケイ		構成比 コウセイヒ				同期比率 ドウキヒ リツ

		売上高 ウリアゲダカ		2,519,578,355		1,387,704,459		1,354,436,104		2,742,140,563		100%		222,562,208		108.8%

		営業利益 エイギョウリエキ		386,761,404		259,080,019		213,866,006		472,946,025		17.2%		86,184,621		122.3%

		経常利益 ケイジョウリエキ		385,953,853		335,095,686		282,048,395		617,144,081		22.5%		231,190,228		159.9%				462,144,081

		親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		231,971,915		196,060,709		194,892,235		390,952,944		14.3%		158,981,029		168.5%

		１株当たり
当期純利益 カブア トウキジュンリエキ		116										(116)

		2019年3月期2Qにおいて、営業外収益に為替差益155百万円を計上 ネン ガツキ エイギョウガイ シュウエキ カワセサエキ ヒャクマンエン ケイジョウ

				2018年3月期
上期実績 ネン ガツキ カミキジッセキ		2019年3月期 ネン ガツキ								前年同期比(累計) ゼンネンドウキヒ ルイケイ

						１Q		２Q		累計 ルイケイ		構成比 コウセイヒ				同期比率 ドウキヒ リツ

		売上高 ウリアゲダカ		2,519		1,387		1,354		2,742		100%		222		108.8%

		営業利益 エイギョウリエキ		386		259		213		472		17.2%		86		122.3%

		経常利益 ケイジョウリエキ		385		335		282		617		22.5%		231		159.0%

		親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		231		196		194		390		14.2%		158		168.5%





















セグメント別（全）

						2018年3月期　
上期　 ネン ガツ キ カミキ		2019年3月期
上期 ネン ガツ キ カミキ		前年同期比 ゼンネンドウキヒ

												増減率 ゾウゲンリツ

		海外通信事業 カイガイ ツウシン ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		745,234,661		787,682,000		42,447,339		105.7%

				営業利益 エイギョウ リエキ		260,714,958		264,706,000		3,991,042		101.5%

		フィリピン国内
通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		17,231,573		133,376,000		116,144,427		774.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ		(55,674,010)		(8,669,000)		47,005,010		-

		国内通信事業 コクナイ ツウシンジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		1,302,724,305		1,321,284,000		18,559,695		101.4%

				営業利益 エイギョウ リエキ		100,719,609		111,734,000		11,014,391		110.9%

		在留フィリピン人関連事業 ザイリュウ ジン カンレンジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		188,019,094		139,025,000		(48,994,094)		73.9%

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,127,001		(13,582,000)		(19,709,001)		-

		医療・美容事業 イリョウ ビヨウ ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		266,368,722		360,771,000		94,402,278		135.4%

				営業利益 エイギョウ リエキ		74,873,846		118,756,000		43,882,154		158.6%

		合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		2,519,578,355		2,742,140,000		222,561,645		108.8%

				営業利益 エイギョウ リエキ		386,761,404		472,946,000		86,184,596		122.3%



												(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2018年3月期上期　 ネン ガツ キ カミキ		2019年3月期上期　 ネン ガツ キ カミキ		前年同期比 ゼンネンドウキヒ

												増減率 ゾウゲンリツ

		海外通信事業 カイガイ ツウシン ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		745		787		42		105.6%

				営業利益 エイギョウ リエキ		260		264		3		101.5%

		フィリピン国内
通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		17		133		116		774.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ		(55)		(8)		47		-

		国内通信事業 コクナイ ツウシンジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		1,302		1,321		19		101.5%

				営業利益 エイギョウ リエキ		100		111		11		111.0%

		在留フィリピン人関連事業 ザイリュウ ジン カンレンジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		188		139		(49)		73.9%

				営業利益 エイギョウ リエキ		6		(13)		(19)		-

		医療・美容事業 イリョウ ビヨウ ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		266		360		94		135.3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		74		118		44		159.5%

		合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		2,519		2,742		222		108.9%

				営業利益 エイギョウ リエキ		386		472		86		122.3%





売上高	2018年3月期上期　	2019年3月期上期　	745	787	営業利益	2018年3月期上期　	2019年3月期上期　	260	264	



売上高	2018年3月期上期　	2019年3月期上期　	17	133	営業利益	2018年3月期上期　	2019年3月期上期　	-55	-8	



売上高	2018年3月期上期　	2019年3月期上期　	1302	1321	営業利益	2018年3月期上期　	2019年3月期上期　	100	111	



売上高	2018年3月期上期　	2019年3月期上期　	188	139	営業利益	2018年3月期上期　	2019年3月期上期　	6	-13	



売上高	2018年3月期上期　	2019年3月期上期　	266	360	営業利益	2018年3月期上期　	2019年3月期上期　	74	118	





滝グラフ

		営業利益増減 エイギョウリエキ ゾウゲン

				2018/3　上期 カミキ		2019/3　上期 カミキ		増減 ゾウゲン

		2018/3　上期　営業利益 カミキ エイギョウリエキ		386,761,404

		海外通信事業 カイガイツウシンジギョウ		260,714,958		264,706,000		3,991,042

		フィリピン国内通信事業 コクナイ ツウシンジギョウ		(55,674,010)		(8,669,000)		47,005,010

		国内通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ		100,719,609		111,734,000		11,014,391

		在留フィリピン人関連事業 ザイリュウ ジン カンレンジギョウ		6,127,001		(13,582,000)		(19,709,001)

		医療・美容事業 イリョウ ビヨウ ジギョウ		74,873,846		118,756,000		43,882,154

		2019/3上期　営業利益 カミキ エイギョウ リエキ				472,946,000		86,184,596

		2018/3　上期 カミキ		海外通信 カイガイツウシン		フィリピン国内通信 コクナイ ツウシン		国内通信 コクナイ ツウシン		在留フィリピン人関連 ザイリュウ ジンカンレン		医療美容 イリョウビヨウ		2019/3　上期 カミキ

		0		386,761,404		390,752,446		437,757,456		429,062,846		429,062,846		0

		386,761,404		3,991,042		47,005,010		11,014,391		19,709,001		43,882,154		472,946,000

		386,761,404		390,752,446		437,757,456		448,771,847		448,771,847		472,945,000

		売上増減 ウリアゲ ゾウゲン

				2018/3　上期 カミキ		2019/3　上期 カミキ		増減 ゾウゲン

		2018/3　上期　営業利益 カミキ エイギョウリエキ

		海外通信事業 カイガイツウシンジギョウ

		フィリピン国内通信事業 コクナイ ツウシンジギョウ

		国内通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ

		在留フィリピン人関連事業 ザイリュウ ジン カンレンジギョウ

		医療・美容事業 イリョウ ビヨウ ジギョウ

		2019/3上期　営業利益 カミキ エイギョウ リエキ

		2018/3　上期 カミキ		海外通信 カイガイツウシン		フィリピン国内通信 コクナイ ツウシン		国内通信 コクナイ ツウシン		在留フィリピン人関連 ザイリュウ ジンカンレン		医療美容 イリョウビヨウ		2019/3　上期 カミキ

		0												0





2018/3　上期	海外通信	フィリピン国内通信	国内通信	在留フィリピン人関連	医療美容	2019/3　上期	0	386761404	390752446	437757456	429062846	429062846	0	2018/3　上期	海外通信	フィリピン国内通信	国内通信	在留フィリピン人関連	医療美容	2019/3　上期	386761404	3991042	47005010	11014391	19709001	43882154	472946000	



売上・利益推移

																単位：千円 タンイ センエン

				2018/3月期 ガツ キ										2019/3月期 ガツキ										営業利益 エイギョウリエキ

				１Ｑ		２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		年間合計 ネンカン ゴウケイ		１Ｑ		２Q								2018/3上期 カミキ		2018/4上期 カミキ

		売上高 ウリアゲ ダカ		1,236,958		1,282,620		1,357,858		1,450,107		5,327,543		1,387,704		1,354,436						海外通信 カイガイ ツウシン

		営業利益 エイギョウ リエキ		186,316		200,445		241,658		274,404		902,823		259,080		213,866						フィリピン国内通信 コクナイツウシン

		経常利益 ケイジョウ リエキ		180,548		205,405		244,714		188,351		819,018		322,149		282,048						国内通信 コクナイ ツウシン

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		101,389		130,582		177,849		70,709		480,529		187,759		194,892						在留フィリピン人関連 ザイリュウ ジンカンレン

		利益率 リエキリツ		15.1%		15.6%		17.8%		18.9%		16.9%		18.7%		15.8%						医療美容事業 イリョウビヨウジギョウ

																						計 ケイ



						実績 ジッセキ														計画 ケイカク

						2018/3
1Q		2018/3
2Q		2018/3
3Q		2018/3
4Q		2019/3
1Q		2019/3
2Q		FY2018
１Ｑ		FY2018
2Ｑ		中間 チュウカン		FY2018
3Ｑ		FY2018
4Ｑ		通期 ツウキ

		海外通信 カイガイツウシン		売上 ウリアゲ		367		337		415		400※１		396		390		453		487		940		508		517		1,966

				利益 リエキ		124		135		158		147		131		133		145		150		295		149		146		591

		フィリピン国内通信 コクナイツウシン		売上 ウリアゲ		9		7		6		49※２　　		55		77		62		72		134		92		117		344

				利益 リエキ		▲ 21		▲ 34		▲ 30		▲ 22		▲ 7		▲ 1		▲ 15		▲ 12		▲ 28		0		17		▲ 11

		国内通信 コクナイツウシン		売上 ウリアゲ		633		669		683		755		683		637		669		647		1,317		662		686		2,667

				利益 リエキ		47		52		58		144		74		37		41		15		56		22		40		120

		在留フィリピン人関連 ザイリュウ ジン カンレン		売上 ウリアゲ		91		96		99		78		74		64		80		84		164		87		94		346

				利益 リエキ		▲ 3		9		7		▲ 1		▲ 6		▲ 7		0		4		3		5		12		21

		医療・美容 イリョウ ビヨウ		売上 ウリアゲ		134		131		152		166		177		183		170		171		341		203		237		782

				利益 リエキ		38		36		48		37		66		51		39		40		80		49		69		199

		合計 ゴウケイ		売上 ウリアゲ		1,236		1,282		1,357		1,450		1,387		1,354		1,434		1,463		2,898		1,554		1,653		6,107

				利益 リエキ		186		200		241		274		259		213		209		198		408		227		286		921

				利益率 リエキ リツ		15.1%		15.6%		17.8%		18.9%		18.7%		15.8%

																（仮）↑ カリ



売上	2018/3	
1Q	2018/3	
2Q	2018/3	
3Q	2018/3	
4Q	2019/3	
1Q	2019/3	
2Q	1236	1282	1357	1450	1387	1354	利益	2018/3	
1Q	2018/3	
2Q	2018/3	
3Q	2018/3	
4Q	2019/3	
1Q	2019/3	
2Q	186	200	241	274	259	213	利益率	0.15062435426263462	0.15627777517893063	0.17797000864597035	0.18923017404922532	0.18669687483786168	0.15790041020764362	

セグメント別

						2018年3月期　
上期　実績 ネン ガツ キ カミキ ジッセキ		2019年3月期
上期　実績 ネン ガツ キ カミキ ジッセキ



		海外通信事業 カイガイ ツウシン ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		745,234,661		787,682,000

				営業利益 エイギョウ リエキ		260,714,958		264,706,000

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		35.0%		33.6%

		フィリピン国内
通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		17,231,573		133,376,000

				営業利益 エイギョウ リエキ		(55,674,010)		-8,669,000 

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		ー

		国内通信事業 コクナイ ツウシンジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		1,302,724,305		1,321,284,000

				営業利益 エイギョウ リエキ		100,719,609		111,734,000

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		7.7%		8.5%

		在留フィリピン人関連事業 ザイリュウ ジン カンレンジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		188,019,094		139,025,000

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,127,001		-13,582,000 

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		3.3%

		医療・美容事業 イリョウ ビヨウ ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		266,368,722		360,771,000

				営業利益 エイギョウ リエキ		74,873,846		118,756,000

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		28.1%		32.9%

		合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		2,519,578,355		2,742,140,000

				営業利益 エイギョウ リエキ		386,761,404		472,946,000

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		15.4%		17.2%

						2018年3月期　
１Q実績 ネン ガツ キ ジッセキ		2019年3月期　
１Q実績 ネン ガツ キ ジッセキ		2019年3月期２Q実績 ネン ガツ キ ジッセキ

										単体 タンタイ		累計 ルイケイ

		海外通信事業 カイガイ ツウシン ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		367,912,163		396,809,269		390,872,731		787,682,000

				営業利益 エイギョウ リエキ		124,858,161		131,481,495		133,224,505		264,706,000

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		33.9%		33.1%		34.1%		33.6%

		フィリピン国内
通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		9,631,580		55,389,250		77,986,750		133,376,000

				営業利益 エイギョウ リエキ		(21,442,098)		(7,545,459)		-1,123,541 		-8,669,000 

				営業利益率 エイギョウリエキリツ

		国内通信事業 コクナイ ツウシンジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		633,597,509		683,924,382		637,359,618		1,321,284,000

				営業利益 エイギョウ リエキ		47,793,434		74,276,534		37,457,466		111,734,000

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		7.5%		10.9%		5.9%		8.5%

		在留フィリピン人関連事業 ザイリュウ ジン カンレンジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		91,114,419		74,049,568		64,975,432		139,025,000

				営業利益 エイギョウ リエキ		(3,433,344)		(6,011,892)		-7,570,108 		-13,582,000 

				営業利益率 エイギョウリエキリツ

		医療・美容事業 イリョウ ビヨウ ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		134,703,156		177,531,990		183,239,010		360,771,000

				営業利益 エイギョウ リエキ		38,540,101		66,879,341		51,876,659		118,756,000

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		28.6%		37.7%		28.3%		32.9%

		合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		1,236,958,827		1,387,704,459		1,354,435,541		2,742,140,000

				営業利益 エイギョウ リエキ		186316254		259080019		213,865,981		472,946,000

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		15.1%		18.7%		15.8%		17.2%





キャッシュフロー

		区分 クブン				2018/3　上期 カミキ		2019/3　上期 カミキ

		営業活動によるキャッシュフロー エイギョウカツドウ

				税金等調整前当期純利益（のれん償却含む） ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ

				減損損失 ゲンソンソンシツ

				固定資産除却損費 コテイシサンジョキャクソン ヒ

				株式報酬費用 カブシキ ホウシュウ ヒヨウ

				支払利息 シハライリソク

				為替差損益 カワセ サソン エキ

				売上債権の増減額 ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク

				仕入債務の増減額 シイレ サイム ゾウゲン ガク

				前受収益の増減額 マエ ウケ シュウエキ ゾウゲンガク

				法人税等の支払額 ホウジンゼイ トウ シハラ ガク

		投資活動によるキャッシュフロー トウシカツドウ

				有形固定資産お取得によるキャッシュフロー ユウケイコテイシサン シュトク

				資産除去債務の履行による支払 シサン ジョキョ サイム リコウ シハラ

				敷金及び保証金の差入による支出 シキキン オヨ ホショウキン サ ニュウ シシュツ

		財務活動によるキャッシュフロー ザイム カツドウ

		　		長期借入れによる収入 チョウキ カリイ シュウニュウ

				長期借入金の返済による支出 チョウキ カリイレキン ヘンサイ シシュツ

		現金及び現金同等物の増減額 ゲンキンオヨ ゲンキンドウトウ モノ ゾウゲンガク

		現金同等物物の期首残高 ゲンキンドウトウモノ モノ キシュ ザンダカ

		現金同等物物の期末残高 ゲンキンドウトウモノ モノ キマツ ザンダカ







IVAN顧客数

				43160		43252		43344

		アクティベートテナント数 スウ		211		269		391

		アクティベートビル数 スウ		67		70		86



アクティベートテナント数	

211	269	391	



67	70	86	



レーシック患者数

				Jan-17		Feb-17		Mar-17		Apr-17		May-17		Jun-17

		Lasik-Makati		168		141		201		181		169		171

		NVLC/PELI-Makati		5		9		4		9		6		7

		Lasik- Ortigas		82		81		74		102		97		93

		NVLC/PELI- Ortigas		3		4		3		3		5		8

		Lasik total		258		235		282		295		277		279

		Cataract

				Jan-18		Feb-18		Mar-18		Apr-18		May-18		Jun-18		Jul-18		Aug-18		Sep-18		Oct-18		Nov-18		Dec-18

		Lasik-Makati		241		211		250		236		215		192

		NVLC/PELI-Makati		7		3		8		3		4		14

		Lasik- Ortigas		144		118		129		123		131		131

		NVLC/PELI- Ortigas		1		4		10		3		0		3

		Lasik total		393		336		397		365		350		340

		Cataract-Makati		14		7		5		12		16		13

		Cataract-Ortigas		1		0		1				6		2

		Cataract total		15		7		6		12		22		15

				1月 ガツ		2月		3月		4月		5月		6月

		売上高 ウリアゲダカ		66204		55427		59847		59152		63374		59669

		利益 リエキ		30351		17896		21883		20270		21704		15534

		レーシックのみ		52480		44443		50602		47405		48172		47076

		白内障 ハクナイショウ		3055						3577		5569		3617

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		15237										31136

		2017年上期 ネン カミキ		2018年上期 ネン カミキ

		1,626		2181





2017年上期	2018年上期	1626	2181	



H30.3業績

		（単位：千円） タンイ セン エン		1Q				２Q								３Q								4Q

				売上高 ウリアゲダカ		営業利益 エイギョウリエキ		売上高 ウリアゲダカ				営業利益 エイギョウリエキ				売上高 ウリアゲダカ				営業利益 エイギョウリエキ				売上高 ウリアゲダカ				営業利益 エイギョウリエキ

		海外通信事業 カイガイツウシンジギョウ		367,912		93,181		377,322		745,234		103,827		197,008		415,553		1,160,787		129,171		326,179		435,277		1,596,064		134,163		460,342

		国内通信事業 コクナイツウシンジギョウ		633,597		46,677		669,127		1,302,724		48,812		95,489		683,734		1,986,458		54,740		150,229		755,371		2,741,829		105,439		255,668

		在留フィリピン人関連事業 ザイリュウ ジンカンレン ジギョウ		100,745		7,917		104,505		205,250		11,472		19,389		106,158		311,408		9,329		28,718		93,038		404,446		(2,376)		26,342

		医療美容事業 イリョウビヨウジギョウ		134,703		38,540		131,665		266,368		36,333		74,873		152,414		418,782		48,419		123,292		166,421		585,203		37,177		160,469

		合計 ゴウケイ		1,236,958		186,316		1,282,620		2,519,578		200,445		386,761		1,357,858		3,877,436		241,658		628,419		1,450,107		5,327,543		274,404		902,823

		※平成30年3月については、4セグメントで作成しております。 ヘイセイ ネン ガツ サクセイ

		（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン		1Q				2Q				3Q				4Q

				売上高 ウリアゲダカ		営業利益 エイギョウリエキ		売上高 ウリアゲダカ		営業利益 エイギョウリエキ		売上高 ウリアゲダカ		営業利益 エイギョウリエキ		売上高 ウリアゲダカ		営業利益 エイギョウリエキ

		海外通信事業 カイガイツウシンジギョウ		367		93		377		103		415		129		435		134

		国内通信事業 コクナイツウシンジギョウ		633		46		669		48		683		54		755		105

		在留フィリピン人関連事業 ザイリュウ ジンカンレン ジギョウ		100		7		104		11		106		9		93		(2)

		医療美容事業 イリョウビヨウジギョウ		134		38		131		36		152		48		166		37

		合計 ゴウケイ		1,236		186		1,282		200		1,357		241		1,450		274





貸借対照表

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		資産の部 シサン ブ								負債・純資産の部 フサイ ジュンシサン ブ

				2018年3月期末 ネン ガツキ マツ		2019年3月期上期 ネン ガツキ カミキ		増減 ゾウゲン				2018年3月期末 ネン ガツキ マツ		2019年3月期上期 ネン ガツキ カミキ		増減 ゾウゲン

		流動資産 リュウドウ シサン		2,936		2,936		0		流動負債 リュウドウ フサイ		1,827		1,670		▲ 157

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,410		2,971		1,560		買掛金 カイカケキン		410		406		▲ 3

		売掛金 ウリカケ キン		614		786		172		借入金・社債 シャクニュウキン シャサイ		387		444		56

		リース投資資産 トウシ シサン		608		439		▲ 169		その他 タ		1,030		819		▲ 210

		その他 タ		302		226		▲ 76		固定負債 コテイ フサイ		982		941		▲ 40

										負債合計 フサイ ゴウケイ		2,810		2,612		▲ 198

		固定資産 コテイ シサン		1,308		1,273		▲ 35

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		714		706		▲ 7		純資産 ジュンシサン		1,435		3,084		1,649

		無形固定資産 ムケイコテイシサン		108		75		▲ 32		株主資本 カブヌシ シホン		1,236		2,971		1,735

		投資その他資産 トウシ タ シサン		485		461		5		累積包括利益 ルイセキ ホウカツ リエキ		19		▲ 92		▲ 111

										非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モ ブン		179		205		25

		資産合計 シサン ゴウケイ		4,245		5,697		1,451		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		4,245		5,697		1,451



		資産の部 シサン ブ								負債・純資産の部 フサイ ジュンシサン ブ

				2018年3月期末 ネン ガツ キ マツ		2019年3月上期 ネン ガツ カミキ		増減 ゾウゲン				2018年3月期末 ネン ガツ キ マツ		2019年3月期上期 ネン ガツ キ カミキ		増減 ゾウゲン

		流動資産 リュウドウ シサン		2,936,996		2,936,996		0		流動負債 リュウドウ フサイ		1,827,978		1,670,488		(157,490)

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,410,964		2,971,107		1,560,143		買掛金 カイカケキン		410,084		406,554		(3,530)

		売掛金 ウリカケ キン		614,579		786,949		172,370		借入金・社債 シャクニュウキン シャサイ		387,564		444,168		56,604

		リース投資資産 トウシ シサン		608,632		439,365		(169,267)		その他 タ		1,030,329		819,764		(210,565)

		その他 タ		302,819		226,215		(76,604)		固定負債 コテイ フサイ		982,631		941,857		(40,774)

										負債合計 フサイ ゴウケイ		2,810,610		2,612,345		(198,265)

		固定資産 コテイ シサン		1,308,774		1,273,661		(35,113)

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		714,215		706,320		(7,895)		純資産 ジュンシサン		1,435,161		3,084,954		1,649,793

		無形固定資産 ムケイコテイシサン		108,610		75,687		(32,923)		株主資本 カブヌシ シホン		1,236,076		2,971,913		1,735,837

		投資その他資産 トウシ タ シサン		485,948		491,653		5,705		累積包括利益 ルイセキ ホウカツ リエキ		19,334		(92,093)		(111,427)

										非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モ ブン		179,749		205,134		25,385

		資産合計 シサン ゴウケイ		4,245,771		5,697,300		1,451,529		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		4,245,771		5,697,300		1,451,529





Sheet1

				4/1/18		May		June		July		August		September

		USドル		108.11		106.27		109.35		111.01		111.06		113.58

		フィリピンぺソ		2.07		2.04		2.10		2.09		2.08		2.10

		香港ドル ホンコン		13.75		13.54		13.85





業績予想

						2019年3月期
2Q実績 ネン ガツキ ジッセキ		2019年3月期　計画 ケイカク				2018年3月期
通期実績

								通期計画 ケイカク		進捗率 シンチョク リツ				前期比率				前期比率

				売上高		2,742		6,107		44.9%		5,327		114.6%				114.6%

				営業利益		472		921		51.3%		902		102.1%				102.1%

				経常利益		617		906		68.1%		819		110.7%				110.7%

				親会社株主に帰属する
当期純利益 トウキジュンリエキ		390		555		70.4%		480		115.5%				115.5%

				売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する
当期純利益 トウキジュンリエキ

				2742		472		617		390

				3365		449		289		165

				6107		921		906		555



売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する	
当期純利益	2742	472	617	390	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する	
当期純利益	3365	449	289	165	

Sheet2

										（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				2019年3月期
通期業績予想 ネン ガツキ ツウキ ギョウセキヨソウ		2019年3月期　２Q実績 ネン ガツキ ジッセキ				2018年3月期
２Q実績 ネン ガツキ ジッセキ

								進捗率 シンチョク リツ

		売上高 ウリアゲダカ		6,107		2,742		44.9%		2,519

		営業利益 エイギョウリエキ		921		472		51.3%		386

		経常利益 ケイジョウリエキ		906		617		68.1%		385

		親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		555		390		70.4%		231
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財務状態 

連結貸借対照表（サマリー） 

注記 
１．現金及び預金の増加は、東京証券取引所マザーズ市場上場時の公募資金増資やオーバーアロットメントによる第三者割当増資等による。 
２．純資産増加は、上場時の増資とストックオプション行使により、資本金と資本準備金が増加したこと、当第2四半期連結累計期間における親  
  会社株主に帰属する四半期純利益の増加に伴い、利益余剰金が増加したことによる。 

2018年3月期末 2019年3月期２Q 増減 2018年3月期末 2019年3月期２Q 増減

流 動 資 産 2,936 4,423 1,486 流 動 負 債 1,827 1,670 ▲ 157

現 金 及 び 預 金 1,410 2,971 1,560 買 掛 金 410 284 ▲ 125

売 掛 金 614 786 172 借 入 金 ・ 社 債 387 566 178

リース投資資産 608 439 ▲ 169 そ の 他 1,030 819 ▲ 210

そ の 他 302 226 ▲ 76 固 定 負 債 982 941 ▲ 40

負 債 合 計 2,810 2,612 ▲ 198

固 定 資 産 1,308 1,273 ▲ 35

有 形 固 定 資 産 714 706 ▲ 7 純 資 産 1,435 3,084 1,649

無 形 固 定 資 産 108 75 ▲ 32 株 主 資 本 1,236 2,971 1,735

投資その他資産 485 491 5 累 積 包 括 利 益 19 ▲ 92 ▲ 111

非 支 配 株 主 持 分 179 205 25

資 産 合 計 4,245 5,697 1,451 負債・純資産合計 4,245 5,697 1,451

（単位：百万円）
資産の部 負債・純資産の部


ハイライト

		2019/3 2Q成績 セイセキ

				2018/3 1Q		2019/3 2Q		前期比 ゼンキ ヒ						増減比 ゾウゲン ヒ

		売上高 ウリアゲダカ

		営業利益 エイギョウリエキ

		経常利益 ケイジョウリエキ

		当期純利益 トウキジュンリエキ

		2019/3 2Q　ハイライト

																単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

				2018年3月期
上期実績 ネン ガツキ カミキジッセキ		2019年3月期 ネン ガツキ								前年同期比（累計） ゼンネンドウキヒ ルイケイ

						１Q		２Q		累計 ルイケイ		構成比 コウセイヒ				同期比率 ドウキヒ リツ

		売上高 ウリアゲダカ		2,519,578,355		1,387,704,459		1,354,436,104		2,742,140,563		100%		222,562,208		108.8%

		営業利益 エイギョウリエキ		386,761,404		259,080,019		213,866,006		472,946,025		17.2%		86,184,621		122.3%

		経常利益 ケイジョウリエキ		385,953,853		335,095,686		282,048,395		617,144,081		22.5%		231,190,228		159.9%				462,144,081

		親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		231,971,915		196,060,709		194,892,235		390,952,944		14.3%		158,981,029		168.5%

		１株当たり
当期純利益 カブア トウキジュンリエキ		116										(116)

		2019年3月期2Qにおいて、営業外収益に為替差益155百万円を計上 ネン ガツキ エイギョウガイ シュウエキ カワセサエキ ヒャクマンエン ケイジョウ								↑チェック済み ズ

																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				2018年3月期
上期実績 ネン ガツキ カミキジッセキ		2019年3月期 ネン ガツキ								前年同期比(累計) ゼンネンドウキヒ ルイケイ

						１Q		２Q		累計 ルイケイ		構成比 コウセイヒ				同期比率 ドウキヒ リツ

		売上高 ウリアゲダカ		2,519		1,387		1,354		2,742		100%		222		108.8%

		営業利益 エイギョウリエキ		386		259		213		472		17.2%		86		122.3%

		経常利益 ケイジョウリエキ		385		335		282		617		22.5%		231		159.9%

		親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		231		196		194		390		14.3%		158		168.5%















セグメント別（全）

						2018年3月期　
上期　 ネン ガツ キ カミキ		2019年3月期
上期 ネン ガツ キ カミキ		前年同期比 ゼンネンドウキヒ

												増減率 ゾウゲンリツ

		海外通信事業 カイガイ ツウシン ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		745,234,661		787,682,463		42,447,802		105.7%

				営業利益 エイギョウ リエキ		260,714,958		264,706,249		3,991,291		101.5%

		フィリピン国内
通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		17,231,573		133,376,698		116,145,125		774.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ		(55,674,010)		(8,669,530)		47,004,480		-

		国内通信事業 コクナイ ツウシンジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		1,302,724,305		1,321,284,839		18,560,534		101.4%

				営業利益 エイギョウ リエキ		100,719,609		111,734,840		11,015,231		110.9%

		在留フィリピン人関連事業 ザイリュウ ジン カンレンジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		188,019,094		139,025,396		(48,993,698)		73.9%

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,127,001		(13,582,055)		(19,709,056)		-

		医療・美容事業 イリョウ ビヨウ ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		266,368,722		360,771,167		94,402,445		135.4%

				営業利益 エイギョウ リエキ		74,873,846		118,756,521		43,882,675		158.6%

		合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		2,519,578,355		2,742,140,563		222,562,208		108.8%

				営業利益 エイギョウ リエキ		386,761,404		472,946,025		86,184,621		122.3%

						↑チェック済み ズ		↑チェック済み ズ

												(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン

						2018年3月期上期　 ネン ガツ キ カミキ		2019年3月期上期　 ネン ガツ キ カミキ		前年同期比 ゼンネンドウキヒ

												増減率 ゾウゲンリツ

		海外通信事業 カイガイ ツウシン ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		745		787		42		105.7%

				営業利益 エイギョウ リエキ		260		264		3		101.5%

		フィリピン国内
通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		17		133		116		774.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ		(55)		(8)		47		-

		国内通信事業 コクナイ ツウシンジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		1,302		1,321		18		101.4%

				営業利益 エイギョウ リエキ		100		111		11		110.9%

		在留フィリピン人関連事業 ザイリュウ ジン カンレンジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		188		139		(48)		73.9%

				営業利益 エイギョウ リエキ		6		(13)		(19)		-

		医療・美容事業 イリョウ ビヨウ ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		266		360		94		135.4%

				営業利益 エイギョウ リエキ		74		118		43		158.6%

		合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		2,519		2,742		222		108.8%

				営業利益 エイギョウ リエキ		386		472		86		122.3%

								↑チェック済み ズ



売上高	2018年3月期上期　	2019年3月期上期　	745	787	営業利益	2018年3月期上期　	2019年3月期上期　	260	264	



売上高	2018年3月期上期　	2019年3月期上期　	17	133	営業利益	2018年3月期上期　	2019年3月期上期　	-55	-8	



売上高	2018年3月期上期　	2019年3月期上期　	1302	1321	営業利益	2018年3月期上期　	2019年3月期上期　	100	111	



売上高	2018年3月期上期　	2019年3月期上期　	188	139	営業利益	2018年3月期上期　	2019年3月期上期　	6	-13	



売上高	2018年3月期上期　	2019年3月期上期　	266	360	営業利益	2018年3月期上期　	2019年3月期上期　	74	118	





滝グラフ

		営業利益増減 エイギョウリエキ ゾウゲン

				2018/3　上期 カミキ		2019/3　上期 カミキ		増減 ゾウゲン

		2018/3　上期　営業利益 カミキ エイギョウリエキ		386,761,404

		海外通信事業 カイガイツウシンジギョウ		260,714,958		264,706,249		3,991,291

		フィリピン国内通信事業 コクナイ ツウシンジギョウ		(55,674,010)		(8,669,530)		47,004,480

		国内通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ		100,719,609		111,734,840		11,015,231

		在留フィリピン人関連事業 ザイリュウ ジン カンレンジギョウ		6,127,001		(13,582,055)		(19,709,056)

		医療・美容事業 イリョウ ビヨウ ジギョウ		74,873,846		118,756,521		43,882,675

		2019/3上期　営業利益 カミキ エイギョウ リエキ				472,946,025		86,184,621

		2018/3　上期 カミキ		海外通信 カイガイツウシン		フィリピン国内通信 コクナイ ツウシン		国内通信 コクナイ ツウシン		在留フィリピン人関連 ザイリュウ ジンカンレン		医療美容 イリョウビヨウ		2019/3　上期 カミキ

		0		386,761,404		390,752,695		437,757,175		429,063,405		429,063,405		0

		386,761,404		3,991,291		47,004,480		11,015,231		19,709,001		43,882,675		472,946,025

		386,761,404		390,752,695		437,757,175		448,772,406		448,772,406		472,946,080

		売上増減 ウリアゲ ゾウゲン

				2018/3　上期 カミキ		2019/3　上期 カミキ		増減 ゾウゲン

		2018/3　上期　営業利益 カミキ エイギョウリエキ

		海外通信事業 カイガイツウシンジギョウ

		フィリピン国内通信事業 コクナイ ツウシンジギョウ

		国内通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ

		在留フィリピン人関連事業 ザイリュウ ジン カンレンジギョウ

		医療・美容事業 イリョウ ビヨウ ジギョウ

		2019/3上期　営業利益 カミキ エイギョウ リエキ

		2018/3　上期 カミキ		海外通信 カイガイツウシン		フィリピン国内通信 コクナイ ツウシン		国内通信 コクナイ ツウシン		在留フィリピン人関連 ザイリュウ ジンカンレン		医療美容 イリョウビヨウ		2019/3　上期 カミキ

		0												0





2018/3　上期	海外通信	フィリピン国内通信	国内通信	在留フィリピン人関連	医療美容	2019/3　上期	0	386761404	390752695	437757175	429063405	429063405	0	2018/3　上期	海外通信	フィリピン国内通信	国内通信	在留フィリピン人関連	医療美容	2019/3　上期	386761404	3991291	47004480	11015231	19709001	43882675	472946025	



売上・利益推移

																単位：千円 タンイ センエン

				2018/3月期 ガツ キ										2019/3月期 ガツキ										営業利益 エイギョウリエキ

				１Ｑ		２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		年間合計 ネンカン ゴウケイ		１Ｑ		２Q								2018/3上期 カミキ		2018/4上期 カミキ

		売上高 ウリアゲ ダカ		1,236,958		1,282,620		1,357,858		1,450,107		5,327,543		1,387,704		1,354,436						海外通信 カイガイ ツウシン

		営業利益 エイギョウ リエキ		186,316		200,445		241,658		274,404		902,823		259,080		213,866						フィリピン国内通信 コクナイツウシン

		経常利益 ケイジョウ リエキ		180,548		205,405		244,714		188,351		819,018		322,149		282,048						国内通信 コクナイ ツウシン

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		101,389		130,582		177,849		70,709		480,529		187,759		194,892						在留フィリピン人関連 ザイリュウ ジンカンレン

		利益率 リエキリツ		15.1%		15.6%		17.8%		18.9%		16.9%		18.7%		15.8%						医療美容事業 イリョウビヨウジギョウ

																						計 ケイ



						実績 ジッセキ														計画 ケイカク

						2018/3
1Q		2018/3
2Q		2018/3
3Q		2018/3
4Q		2019/3
1Q		2019/3
2Q		FY2018
１Ｑ		FY2018
2Ｑ		中間 チュウカン		FY2018
3Ｑ		FY2018
4Ｑ		通期 ツウキ

		海外通信 カイガイツウシン		売上 ウリアゲ		367		337		415		400※１		396		390		453		487		940		508		517		1,966

				利益 リエキ		124		135		158		147		131		133		145		150		295		149		146		591

		フィリピン国内通信 コクナイツウシン		売上 ウリアゲ		9		7		6		49※２　　		55		77		62		72		134		92		117		344

				利益 リエキ		▲ 21		▲ 34		▲ 30		▲ 22		▲ 7		▲ 1		▲ 15		▲ 12		▲ 28		0		17		▲ 11

		国内通信 コクナイツウシン		売上 ウリアゲ		633		669		683		755		683		637		669		647		1,317		662		686		2,667

				利益 リエキ		47		52		58		144		74		37		41		15		56		22		40		120

		在留フィリピン人関連 ザイリュウ ジン カンレン		売上 ウリアゲ		91		96		99		78		74		64		80		84		164		87		94		346

				利益 リエキ		▲ 3		9		7		▲ 1		▲ 6		▲ 7		0		4		3		5		12		21

		医療・美容 イリョウ ビヨウ		売上 ウリアゲ		134		131		152		166		177		183		170		171		341		203		237		782

				利益 リエキ		38		36		48		37		66		51		39		40		80		49		69		199

		合計 ゴウケイ		売上 ウリアゲ		1,236		1,282		1,357		1,450		1,387		1,354		1,434		1,463		2,898		1,554		1,653		6,107

				利益 リエキ		186		200		241		274		259		213		209		198		408		227		286		921

				利益率 リエキ リツ		15.1%		15.6%		17.8%		18.9%		18.7%		15.8%

																（仮）↑ カリ



売上	2018/3	
1Q	2018/3	
2Q	2018/3	
3Q	2018/3	
4Q	2019/3	
1Q	2019/3	
2Q	1236	1282	1357	1450	1387	1354	利益率	0.15062435426263462	0.15627777517893063	0.17797000864597035	0.18923017404922532	0.18669687483786168	0.15790041020764362	利益	2018/3	
1Q	2018/3	
2Q	2018/3	
3Q	2018/3	
4Q	2019/3	
1Q	2019/3	
2Q	186	200	241	274	259	213	

セグメント別

						2018年3月期　
上期　実績 ネン ガツ キ カミキ ジッセキ		2019年3月期
上期　実績 ネン ガツ キ カミキ ジッセキ

														2019年２Q ネン										2019年２Q ネン

		海外通信事業 カイガイ ツウシン ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		745,234,661		787,682,463				海外通信事業		787,682,463								海外通信事業		264,706,249

				営業利益 エイギョウ リエキ		260,714,958		264,706,249				フィリピン国内
通信事業		133,376,698								国内通信事業		111,734,840

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		35.0%		33.6%				国内通信事業		1,321,284,839								医療・美容事業		118,756,521

		フィリピン国内
通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		17,231,573		133,376,698				在留フィリピン人関連事業		139,025,396								合計		472,946,025

				営業利益 エイギョウ リエキ		(55,674,010)		-8,669,530 				医療・美容事業		360,771,167

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		ー						合計		2,742,140,563

		国内通信事業 コクナイ ツウシンジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		1,302,724,305		1,321,284,839

				営業利益 エイギョウ リエキ		100,719,609		111,734,840

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		7.7%		8.5%

		在留フィリピン人関連事業 ザイリュウ ジン カンレンジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		188,019,094		139,025,396

				営業利益 エイギョウ リエキ		6,127,001		-13,582,055 

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		3.3%

		医療・美容事業 イリョウ ビヨウ ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		266,368,722		360,771,167

				営業利益 エイギョウ リエキ		74,873,846		118,756,521

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		28.1%		32.9%

		合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		2,519,578,355		2,742,140,563

				営業利益 エイギョウ リエキ		386,761,404		472,946,025

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		15.4%		17.2%

						2018年3月期　
１Q実績 ネン ガツ キ ジッセキ		2019年3月期　
１Q実績 ネン ガツ キ ジッセキ		2019年3月期２Q実績 ネン ガツ キ ジッセキ

										単体 タンタイ		累計 ルイケイ

		海外通信事業 カイガイ ツウシン ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		367,912,163		396,809,269		390,872,731		787,682,000

				営業利益 エイギョウ リエキ		124,858,161		131,481,495		133,224,505		264,706,000						1038.8

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		33.9%		33.1%		34.1%		33.6%

		フィリピン国内
通信事業 コクナイ ツウシン ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		9,631,580		55,389,250		77,986,750		133,376,000

				営業利益 エイギョウ リエキ		(21,442,098)		(7,545,459)		-1,123,541 		-8,669,000 

				営業利益率 エイギョウリエキリツ

		国内通信事業 コクナイ ツウシンジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		633,597,509		683,924,382		637,359,618		1,321,284,000

				営業利益 エイギョウ リエキ		47,793,434		74,276,534		37,457,466		111,734,000

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		7.5%		10.9%		5.9%		8.5%

		在留フィリピン人関連事業 ザイリュウ ジン カンレンジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		91,114,419		74,049,568		64,975,432		139,025,000

				営業利益 エイギョウ リエキ		(3,433,344)		(6,011,892)		-7,570,108 		-13,582,000 

				営業利益率 エイギョウリエキリツ

		医療・美容事業 イリョウ ビヨウ ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		134,703,156		177,531,990		183,239,010		360,771,000

				営業利益 エイギョウ リエキ		38,540,101		66,879,341		51,876,659		118,756,000

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		28.6%		37.7%		28.3%		32.9%

		合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		1,236,958,827		1,387,704,459		1,354,435,541		2,742,140,000

				営業利益 エイギョウ リエキ		186316254		259080019		213,865,981		472,946,000

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		15.1%		18.7%		15.8%		17.2%



				2019年２Q ネン

		海外通信事業

		フィリピン国内
通信事業

		国内通信事業

		在留フィリピン人関連事業

		医療・美容事業

		合計



				2019年２Q ネン

		海外通信事業

		フィリピン国内
通信事業

		国内通信事業

		在留フィリピン人関連事業

		医療・美容事業

		合計



海外通信事業	フィリピン国内	
通信事業	国内通信事業	在留フィリピン人関連事業	医療・美容事業	787682463	133376698	1321284839	139025396	360771167	264706249	111734840	118756521	

キャッシュフロー

		区分 クブン				2018/3　上期 カミキ		2019/3　上期 カミキ

		営業活動によるキャッシュフロー エイギョウカツドウ

				税金等調整前当期純利益（のれん償却含む） ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ

				減損損失 ゲンソンソンシツ

				固定資産除却損費 コテイシサンジョキャクソン ヒ

				株式報酬費用 カブシキ ホウシュウ ヒヨウ

				支払利息 シハライリソク

				為替差損益 カワセ サソン エキ

				売上債権の増減額 ウリアゲ サイケン ゾウゲン ガク

				仕入債務の増減額 シイレ サイム ゾウゲン ガク

				前受収益の増減額 マエ ウケ シュウエキ ゾウゲンガク

				法人税等の支払額 ホウジンゼイ トウ シハラ ガク

		投資活動によるキャッシュフロー トウシカツドウ

				有形固定資産お取得によるキャッシュフロー ユウケイコテイシサン シュトク

				資産除去債務の履行による支払 シサン ジョキョ サイム リコウ シハラ

				敷金及び保証金の差入による支出 シキキン オヨ ホショウキン サ ニュウ シシュツ

		財務活動によるキャッシュフロー ザイム カツドウ

		　		長期借入れによる収入 チョウキ カリイ シュウニュウ

				長期借入金の返済による支出 チョウキ カリイレキン ヘンサイ シシュツ

		現金及び現金同等物の増減額 ゲンキンオヨ ゲンキンドウトウ モノ ゾウゲンガク

		現金同等物物の期首残高 ゲンキンドウトウモノ モノ キシュ ザンダカ

		現金同等物物の期末残高 ゲンキンドウトウモノ モノ キマツ ザンダカ







IVAN顧客数

				43160		43252		43344

		アクティベートテナント数 スウ		211		269		391

		アクティベートビル数 スウ		67		70		86



アクティベートテナント数	

211	269	391	



67	70	86	



レーシック患者数

				Jan-17		Feb-17		Mar-17		Apr-17		May-17		Jun-17

		Lasik-Makati		168		141		201		181		169		171

		NVLC/PELI-Makati		5		9		4		9		6		7

		Lasik- Ortigas		82		81		74		102		97		93

		NVLC/PELI- Ortigas		3		4		3		3		5		8

		Lasik total		258		235		282		295		277		279

		Cataract

				Jan-18		Feb-18		Mar-18		Apr-18		May-18		Jun-18		Jul-18		Aug-18		Sep-18		Oct-18		Nov-18		Dec-18

		Lasik-Makati		241		211		250		236		215		192

		NVLC/PELI-Makati		7		3		8		3		4		14

		Lasik- Ortigas		144		118		129		123		131		131

		NVLC/PELI- Ortigas		1		4		10		3		0		3

		Lasik total		393		336		397		365		350		340

		Cataract-Makati		14		7		5		12		16		13

		Cataract-Ortigas		1		0		1				6		2

		Cataract total		15		7		6		12		22		15

				1月 ガツ		2月		3月		4月		5月		6月

		売上高 ウリアゲダカ		66204		55427		59847		59152		63374		59669

		利益 リエキ		30351		17896		21883		20270		21704		15534

		レーシックのみ		52480		44443		50602		47405		48172		47076

		白内障 ハクナイショウ		3055						3577		5569		3617

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		15237										31136

		2017年上期 ネン カミキ		2018年上期 ネン カミキ

		1,626		2181





2017年上期	2018年上期	1626	2181	



H30.3業績

		（単位：千円） タンイ セン エン		1Q				２Q								３Q								4Q

				売上高 ウリアゲダカ		営業利益 エイギョウリエキ		売上高 ウリアゲダカ				営業利益 エイギョウリエキ				売上高 ウリアゲダカ				営業利益 エイギョウリエキ				売上高 ウリアゲダカ				営業利益 エイギョウリエキ

		海外通信事業 カイガイツウシンジギョウ		367,912		93,181		377,322		745,234		103,827		197,008		415,553		1,160,787		129,171		326,179		435,277		1,596,064		134,163		460,342

		国内通信事業 コクナイツウシンジギョウ		633,597		46,677		669,127		1,302,724		48,812		95,489		683,734		1,986,458		54,740		150,229		755,371		2,741,829		105,439		255,668

		在留フィリピン人関連事業 ザイリュウ ジンカンレン ジギョウ		100,745		7,917		104,505		205,250		11,472		19,389		106,158		311,408		9,329		28,718		93,038		404,446		(2,376)		26,342

		医療美容事業 イリョウビヨウジギョウ		134,703		38,540		131,665		266,368		36,333		74,873		152,414		418,782		48,419		123,292		166,421		585,203		37,177		160,469

		合計 ゴウケイ		1,236,958		186,316		1,282,620		2,519,578		200,445		386,761		1,357,858		3,877,436		241,658		628,419		1,450,107		5,327,543		274,404		902,823

		※平成30年3月については、4セグメントで作成しております。 ヘイセイ ネン ガツ サクセイ

		（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン		1Q				2Q				3Q				4Q

				売上高 ウリアゲダカ		営業利益 エイギョウリエキ		売上高 ウリアゲダカ		営業利益 エイギョウリエキ		売上高 ウリアゲダカ		営業利益 エイギョウリエキ		売上高 ウリアゲダカ		営業利益 エイギョウリエキ

		海外通信事業 カイガイツウシンジギョウ		367		93		377		103		415		129		435		134

		国内通信事業 コクナイツウシンジギョウ		633		46		669		48		683		54		755		105

		在留フィリピン人関連事業 ザイリュウ ジンカンレン ジギョウ		100		7		104		11		106		9		93		(2)

		医療美容事業 イリョウビヨウジギョウ		134		38		131		36		152		48		166		37

		合計 ゴウケイ		1,236		186		1,282		200		1,357		241		1,450		274





貸借対照表

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

		資産の部 シサン ブ								負債・純資産の部 フサイ ジュンシサン ブ

				2018年3月期末 ネン ガツキ マツ		2019年3月期２Q ネン ガツキ		増減 ゾウゲン				2018年3月期末 ネン ガツキ マツ		2019年3月期２Q ネン ガツキ		増減 ゾウゲン

		流動資産 リュウドウ シサン		2,936		4,423		1,486		流動負債 リュウドウ フサイ		1,827		1,670		▲ 157

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,410		2,971		1,560		買掛金 カイカケキン		410		284		▲ 125

		売掛金 ウリカケ キン		614		786		172		借入金・社債 シャクニュウキン シャサイ		387		566		178

		リース投資資産 トウシ シサン		608		439		▲ 169		その他 タ		1,030		819		▲ 210

		その他 タ		302		226		▲ 76		固定負債 コテイ フサイ		982		941		▲ 40

										負債合計 フサイ ゴウケイ		2,810		2,612		▲ 198

		固定資産 コテイ シサン		1,308		1,273		▲ 35

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		714		706		▲ 7		純資産 ジュンシサン		1,435		3,084		1,649

		無形固定資産 ムケイコテイシサン		108		75		▲ 32		株主資本 カブヌシ シホン		1,236		2,971		1,735

		投資その他資産 トウシ タ シサン		485		491		5		累積包括利益 ルイセキ ホウカツ リエキ		19		▲ 92		▲ 111

										非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モ ブン		179		205		25

		資産合計 シサン ゴウケイ		4,245		5,697		1,451		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		4,245		5,697		1,451



		資産の部 シサン ブ								負債・純資産の部 フサイ ジュンシサン ブ

				2018年3月期末 ネン ガツ キ マツ		2019年3月上期 ネン ガツ カミキ		増減 ゾウゲン				2018年3月期末 ネン ガツ キ マツ		2019年3月期上期 ネン ガツ キ カミキ		増減 ゾウゲン

		流動資産 リュウドウ シサン		2,936,996		4,423,638		1,486,642		流動負債 リュウドウ フサイ		1,827,978		1,670,488		(157,490)

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		1,410,964		2,971,107		1,560,143		買掛金 カイカケキン		410,084		284,354		(125,730)

		売掛金 ウリカケ キン		614,579		786,949		172,370		借入金・社債 シャクニュウキン シャサイ		387,564		566,368		178,804

		リース投資資産 トウシ シサン		608,632		439,365		(169,267)		その他 タ		1,030,329		819,764		(210,565)

		その他 タ		302,819		226,215		(76,604)		固定負債 コテイ フサイ		982,631		941,857		(40,774)

										負債合計 フサイ ゴウケイ		2,810,610		2,612,345		(198,265)

		固定資産 コテイ シサン		1,308,774		1,273,661		(35,113)

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		714,215		706,320		(7,895)		純資産 ジュンシサン		1,435,161		3,084,954		1,649,793

		無形固定資産 ムケイコテイシサン		108,610		75,687		(32,923)		株主資本 カブヌシ シホン		1,236,076		2,971,913		1,735,837

		投資その他資産 トウシ タ シサン		485,948		491,653		5,705		累積包括利益 ルイセキ ホウカツ リエキ		19,334		(92,093)		(111,427)

										非支配株主持分 ヒ シハイ カブヌシ モ ブン		179,749		205,134		25,385

		資産合計 シサン ゴウケイ		4,245,771		5,697,300		1,451,529		負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		4,245,771		5,697,300		1,451,529





Sheet1

				4/1/18		May		June		July		August		September

		USドル		108.11		106.27		109.35		111.01		111.06		113.58

		フィリピンぺソ		2.07		2.04		2.10		2.09		2.08		2.10

		香港ドル ホンコン		13.75		13.54		13.85





業績予想

						2019年3月期
2Q実績 ネン ガツキ ジッセキ		2019年3月期　計画 ケイカク				2018年3月期
通期実績

								通期計画 ケイカク		進捗率 シンチョク リツ				前期比率

				売上高		2,742,140,563		6,107,106,436		44.9%		5,327,543,679		114.6%

				営業利益		472,946,025		921,805,415		51.3%		902,823,352		102.1%

				経常利益		617,144,081		906,525,415		68.1%		819,018,237		110.7%

				親会社株主に帰属する
当期純利益 トウキジュンリエキ		390,952,944		555,090,730		70.4%		480,529,197		115.5%

				売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する
当期純利益 トウキジュンリエキ

				2742		472		617		390

				3365		449		289		165

				6107		921		906		555



売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する	
当期純利益	2742	472	617	390	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する	
当期純利益	3365	449	289	165	

Sheet2

										（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				2019年3月期
業績予想 ネン ガツキ ギョウセキヨソウ		2019年3月期　上期実績 ネン ガツキ カミキ ジッセキ				2018年3月期
上期実績 ネン ガツキ カミキジッセキ

								進捗率 シンチョク リツ

		売上高 ウリアゲダカ		6,107		2,742		44.9%		2,519

		営業利益 エイギョウリエキ		921		472		51.3%		386

		経常利益 ケイジョウリエキ		906		617		68.1%		385

		親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク トウキジュンリエキ		555		390		70.4%		231





Sheet3

												(100 million Yen)

						Mar.2018
2Q		Mar.2019
2Q		Change

												Rate of Change

		International
 telecommunications		Sales Revenue		745		787		42		105.7%

				Operating Income		260		264		3		101.5%

		Telecommunications
in Philippines		Sales Revenue		17		133		116		774.0%

				Operating Income		▲ 55		▲ 8		47		-

		Telecommunications 
in Japan		Sales Revenue		1,302		1,321		18		101.4%

				Operating Income		100		111		11		110.9%

		International HR		Sales Revenue		188		139		▲ 48		73.9%

				Operating Income		6		▲ 13		▲ 19		-

		Health and Wellness		Sales Revenue		266		360		94		135.4%

				Operating Income		74		118		43		158.6%

		Total		Sales Revenue		2,519		2,742		222		108.8%

				Operating Income		386		472		86		122.3%







Sheet4

																(100 million Yen)

				Mar.2018
1H		Mar.2019								Change

						１Q		２Q		1H		Composition
 rate				Rate of Change

		Net Sales		2,519		1,387		1,354		2,742		100%		222		108.8%

		Operating Income		386		259		213		472		17.2%		86		122.3%

		Ordinary Income		385		335		282		617		22.5%		231		159.9%

		Profit attributable to owners of parent		231		196		194		390		14.3%		158		168.5%
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連結キャッシュフロー計算書 

2018/3 
２Q 

2019/3 
２Q 主な増減要因 

営業活動によるCF 247 194 税金等調整前当期純利益、減価償却費、リース
投資資産の減少 

投資活動によるCF ▲142 ▲99 有形固定資産の取得による支出 

財務活動によるCF ▲320 1,447 上場時の公募増資、第三者割当増資、ストック
オプション行使に伴う株式の発行 

現金及び現金同等物の 
換算差額 ▲９ 17 

現金及び現金同等物の増減額 ▲224 1,560 

現金及び現金同等物の 
期首残高 1,457 1,369 

現金及び現金同等物の 
四半期末残高 1,232 2,930 

連結キャッシュフロー計算書(サマリー) 
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２ Topics 
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Topics １ 

ビサヤ・ミンダナオ地域での 
国際回線提供 
2018年第３四半期に、ビサヤ・ミンダナオ地域に 
あるCATV事業者・地域内通信事業者（Paptelco） 
に対して、インターネット接続のための国際通信 
回線を本格的に卸提供する予定です。 
 
第３四半期は、右の４都市でサービスを開始・ 
拡大いたします。 
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Topics ２ 

マニラ首都圏地域での光ファイバー回線敷設 
マカティ都心部及びオルティガスセンターで、光ファイバー 
の敷設工事は順調に進んでおり、商業ビルへのアクセス数は 
徐々に増加しております。 
 
BGC（ボニファシオ・グローバル・シティ） 
を含めた他の地域への拡大に向けて設計・ 
許可の取得を進めております。 

ボニファシオ・グローバル・シティ 
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会社概要 
会社名 
(英文社名) 

 株式会社アイ・ピー・エス 
 IPS, Inc. 

設 立  1991年10月 

本社所在地  〒104-0045 東京都中央区築地4-1-1 東劇ビル8階 

事業内容  海外通信事業：フィリピンのCATV事業者等に国際通信回線を提供 

 フィリピン国内通信事業：フィリピン国内での法人向けISPの提供 

 国内通信事業：日本国内での通信サービスの提供 

 在留フィリピン人関連事業：日本国内での在留外国人向け求人サービスの提供など 

 医療・美容事業：フィリピンでの医療・美容サービスの提供 

グループ企業  連結子会社(特定子会社) 
  KEYSQUARE, INC. 
  Shinagawa Lasik & Aesthetics Center Corporation  
  InfiniVAN, Inc. 
  CorporateONE, Inc. 
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免責事項 

 本書には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されて
います。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の事象や動向に関する現時点
での仮定に基づくものであり、当該仮定が必ずしも正確であるという保証はありま
せん。様々な要因により実際の業績が本書の記載と著しく異なる可能性があります。 

 別段の記載がない限り、本書に記載されている財務データは日本において一般に認
められている会計原則に従って表示されています。 

 当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後の見通しに
関する発表等につき、開示規則により求められる場合を除き、必ずしも修正すると
は限りません。 

 当社以外の会社に関する情報は、一般に公知の情報に依拠しています。 
 
 

 《IRに関するお問い合わせ先》 
株式会社 アイ・ピー・エス 

 〒104-0045 東京都中央区築地4-1-1  
                     東劇ビル8階 

TEL: 03-3549-7719    FAX: 03-3545-7331 
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