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(百万円未満切捨て)

１．2022年３月期第２四半期の連結業績（2021年４月１日～2021年９月30日）

（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 税引前利益 四半期利益
親会社の所有者に

帰属する四半期利益

四半期包括利益

合計額

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年３月期第２四半期 273,911 3.0 48,881 2.7 60,674 21.1 43,145 33.1 40,147 34.1 66,684 8.6

2021年３月期第２四半期 265,935 2.4 47,588 6.0 50,102 6.9 32,424 △1.1 29,928 △3.6 61,387 46.5
　

基本的１株当たり
四半期利益

希薄化後１株当たり
四半期利益

円 銭 円 銭

2022年３月期第２四半期 880.83 878.83

2021年３月期第２四半期 652.26 649.45
　

　

（２）連結財政状態

資産合計 資本合計
親会社の所有者に
帰属する持分

親会社所有者
帰属持分比率

百万円 百万円 百万円 ％

2022年３月期第２四半期 1,311,522 467,066 434,626 33.1

2021年３月期 1,256,844 429,030 393,444 31.3
　

　

２．配当の状況

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

2021年３月期 105.00 117.00 117.00 117.00 456.00

2022年３月期 119.00 121.00

2022年３月期(予想) 121.00 121.00 482.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有
　　

　

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益
親会社の所有者に帰属

する当期利益
基本的１株当たり

当期利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 585,000 4.6 83,000 19.8 58,500 7.1 1,287.71
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無
　

　

　　



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） 、除外 －社（社名）
　

　

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更

① ＩＦＲＳにより要求される会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無
　

　

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 2022年３月期２Ｑ 46,549,642株 2021年３月期 46,549,642株

② 期末自己株式数 2022年３月期２Ｑ 1,120,029株 2021年３月期 666,546株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 2022年３月期２Ｑ 45,578,919株 2021年３月期２Ｑ 45,883,721株
　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
（将来に関する記述等についてのご注意）

　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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、添付資料４ページ「１．当四半期決

算に関する定性的情報(３)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

＜業績の概況＞

第２四半期連結累計期間（2021年４月１日～2021年９月30日）における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症

の再拡大の影響により、依然として先行き不透明な状況が続いております。

当社グループでは、強みである販売力を活かし、回線、電力、宅配水、保険といった長期的に安定した収益が期待

できる事業に取り組んでおります。また、脱炭素社会の実現およびSDGs（持続可能な開発目標）の達成に向けて、非

化石証書を活用した実質再生可能エネルギーを提供する環境配慮型電力サービスの創設、持続可能な水資源の保護、

資源・廃棄物の削減など、積極的に社会的責任を果たせる施策の具体的な検討や取り組みを行っております。

当第２四半期連結累計期間においては、顧客契約数の増加に伴う将来の安定した収益源となるストック利益（※）

の増加等により、売上収益は273,911百万円（前年同期比3.0％増）、営業利益は48,881百万円（前年同期比2.7％

増）、税引前四半期利益は60,674百万円（前年同期比21.1％増）、親会社の所有者に帰属する四半期利益は40,147百

万円（前年同期比34.1％増）となりました。

※当社グループが獲得したユーザーによって契約後に毎月支払われる基本契約料金・使用料金・保険料金等から得ら

れる収入から、顧客維持コスト、提供サービスの原価等を除いた利益分のことであります。収入については、通信

キャリア、保険会社などから受け取る場合と、ユーザーから直接受け取る場合とがあります。

　（単位：百万円）

2021年3月期
第２四半期連結累計期間
（2020.4.1～2021.9.30）

2022年3月期
第２四半期連結累計期間
（2021.4.1～2021.9.30）

増減 増減率(%)

売上収益 265,935 273,911 7,975 3.0

営業利益 47,588 48,881 1,292 2.7

税引前四半期利益 50,102 60,674 10,571 21.1

親会社の所有者に帰属する
四半期利益

29,928 40,147 10,218 34.1

＜当期のセグメント別の状況＞

【法人サービス事業】

主に中小企業に対して、通信回線サービス、電力、各種システムなどの自社で企画・開発した商材の販売を行っ

ております。

当第２四半期連結累計期間は、回線事業において通信事業者間での価格競争激化に伴う獲得件数の減少、及び電

力事業において市場価格よりも単価の高い相対取引による調達を増やし電力取引価格の変動リスクをヘッジしたこ

と等により、売上収益は128,397百万円（前年同期比1.6％減）、営業利益は22,396百万円（前年同期比3.8％減）と

なりました。

【個人サービス事業】

主に個人に対して、通信回線サービス、宅配水などの自社で企画・開発した商材の販売を行っております。

当第２四半期連結累計期間は、顧客契約数が伸びたことにより、将来の安定した収益源となるストック利益が増

加し、売上収益は73,139百万円（前年同期比29.1％増）、営業利益は16,979百万円（前年同期比40.4％増）となり

ました。
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【取次販売事業】

主に中小企業や個人に対して、通信キャリア、保険会社、メーカー等の各種商品の取次販売を行っております。

当第２四半期連結累計期間は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う営業自粛等の影響からは回復基調にあるも

のの、売上収益は73,360百万円（前年同期比7.9％減）、営業利益は10,769百万円（前年同期比18.1％減）となりま

した。

（２）財政状態に関する説明

（資産、負債及び純資産の状況）

前連結会計年度末
当第２四半期
連結会計期間末

増減

百万円 百万円 百万円

資産 1,256,844 1,311,522 54,677

負債 827,813 844,456 16,642

資本 429,030 467,066 38,035

資産は、投資有価証券を取得したこと等により、前連結会計年度末に比べて54,677百万円増加の1,311,522百万円

となりました。

負債は、社債を発行したこと等により、前連結会計年度末に比べて16,642百万円増加の844,456百万円となりまし

た。

資本は、利益剰余金が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べて38,035百万円増加の467,066百万円とな

りました。

　

（キャッシュ・フローの状況）

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

百万円 百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 38,793 27,285

投資活動によるキャッシュ・フロー △51,678 △55,886

財務活動によるキャッシュ・フロー 27,116 826

現金及び現金同等物の四半期末残高 284,285 297,501

営業活動によるキャッシュ・フローは、当第２四半期連結累計期間の業績が順調に推移したこと等により、

27,285百万円のプラスとなりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得等により、55,886百万円のマイナスとなりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還や自己株式の取得等による減少があったものの、社債の発行

等により、826百万円のプラスとなりました。

以上の結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は、297,501百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の業績予想につきましては、2021年５月14日付「2021年３月期 決算短信」で公表いたしました通期連結業

績予想に変更はありません。

なお、本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する情報は、現在入手可能な情報から得られた当社経営

者の判断に基づいております、従いまして、これらの業績見通し等に全面的に依拠することはお控えくださるよう

お願い致します。
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２．要約四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）要約四半期連結財政状態計算書

（単位：百万円）

注記
前連結会計年度

（2021年３月31日）
当第２四半期連結会計期間

（2021年９月30日）

資産

流動資産

現金及び現金同等物 324,530 297,501

営業債権及びその他の債権 222,741 215,073

棚卸資産 1,760 1,758

その他の金融資産 4,554 4,429

その他の流動資産 18,279 16,569

（小計） 571,865 535,333

売却目的で保有する資産 6,722 193

流動資産合計 578,588 535,526

非流動資産

有形固定資産 21,609 24,469

使用権資産 12,337 12,796

のれん 30,125 28,054

無形資産 11,459 10,499

持分法で会計処理されている投資 84,207 121,856

その他の金融資産 467,781 527,910

繰延税金資産 10,163 9,957

契約コスト 40,328 40,176

その他の非流動資産 243 275

非流動資産合計 678,256 775,996

資産合計 1,256,844 1,311,522
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（単位：百万円）

注記
前連結会計年度

（2021年３月31日）
当第２四半期連結会計期間

（2021年９月30日）

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務 205,198 188,914

有利子負債 132,655 109,063

未払法人所得税 10,653 17,266

その他の金融負債 406 321

その他の流動負債 25,711 14,074

（小計） 374,624 329,640

売却目的で保有する資産に直接関連
する負債

86 －

流動負債合計 374,711 329,640

非流動負債

有利子負債 381,476 432,244

確定給付負債 502 390

引当金 642 571

その他の非流動負債 15,325 18,814

繰延税金負債 55,154 62,794

非流動負債合計 453,102 514,815

負債合計 827,813 844,456

資本

資本金 54,259 54,259

資本剰余金 4,880 3,055

利益剰余金 342,591 395,102

自己株式 △7,873 △17,773

その他の包括利益累計額 △412 △16

親会社の所有者に帰属する持分合計 393,444 434,626

非支配持分 35,586 32,439

資本合計 429,030 467,066

負債及び資本合計 1,256,844 1,311,522
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（２）要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書

要約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）

注記
前第２四半期連結累計期間
（自 2020年４月１日
至 2020年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 2021年４月１日
至 2021年９月30日）

売上収益 265,935 273,911

売上原価 106,334 121,804

売上総利益 159,600 152,106

その他の収益 2,821 5,569

販売費及び一般管理費 114,176 108,490

その他の費用 657 303

営業利益 47,588 48,881

金融収益 4,727 7,258

金融費用 6,469 4,196

持分法による投資損益 2,141 8,447

その他の営業外損益 2,114 283

税引前四半期利益 50,102 60,674

法人所得税費用 17,677 17,529

四半期利益 32,424 43,145

四半期利益の帰属

親会社の所有者 29,928 40,147

非支配持分 2,496 2,997

四半期利益 32,424 43,145

１株当たり四半期利益

基本的１株当たり四半期利益（円） ６ 652.26 880.83

希薄化後１株当たり四半期利益（円） ６ 649.45 878.83
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第２四半期連結会計期間

（単位：百万円）

注記
前第２四半期連結会計期間
（自 2020年７月１日
至 2020年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自 2021年７月１日
至 2021年９月30日）

売上収益 136,651 138,969

売上原価 56,595 63,658

売上総利益 80,055 75,311

その他の収益 1,336 3,244

販売費及び一般管理費 55,978 53,661

その他の費用 307 191

営業利益 25,106 24,703

金融収益 1,015 2,349

金融費用 3,004 2,031

持分法による投資損益 1,367 5,315

その他の営業外損益 1,135 278

税引前四半期利益 25,621 30,615

法人所得税費用 8,042 9,712

四半期利益 17,578 20,902

四半期利益の帰属

親会社の所有者 16,306 19,614

非支配持分 1,272 1,288

四半期利益 17,578 20,902

１株当たり四半期利益

基本的１株当たり四半期利益（円） ６ 355.38 431.75

希薄化後１株当たり四半期利益（円） ６ 353.89 430.85
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要約四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

（単位：百万円）

注記
前第２四半期連結累計期間
（自 2020年４月１日
至 2020年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 2021年４月１日
至 2021年９月30日）

四半期利益 32,424 43,145

その他の包括利益

純損益に振り替えられることのない項目

その他の包括利益を通じて公正価値で測定す
る金融資産

29,116 23,129

持分法適用会社におけるその他の包括利益に
対する持分相当額

163 315

確定給付制度の再測定 － △3

合計 29,279 23,442

純損益に振り替えられる可能性のある項目

在外営業活動体の換算差額 △262 45

持分法適用会社におけるその他の包括利益に
対する持分相当額

△53 51

合計 △316 97

税引後その他の包括利益 28,963 23,539

四半期包括利益合計 61,387 66,684

四半期包括利益合計の帰属

親会社の所有者 58,823 63,681

非支配持分 2,563 3,002

四半期包括利益合計 61,387 66,684
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第２四半期連結会計期間

（単位：百万円）

注記
前第２四半期連結会計期間
（自 2020年７月１日
至 2020年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自 2021年７月１日
至 2021年９月30日）

四半期利益 17,578 20,902

その他の包括利益

純損益に振り替えられることのない項目

その他の包括利益を通じて公正価値で測定す
る金融資産

12,517 12,139

持分法適用会社におけるその他の包括利益に
対する持分相当額

41 407

合計 12,559 12,547

純損益に振り替えられる可能性のある項目

在外営業活動体の換算差額 △52 78

持分法適用会社におけるその他の包括利益に
対する持分相当額

△57 15

合計 △110 94

税引後その他の包括利益 12,448 12,641

四半期包括利益合計 30,027 33,544

四半期包括利益合計の帰属

親会社の所有者 28,890 32,209

非支配持分 1,137 1,335

四半期包括利益合計 30,027 33,544
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（３）要約四半期連結持分変動計算書

前第２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）

（単位：百万円）

親会社の所有者に帰属する持分

注記 資本金
資本
剰余金

利益
剰余金

自己
株式

その他の
包括利益
累計額

合計
非支配
持分

資本
合計

2020年４月１日 54,259 7,199 232,559 △7,852 △419 285,746 32,837 318,583

四半期包括利益

四半期利益 － － 29,928 － － 29,928 2,496 32,424

その他の包括利益 － － － － 28,895 28,895 67 28,963

四半期包括利益合計 － － 29,928 － 28,895 58,823 2,563 61,387

所有者との取引額等

剰余金の配当 － － △9,635 － － △9,635 △953 △10,588

連結範囲の変動 － － △27 － － △27 △52 △80

支配継続子会社に対する
持分変動

－ △2,537 － － － △2,537 239 △2,297

自己株式の取得及び処分 － － － △11 － △11 － △11

株式報酬取引 － 66 － － － 66 18 84

利益剰余金への振替 － － 29,211 － △29,211 － － －

所有者との取引額等合計 － △2,471 19,548 △11 △29,211 △12,145 △747 △12,893

2020年９月30日 54,259 4,728 282,035 △7,864 △735 332,424 34,653 367,077

　

当第２四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）

（単位：百万円）

親会社の所有者に帰属する持分

注記 資本金
資本
剰余金

利益
剰余金

自己
株式

その他の
包括利益
累計額

合計
非支配
持分

資本
合計

2021年４月１日 54,259 4,880 342,591 △7,873 △412 393,444 35,586 429,030

四半期包括利益

四半期利益 － － 40,147 － － 40,147 2,997 43,145

その他の包括利益 － － － － 23,534 23,534 4 23,539

四半期包括利益合計 － － 40,147 － 23,534 63,681 3,002 66,684

所有者との取引額等

剰余金の配当 － － △10,774 － － △10,774 △922 △11,697

連結範囲の変動 － － － － － － △722 △722

支配継続子会社に対する
持分変動

－ △1,863 － － － △1,863 △4,552 △6,415

自己株式の取得及び処分 － － － △9,899 － △9,899 － △9,899

株式報酬取引 － 37 － － － 37 48 85

利益剰余金への振替 － － 23,138 － △23,138 － － －

所有者との取引額等合計 － △1,825 12,364 △9,899 △23,138 △22,499 △6,149 △28,649

2021年９月30日 54,259 3,055 395,102 △17,773 △16 434,626 32,439 467,066
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（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

注記
前第２四半期連結累計期間
（自 2020年４月１日
至 2020年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 2021年４月１日
至 2021年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益 50,102 60,674

減価償却費及び償却費 8,171 8,216

金融収益 △4,727 △7,258

金融費用 6,469 4,196

持分法による投資損益（△は益） △2,141 △8,447

契約コストの増減（△は増加） △1,639 152

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） 6,313 8,026

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） △6,311 △15,819

棚卸資産の増減（△は増加） 297 △62

その他 282 △4,633

小計 56,816 45,044

利息の受取額 533 176

配当金の受取額 5,076 7,824

利息の支払額 △2,581 △3,087

法人所得税の支払額又は還付額 △21,050 △22,671

営業活動によるキャッシュ・フロー 38,793 27,285

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出 △6,811 △9,864

有形固定資産及び無形資産の売却による収入 1,852 10

投資有価証券の取得による支出 △59,521 △66,775

投資有価証券の売却による収入 13,171 18,004

子会社の支配獲得による収支（△は支出） 88 39

子会社の支配喪失による収支（△は支出） 1,039 1,735

貸付けによる支出 △6,591 △203

貸付金の回収による収入 3,869 1,513

その他 1,223 △345

投資活動によるキャッシュ・フロー △51,678 △55,886

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期有利子負債の収支（△は支出） 12,827 12,232

長期有利子負債の収入 41,700 59,484

長期有利子負債の支出 △15,529 △46,503

非支配持分からの払込みによる収入 117 581

自己株式の取得による支出 △11 △9,899

配当金の支払額 △9,612 △10,761

非支配持分への配当金の支払額 △949 △950

非支配持分からの子会社持分取得による支出 △2,334 △7,206

その他 908 3,849

財務活動によるキャッシュ・フロー 27,116 826

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,132 695

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 12,098 △27,079

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び
現金同等物の増減額（△は減少）

－ 50

現金及び現金同等物の期首残高 272,187 324,530

現金及び現金同等物の四半期末残高 284,285 297,501
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（５）要約四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　 該当事項はありません。

（要約四半期連結財務諸表注記）

１．報告企業

株式会社光通信（当社）は日本に所在する株式会社であり、東京証券取引所に株式を上場しております。登記上の

本社の住所は東京都豊島区西池袋一丁目４番10号であります。当第２四半期連結会計期間（2021年７月１日から2021

年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）の要約四半期連結財務

諸表は、当社及びその子会社（以下「当社グループ」という。）ならびに関連会社に対する当社グループの持分から

構成されております。当社グループの最上位の親会社は株式会社光通信であります。当社グループは、主に情報通信

分野において様々な事業に取り組んでおります。

詳細は、「注記５．事業セグメント」に記載しております。

２． 要約四半期連結財務諸表作成の基礎

(1) IFRSに準拠している旨

当社の要約四半期連結財務諸表は、四半期連結財務諸表規則第１条の２に掲げる「指定国際会計基準特定会社」

の要件を満たすことから、IAS第34号に準拠して作成されております。

(2) 測定の基礎

本要約四半期連結財務諸表は、公正価値で測定している金融商品などを除き、取得原価を基礎として計上してお

ります。

(3) 機能通貨及び表示通貨

本要約四半期連結財務諸表は当社の機能通貨である円（百万円単位、単位未満切捨て)で表示しております。

(4) 未適用の公表済み基準書

本要約四半期連結財務諸表の承認日までに主に以下の基準書の新設または改訂が公表されておりますが、2021年

９月30日現在において強制適用されるものではなく、当社グループでは早期適用しておりません。

適用による当社グループへの影響は検討中であり、見積もることはできません。

基準書 基準名
強制適用時期

（以後開始年度）
当社グループ
適用時期

新設・改訂の概要

IFRS第17号 保険契約 2023年１月１日 未定
保険契約の会計処理及び開示を
改訂

３．重要な会計方針

当社グループが本要約四半期連結財務諸表において適用する会計方針は、前連結会計年度に係る連結財務諸表にお

いて適用した会計方針と同様であります。

４．重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断

IFRSに準拠した要約四半期連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用ならびに資産、負債、収益及

び費用の金額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定を行うことが要求されております。実際の業績は、その性質上こ

れらの見積りとは異なる場合があります。

見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの見直しによる影響は、見積りを見直し

た会計期間及びそれ以降の将来の会計期間において認識されます。

要約四半期連結財務諸表における重要な会計上の見積り及び仮定は、前連結会計年度に係る連結財務諸表と同様で

あります。
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５．事業セグメント

(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、持株会社としての当社の下、各事業会社が、取り扱う製品・サービスの事業戦略を立案し、事

業活動を展開しております。したがって、当社グループは、事業会社を基礎とした製品・サービス別のセグメント

から構成されており、「法人サービス」、「個人サービス」及び「取次販売」の３つを報告セグメントとしており

ます。

「法人サービス」は、主に中小企業に対して、通信回線サービス、電力、各種システムなどの自社で企画・開発

した商材の販売を行っております。

「個人サービス」は、主に個人に対して、通信回線サービス、宅配水などの自社で企画・開発した商材の販売を

行っております。

「取次販売」は、主に中小企業や個人に対して、通信キャリア、保険会社、メーカーなどの各種商品の取次販売

を行っております。

(2) 報告セグメントごとの売上収益、利益または損失、その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「注記３．重要な会計方針」における記載と概ね同一であ

ります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

セグメント間の内部売上収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

　

前第２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）

（単位：百万円）

報告セグメント

その他 合計
調整額
（注）

要約四半
期連結財
務諸表
計上額

法人
サービス

個人
サービス

取次
販売

計

売上収益

外部顧客への売上収益 130,041 56,457 79,436 265,935 － 265,935 － 265,935

セグメント間の内部売
上収益及び振替高

389 204 190 784 － 784 △784 －

計 130,430 56,661 79,627 266,719 － 266,719 △784 265,935

セグメント利益 23,280 12,096 13,152 48,529 － 48,529 △941 47,588

金融収益 4,727

金融費用 6,469

持分法による投資損益 2,141

その他の営業外損益 2,114

税引前四半期利益 50,102

（注）セグメント利益の調整額には、セグメント間取引消去及び各セグメントに配分していない全社損益が含まれて

おります。

　



株式会社光通信(9435) 2022年３月期 第２四半期決算短信

14

当第２四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）

（単位：百万円）

報告セグメント

その他 合計
調整額
（注）

要約四半
期連結財
務諸表
計上額

法人
サービス

個人
サービス

取次
販売

計

売上収益

外部顧客への売上収益 127,807 72,942 73,161 273,911 － 273,911 － 273,911

セグメント間の内部売
上収益及び振替高

590 197 199 987 － 987 △987 －

計 128,397 73,139 73,360 274,898 － 274,898 △987 273,911

セグメント利益 22,396 16,979 10,769 50,145 － 50,145 △1,264 48,881

金融収益 7,258

金融費用 4,196

持分法による投資損益 8,447

その他の営業外損益 283

税引前四半期利益 60,674

（注）セグメント利益の調整額には、セグメント間取引消去及び各セグメントに配分していない全社損益が含まれて

おります。

前第２四半期連結会計期間（自 2020年７月１日 至 2020年９月30日）

（単位：百万円）

報告セグメント

その他 合計
調整額
（注）

要約四半
期連結財
務諸表
計上額

法人
サービス

個人
サービス

取次
販売

計

売上収益

外部顧客への売上収益 67,942 28,889 39,819 136,651 － 136,651 － 136,651

セグメント間の内部売
上収益及び振替高

138 88 72 299 － 299 △299 －

計 68,081 28,977 39,892 136,951 － 136,951 △299 136,651

セグメント利益 11,448 7,173 6,970 25,592 － 25,592 △485 25,106

金融収益 1,015

金融費用 3,004

持分法による投資損益 1,367

その他の営業外損益 1,135

税引前四半期利益 25,621

（注）セグメント利益の調整額には、セグメント間取引消去及び各セグメントに配分していない全社損益が含まれて

おります。
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当第２四半期連結会計期間（自 2021年７月１日 至 2021年９月30日）

（単位：百万円）

報告セグメント

その他 合計
調整額
（注）

要約四半
期連結財
務諸表
計上額

法人
サービス

個人
サービス

取次
販売

計

売上収益

外部顧客への売上収益 64,931 37,627 36,410 138,969 － 138,969 － 138,969

セグメント間の内部売
上収益及び振替高

287 65 28 381 － 381 △381 －

計 65,219 37,692 36,438 139,351 － 139,351 △381 138,969

セグメント利益 10,271 9,847 5,307 25,426 － 25,426 △722 24,703

金融収益 2,349

金融費用 2,031

持分法による投資損益 5,315

その他の営業外損益 278

税引前四半期利益 30,615

（注）セグメント利益の調整額には、セグメント間取引消去及び各セグメントに配分していない全社損益が含まれて

おります。
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６．１株当たり四半期利益

基本的１株当たり四半期利益及び算定上の基礎、希薄化後１株当たり四半期利益及び算定上の基礎は、以下のとお

りであります。

前第２四半期連結累計期間
（自 2020年４月１日
至 2020年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 2021年４月１日
至 2021年９月30日）

(1)基本的１株当たり四半期利益 652円26銭 880円83銭

（算定上の基礎）

親会社の所有者に帰属する四半期利益（百万円） 29,928 40,147

親会社の普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

基本的１株当たり四半期利益の算定に用いる金額
（百万円）

29,928 40,147

普通株式の加重平均株式数（千株） 45,883 45,578

(2)希薄化後１株当たり四半期利益 649円45銭 878円83銭

（算定上の基礎）

基本的１株当たり四半期利益の算定に用いる金額
（百万円）

29,928 40,147

子会社及び関連会社の潜在株式に係る利益調整額
（百万円）

△89 △69

希薄化後１株当たり四半期利益の算定に用いる金額
（百万円）

29,838 40,078

普通株式の加重平均株式数（千株） 45,883 45,578

新株予約権による普通株式増加数（千株） 60 25

希薄化後１株当たり四半期利益の算定に用いる普通株
式の加重平均株式数（千株)

45,944 45,604
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前第２四半期連結会計期間
（自 2020年７月１日
至 2020年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自 2021年７月１日
至 2021年９月30日）

(1)基本的１株当たり四半期利益 355円38銭 431円75銭

（算定上の基礎）

親会社の所有者に帰属する四半期利益（百万円） 16,306 19,614

親会社の普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

基本的１株当たり四半期利益の算定に用いる金額
（百万円）

16,306 19,614

普通株式の加重平均株式数（千株） 45,883 45,429

(2)希薄化後１株当たり四半期利益 353円89銭 430円85銭

（算定上の基礎）

基本的１株当たり四半期利益の算定に用いる金額
（百万円）

16,306 19,614

子会社及び関連会社の潜在株式に係る利益調整額
（百万円）

△42 △36

希薄化後１株当たり四半期利益の算定に用いる金額
（百万円）

16,263 19,577

普通株式の加重平均株式数（千株） 45,883 45,429

新株予約権による普通株式増加数（千株） 71 9

希薄化後１株当たり四半期利益の算定に用いる普通株
式の加重平均株式数（千株)

45,955 45,439
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７．後発事象

自己株式の取得

当社は、2021年11月12日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法

第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について以下のとおり決議いたしました。

１．自己株式の取得を行う理由

機動的な資本政策を遂行し、株主への一層の利益還元を推進するため、自己株式の取得を行うものでありま

す。

２．取得の内容

① 取得する株式の種類 当社普通株式

② 取得する株式の総数 35万株（上限）

　 （発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合0.77％）

③ 株式の取得価額の総額 49億円（上限）

④ 株式の取得期間 2021年11月15日から2022年１月31日まで

⑤ 取得の方法 東京証券取引所における市場買付

　社債の発行

当社は、2021年９月25日開催の当社取締役会に基づき、2021年11月４日に、以下のとおり社債を発行いたしまし

た。

第35回無担保社債

　(1) 社債の銘柄 株式会社光通信第35回無担保社債（社債間限定同順位特約付）

　(2) 発行総額 金100億円

　(3) 各社債の金額 金1億円

　(4) 利率 年0.20％

　(5) 発行価格 額面100円につき金100円

　(6) 償還金額 額面100円につき金100円

　(7) 払込期日 2021年11月４日

　(8) 償還期限 2026年11月４日（５年債）

　(9) 利払日 毎年５月４日及び11月４日の２回

　(10) 資金使途 借入金返済資金、社債償還資金

　(11) 主幹事証券会社 野村證券株式会社

　 大和証券株式会社

　 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

　 みずほ証券株式会社

　 東海東京証券株式会社

　(12) 財務代理人 株式会社みずほ銀行

　(13) 振替機関 株式会社証券保管振替機構

　(14) 取得格付 A（株式会社格付投資情報センター）

　 A（株式会社日本格付研究所）
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第36回無担保社債

　(1) 社債の銘柄 株式会社光通信第36回無担保社債（社債間限定同順位特約付）

　(2) 発行総額 金300億円

　(3) 各社債の金額 金1億円

　(4) 利率 年0.80％

　(5) 発行価格 額面100円につき金100円

　(6) 償還金額 額面100円につき金100円

　(7) 払込期日 2021年11月４日

　(8) 償還期限 2031年11月４日（10年債）

　(9) 利払日 毎年５月４日及び11月４日の２回

　(10) 資金使途 借入金返済資金、社債償還資金

　(11) 主幹事証券会社 野村證券株式会社

　 大和証券株式会社

　 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

　 みずほ証券株式会社

　 東海東京証券株式会社

　(12) 財務代理人 株式会社みずほ銀行

　(13) 振替機関 株式会社証券保管振替機構

　(14) 取得格付 A（株式会社格付投資情報センター）

　 A（株式会社日本格付研究所）

第37回無担保社債

　(1) 社債の銘柄 株式会社光通信第37回無担保社債（社債間限定同順位特約付）

　(2) 発行総額 金250億円

　(3) 各社債の金額 金1億円

　(4) 利率 年1.33％

　(5) 発行価格 額面100円につき金100円

　(6) 償還金額 額面100円につき金100円

　(7) 払込期日 2021年11月４日

　(8) 償還期限 2036年11月４日（15年債）

　(9) 利払日 毎年５月４日及び11月４日の２回

　(10) 資金使途 借入金返済資金、社債償還資金

　(11) 主幹事証券会社 野村證券株式会社

　 大和証券株式会社

　 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

　 みずほ証券株式会社

　 東海東京証券株式会社

　(12) 財務代理人 株式会社みずほ銀行

　(13) 振替機関 株式会社証券保管振替機構

　(14) 取得格付 A（株式会社格付投資情報センター）

　 A（株式会社日本格付研究所）

８．承認日

2021年11月12日に当要約四半期連結財務諸表は、取締役会によって承認されております。

　


