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親会社等の名称　  三井物産株式会社　(コード番号：8031) 親会社等における当社の議決権所有比率　61.9％

１．17年９月中間期の業績（平成17年４月１日～平成17年９月30日）
(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年９月中間期 140,075 19.9 3,934 46.2 3,952 47.0

16年９月中間期 116,792 35.2 2,692 △7.1 2,688 △7.5

17年３月期 260,008 5,133 5,137

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

17年９月中間期 2,266 44.3 13,806 28 13,748 46

16年９月中間期 1,571 △6.8 9,617 96 9,573 93

17年３月期 2,964 17,991 52 17,905 56
(注) ①持分法投資損益 17年９月中間期 －百万円 16年９月中間期 －百万円 17年３月期 －百万円

②期中平均株式数 17年９月中間期 164,165株 16年９月中間期 163,355株 17年３月期 163,616株

③処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）配当状況  

１株当たり中間配当金 １株当たり年間配当金

円 銭 円 銭

17年９月中間期 3,500 00 　　　　――――――

16年９月中間期 4,000 00 　　　　――――――

17年３月期 　　　　―――――― 9,000 00

(3）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

17年９月中間期 45,756 12,536 27.4 76,311 14

16年９月中間期 40,436 10,260 25.4 62,607 69

17年３月期 49,860 11,030 22.1 67,181 27
（注）①期末発行済株式数 17年９月中間期 164,282株 16年９月中間期 163,880株 17年３月期 163,880株

②期末自己株式数 17年９月中間期 －株 16年９月中間期 －株 17年３月期 －株

(4）キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

17年９月中間期 2,698 △288 △1,506 1,242

16年９月中間期 ―――――― ―――――― ―――――― ―――――― 

17年３月期 ―――――― ―――――― ―――――― ―――――― 

（注）平成16年９月中間期および平成17年３月期は、中間連結財務諸表および連結財務諸表を作成しているため、記載しておりません。

２．18年３月期の業績予想（平成17年４月１日～平成18年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭

通　期 295,000 5,800 3,300 1,750 00 3,500 00
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　10,043円71銭
（注） １．平成17年11月７日開催の取締役会決議に基づき、平成17年11月30日現在の株主に対し、平成18年１月20日付けをもって普通株式１株

を２株に分割する予定であります。なお、上記１株当たり年間配当金、および１株当たりの予想当期純利益（通期）は、株式分割後
の予想株式数（328,564株）により算出しております。

２．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき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。
なお、上記予想に関する事項は添付資料の９ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社および子会社（㈱モビテック）により構成されており、携帯電

話およびPHS等の販売を軸とするモバイル事業、マイライン各種、ドライカッパー、ADSL、FTTH等の取次およびFTTH普

及支援サービスを行うネットワーク事業を柱としております。また、上記に加えてモバイル向けコンテンツ配信等を

行うコンテンツ事業、携帯電話関連商品等の流通事業を展開しております。

　　　当社の具体的な事業内容は次のとおりであります。

(1)　モバイル事業 

　主な事業内容は、携帯電話およびPHS等の通信サービスの加入契約取次事業と携帯電話等の端末販売事業であります。

通信サービスの加入契約取次事業とは、当社と通信事業者（NTTドコモグループ、KDDIグループ、ボーダフォングルー

プ等）との間で締結している代理店契約に基づき、一般顧客に対し、各事業者が提供する通信サービスの利用契約の

取次を行う事業であり、契約成立後に契約取次の対価として各事業者から手数料を収受しております。一般顧客への

通信サービスの契約取次や携帯電話等の端末販売は、当社の全国に広がる販売チャネルにて行っており、家電量販店

および一般代理店など二次代理店経由の販売と、当社直営ショップでの店舗販売や法人向けの直販を行っております。

また、全国のコンビニエンスストアを二次代理店としてプリペイド式の携帯電話及びプリペイドカードの販売を行っ

ております。

　なお、当社の子会社である㈱モビテックは㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州と代理店契約を締結し、九州および沖

縄地域で直営ショップおよび傘下代理店経由で販売を行っております。

(2)　ネットワーク事業他 

　主な業務内容は、法人・個人に対するマイライン等の固定電話回線の通信サービス利用に関する契約取次業務であ

ります。当社はネットワーク事業において、東日本電信電話㈱、西日本電信電話㈱、エヌ・ティ・ティ・コミュニケー

ションズ㈱等のNTTグループ、日本テレコム㈱、KDDI㈱等の新電電グループ、フュージョン・コミュニケーションズ㈱、

九州通信ネットワーク㈱の電力系グループ等と代理店契約を締結しております。各通信事業者からの受取手数料には、

利用契約取次の対価として支払われる業務代行手数料と回線の通話料に応じて一定期間継続的に支払われる継続手数

料とがあります。

　また、上記のほか①携帯電話向けのモバイルコンテンツビジネス、②携帯電話関連商品の流通事業を展開しており

ます。モバイルコンテンツビジネスでは着信メロディのサイト等を提供しており、携帯電話関連商品の流通事業では

携帯電話関連の商品（コンテンツ、販売促進用ノベルティー等）を販売しております。
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　　　事業の系統図は、次のとおりであります。
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　　（注）1.　上記点線枠内は当社グループを表しております。

　　　　　2.　子会社である㈱モビテックは九州・沖縄地域でNTTドコモ製品のみを取り扱っております。

3.　ネットワーク事業において、一部の通信事業者のみ、親会社である三井物産㈱を通じて取引を行っており

ます。
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関係会社の状況

名称 住所
資本金

（百万円）
主要な

事業の内容

議決権の
所有(被所有)
割合（％）

関係内容 摘要

三井物産㈱

（親会社）

東京都

千代田区
192,499 総合商社 （61.91）

当社の取扱商品の販売

仕入れ及び取次業務

役員の兼任等：4名

（注）

㈱モビテック

（子会社）

福岡県

福岡市
10

携帯電話端末等

の販売
100.00　

役員の兼任等：5名

資金援助
 

（注）三井物産㈱は、有価証券報告書提出会社であります。
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２．経営方針

(1) 経営の基本方針

　当社は、通信業界が急激な技術革新を背景に急成長してきた状況下、全国を隈なくカバーする強力な販売網と永年

にわたり培ってきた通信サービスの「トータルオーガナイズ機能」をベースに、日々変化する顧客のニーズに対応で

きるように努力を積み重ねてまいります。

　　また、以下経営理念を、平成15年１月に制定しました。

『5Cを尊重し、実行しつづける企業を目指します。』

5CとはContribution（社会貢献）、Challenging spirit（チャレンジ精神）、Creativity（創造性）、

Compliance（法令遵守）、Corporate Governance（企業統治）を意味します。情報通信サービスを通じて社会に貢献

できる、チャレンジ精神と創造性にあふれる企業を目指すとともに、目先の成功に惑うことなく自らの行動を厳しく

反省し、法令は言うに及ばず社会人として遵守すべき倫理、規範、ルール等に悖ることのないよう自らを律してまい

ります。

(2) 利益配分に関する基本方針

  当社の配当政策は、業績の進展状況に応じて、将来の事業展開と経営基盤の強化のために必要な内部留保を確保し

ながら、配当性向30％を目処として安定配当を実施していく方針です。

　なお、内部留保資金の使途につきましては、モバイル事業の業容拡大、新しい事業の立ち上げ、人材育成、戦略的

投資等に投入する方針であります。

(3) 投資単位引下げに関する考え方及び方針等

　当社は投資単位の引下げについて、個人投資家の株式市場への参加を促進し、株式流動性を高める有用な施策のひ

とつとして考えております。平成16年４月７日の上場以来の株価水準を考慮した結果、権利基準日を平成16年５月31

日、効力発生日を平成16年７月９日として普通株式１株を２株に分割いたしました。また、平成17年11月７日開催の

取締役会決議に基き、権利基準日を平成17年11月30日、効力発生日を平成18年１月20日として普通株式１株を２株に

分割する予定であります。今後も当社の株式投資単位が東京証券取引所の定めた投資単位の引下げの目安金額である

「投資単位50万円未満」を指針として対応していく所存であります。

(4) 目標とする経営指標

　当社は、ROA（総資産利益率）を経営指標として重視し、ROA10％以上を維持できる高収益経営体質を目指し、強化

に取り組んでまいります。

(5) 中長期的な会社の経営戦略

　現在、携帯電話業界は市場の成熟にともない大きく変化しようとしています。市場の拡大が鈍化したことにより販

売業者間の競争が激化し中小の販売店の経営が難しくなりつつあります。また、普及の拡大とともに低下したARPU（台

あたり通話料収入）を回復するため通信事業者は新サ－ビスを導入する結果、携帯電話の端末機種とその利用方法は

ますます高度化し多様化します。ユ－ザ－からすれば各人のライフスタイルに合わせて携帯電話を選択することにな

ります。これからは、販売業者も資金力、組織力、情報力を兼ね備えた大手専門業者の活躍する時代になります。固

定電話の世界も同様です。数年来、ADSL、FTTH、VoIPなどの技術が話題になってきましたが、技術的な可能性がビジ

ネスとして本格的に実施に移されるのはこれからです。

　このような状況下、当社は携帯電話、固定電話を問わず、電話関連事業の発展に貢献する企業、業界のリーダーと

して発展してまいります。そのための中期戦略として以下を設定し、収益拡大による企業価値の向上に努めてまいり

ます。

1）コア事業の基盤拡充・強化

全国で発生しつつある販売網の再編に迅速に対応し、更なる販売網の拡大により当社の市場シェアアップを図ります。

2）新規事業の発掘、事業化

発展しつづける通信市場において、携帯電話等の販売や通信サービスの加入取次事業に次ぐ収益源を発掘し、業容

の拡大を図ります。 

3）経営基盤の強化

各業務の効率化を推進し、収益の改善に繋げます。また、人材の確保と育成、財務体質の強化により、経営基盤の

強化を図ります。
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(6) 対処すべき課題

　上述の通り、携帯電話業界は市場の成熟にともない大きく変化しようとしており、販売業者の再編が急速に進んでお

ります。当社はこのように潮の流れが大きく変わる状況を事業拡大の絶好のチャンスと見て携帯電話および電話関連事

業に経営資源を集中するとともに、以下の活動を実施することにより事業を拡大し事業基盤を強固にしようとしています。

　モバイル事業においては、中小代理店との協力関係の構築やM&A等により販売網を拡大するとともに、有力家電量販店

の出店計画に併せて販売拠点の拡大を実施することにより販売量を拡大します。また、㈱モビテックとの統合効果を確

実に実現するとともに業務効率を改善し収益力を改善します。

　また、ネットワーク事業においては、従来は「マイライン」取次サービスを中心に展開してきましたが、今後は、本

格的なブロードバンド化を見据えて、マイラインに加え「ドライカッパー」、「FTTH普及支援サービス」など、取扱領

域の多様化を計りながら、事業の拡大と収益の増大を図っていきます。

(7) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

 1）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社ではコ－ポレ－ト・ガバナンスを株主の基本的権利を保証する活動として考え、主として①経営の透明性の確

保および、②企業価値の保全と増大の両面から、制度的枠組を整えるとともに実効を挙げるべく日常活動を推進して

います。経営の透明性確保の意味では取締役会，監査役会など意思決定のプロセスを明確化するとともに、経営に影

響を与える重要事実に関しては「適時適正開示」に努めていく方針です。また、企業価値の保全と増大に関しては独

立採算の２本部、２支社を利益単位とする責任会計制度に内部監査制度を重ねた管理制度を基本に、「コンプライア

ンス委員会」にて顧客情報管理等のリスク管理も含めたコンプライアンス上の課題を討議、レベルアップを図ってい

ます。

  2）コ－ポレ－ト・ガバナンスに関する施策の実施状況

①会社の経営上の意思決定、執行および監督に係わる経営管理組織その他のコ－ポレ－ト・ガバナンス体制の状況

a.会社の機関の内容および内部統制システムの整備状況

　当社は、「監査役制度」を採用しており法的な意味での「委員会等設置会社」ではありません。

　現在、当社の取締役８名のうち２名が社外取締役であり、監査役４名全員が社外監査役です。当社は執行役員

制度を採用しており社長以下９名の執行役員がいますが、社内取締役６名については全員が執行役員を兼務して

います。重要会議としては取締役会および監査役会が毎月１回、開催されるほか、執行役員会が毎月１回開催さ

れ、業務執行上の問題を討議し部門間の意思疎通を図っています。さらに内部監査室が設けられ、監査役と連絡

を取りながら内部監査に当たっています。

b.当社のリスク管理体制

　当社ではリスク管理は企業価値の保全活動の一環として位置付けておりますが、既に一昨年、経営理念の重要

項目として「コンプライアンス」を挙げるとともに「コンプライアンス委員会」を発足させ、「株式会社テレパー

ク役職員行動規範」を制定し、コンプライアンスに関する当社の指針を示しております。

　平成16年12月には、リスク情報の早期把握のため社外組織と提携して従業員の相談窓口、「職場のヘルプライ

ン」をスタートさせました。

　また、顧客情報を含む個人情報保護管理につきましては、コンプライアンス委員会の分科会にて個人情報保護

マニュアル作成等の体制整備を行ない、昨年度中に全従業員に対して社外講師による研修を実施しています。

C.内部監査および監査役監査の状況、会計監査の状況

　内部監査部門として、社長直属の内部監査室を設置しており専任スタッフは２名となっております。会計監査、

業務監査、個人情報保護監査を実施しております。

　監査役は４名で全員が社外監査役です。監査役会および監査役に専任スタッフは配置されておりませんが、内

部監査室と必要の都度、情報交換・意見交換を行うなど連携を密にして監査の効率を向上させております。また、

監査役の監査活動は、各取締役へのヒアリング、取締役会への出席、その他重要会議への出席、支社・支店・

ショップへの往査、各部門へのヒアリング等を実施しております。なお、監査法人と監査役は監査計画、監査実

施状況、会計監査結果等について定期的に打合せを実施し連携をとっております。

　業務を執行した公認会計士氏名、所属する監査法人および継続監査年数は下記のとおりとなっております。ま

た、下記以外に公認会計士３名、会計士補３名の計６名の補助者で監査業務を実施しております。

業務を執行した公認会計士の氏名 所属する監査法人名 継続監査年数（注）

 指定社員　業務執行社員　　大中　康行　  監査法人　トーマツ  －

 指定社員　業務執行社員　　遠藤　康彦　  監査法人　トーマツ  －

（注）継続監査年数については、全員７年以内であるため、記載を省略しております。
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 ②会社と会社の社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係の概要

　社外取締役２名および社外監査役２名は親会社、三井物産株式会社から派遣の社外役員です。親会社と当社との

取引関係は僅少であり、社外取締役および社外監査役個人と当社との取引等利害関係はありません。

 ③会社のコ－ポレ－ト・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

　最近一年間は顧客情報を中心とする個人情報管理の問題に注力し、コンプライアンス委員会の分科会を設置し、

体制整備の実施および全社員に対し社外講師による個人情報保護の研修を実施しました。また、平成16年12月には、

リスク情報の早期把握のため社外組織と提携し、従業員の相談窓口として「職場のヘルプライン」をスタートさせ

ました。

(8）親会社等に関する事項

1）親会社等の商号等

親会社等 属性
親会社等の議決権所有割合

（％）

親会社等が発行する株券が上場されている証

券取引所等

 三井物産株式会社  親会社  61.91

株式会社　東京証券取引所　市場第一部

株式会社　大阪証券取引所　市場第一部

株式会社　名古屋証券取引所　市場第一部

証券会員制法人　札幌証券取引所

証券会員制法人　福岡証券取引所

NASDAQ（米国預託証券）

2）親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

　当社は総合商社、三井物産㈱の連結子会社として同社の推進する情報産業ビジネスのうち、携帯電話および固定電

話の販売と取次事業を担当していますが、担当分野に関しては親会社から独立して事業運営にあたっております。し

たがって、将来、新たな事業を展開するなどで同社との協業が得策と判断されるときには取引が始まる可能性もあり

ますが、基本的には親会社と当社との関係は株主と投資先との関係であります。

　また、三井物産㈱から社外取締役２名、社外監査役２名の派遣を受け入れておりますが、これは当人の知識、経験

などの総合的な能力を評価し当社の経営に貢献できるとの判断により当社が招聘したものであり、中長期的にはより

独立性の高い経営体制を構築するため当該人員数を削減する方針であります。なお、平成17年６月28日開催の定時株

主総会における決議を経て増員された社外監査役１名は、グループ外からの選任であります。

3）親会社等との取引に関する事項

当中間会計期間末（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）

 属性
会社等の

名称 
住所 

資本金又

は出資金

(百万円)

事業の内

容又は職

業 

議決権等の

所有(被所

有割合) 

関係会社 

取引の内容 
取引金額

(百万円)
科目 

期末残高

(百万円)
役員の

兼任等 

事業上

の関係 

 親会社三井物産㈱ 
東京都

千代田区 
192,499 総合商社 

（被所有）

直接

61.91% 

兼任

４名 

当社取扱

商品の販

売及び取

次業務 

ネットワーク

サービスの販売

取次ぎ手数料等 

移動体通信機器

等の販売

移動体通信機器

及びネットワー

クサービスの支

払手数料 

114

12

35

売掛金

買掛金 

2

3

（注）１．取引金額には消費税等は含まれておりませんが、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

１）移動体通信機器等の販売は、市場価格に基づいて決定しております。

２）ネットワークサービスの販売取次ぎ手数料等は、通信事業者からの手数料の単価等を勘案して決定し

ております。 

３）移動体通信機器及びネットワークサービスの支払手数料については、案件毎の個別契約に基づき、個々

に営業交渉により決定しております。

３．売掛金及び買掛金の期末残高は、移動体通信機器等の販売、ネットワークサービス手数料の受取支払から

発生しております。

(9) その他経営上の重要な事項

該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

(1) 経営成績

　当中間会計期間における日本経済は、原油価格の高騰による経済への影響などの懸念があるものの、個人消費の穏

やかな増加や、企業収益の改善と設備投資の増加などが見られ、景気は穏やかに回復しております。

　携帯電話市場においては、第3世代携帯電話の普及が本格化しております。平成17年９月末時点では、ａｕの

「CDMA2000 1x」の契約数は1,954万台（前期末比9.0％増）、NTTドコモのFOMAの契約数は1,677万台（前期末比45.8％

増）と、需要の中心は高機能の新型端末へシフトしています（社団法人電気通信事業者協会発表データ）。

しかしながら、平成17年９月末の携帯電話の累計加入者数は8,912万台と前期末比約213万台増（2.4％増）に留まり、

端末販売は前年同期比減少傾向で推移しました。

　このような状況にもかかわらず、当社は販路の拡大・強化に努めたことにより、携帯電話の販売台数は前年同期間

横這いの実績を確保することができ、さらに販売手数料および継続手数料が計画以上伸張したため前年同期比増益と

なりました。

　一方、固定電話市場では、新商品である「ドライカッパー」が思いの他伸張しなかったため、当社営業は従来より

継続していますマイラインの契約取次サービスが中心になりました。しかしながら、前期に取り扱った回線に関わる

ボリュームインセンティブ等が当中間会計期間に確定したため、売上高および利益共に前年同期比、拡大する結果と

なりました。

　この結果、当中間会計期間における売上高は140,075百万円（前年同期比19.9％増）、経常利益は3,952百万円（前

年同期比47.0％増）、中間純利益は2,266百万円（前年同期比44.3％増）とそれぞれ過去最高を記録しました。

事業部門別の状況は次のとおりであります。

1）モバイル事業

　当中間会計期間において市場が縮小傾向にあったにもかかわらず、携帯電話の販売台数を前年同期間並の144万台に

維持できたのは、平成16年７月に連結子会社である㈱モビテックを分割承継したこともあり、傘下代理店および家電

量販店の店舗が増加したためであります。さらに、販売手数料および継続手数料が計画以上に伸張したため前年同期

比増益となりました。

　この結果、同事業における当中間会計期間の売上高は132,635百万円（前年同期比18.6％増）、営業利益は2,425百

万円（前年同期比45.0％増）となりました。

　また、子会社である㈱モビテックの販売台数を加えると当社グループの販売台数は145万台（前年同期比4.7％減）

になります。

2）ネットワーク事業他

　当中間会計期間では、新たに日本テレコム、KDDIなどが始めました「ドライカッパー」の取次事業にも参入しまし

たが、日本テレコムが始めました「おとくライン」が思いの他伸張しなかったことにより、従来からのマイラインを

含めた取扱回線数は前年同期間を約7万回線下回る約23万回線となりました。しかしながら、前期に獲得した回線に関

わるボリュームインセンティブ等が当中間会計期間に確定したことに加え、FTTH普及支援サービスの取次事業が順調

な進展を見せたことにより前年同期比増益となりました。

　この結果、同事業における当中間会計期間の売上高は7,440百万円（前年同期比49.0％増）、営業利益は1,509百万

円（前年同期比48.0％増）となりました。
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(2) 財政状態

1) 当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況

[営業活動によるキャッシュ・フロー]

　営業活動の結果得られた資金は、2,698百万円となりました。これは主に、法人税等の支払額1,700百万円、たな

卸資産の増加2,354百万円および仕入債務の減少4,758百万円があるものの、税引前中間純利益を3,906百万円計上し

たことや、売上債権が7,376百万円減少したこと等によるものであります。

[投資活動によるキャッシュ・フロー]

　投資活動の結果使用した資金は、288百万円となりました。これは主に直営ショップ開設に伴う有形固定資産の取

得による支出192百万円および敷金の支払による支出74百万円の他、ソフトウエアの取得による支出56百万円等によ

るものであります。

[財務活動によるキャッシュ・フロー]

　財務活動の結果使用した資金は、1,506百万円となりました。これは主に借入金の減少712百万円および配当金の

支払819百万円等によるものであります。

　前中間会計期間においては、中間連結財務諸表の作成をしているため、前年同期との対比は行っておりません。

　当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期

中間 期末 中間 期末 中間

株主資本比率（％） 24.0 16.8 25.1 22.0 27.4

時価ベースの株主資本比率

（％）
－ － 110.2 114.4 144.7

債務償還年数（年） 0.3 6.6 0.8 1.1 0.3

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
308.1 54.6 209.0 191.3 652.5

（注）１．各指標の算出は以下の算式を使用しております。

　　　株主資本比率 ： 株主資本 / 総資産

　　　時価ベースの株主資本比率 ： 株式時価総額 / 総資産

　　　債務償還年数 : 有利子負債 / 営業キャッシュ・フロー

（中間期については営業キャッシュ・フローを年額にするため、２倍にしております。）

 インタレスト・カバレッジ・レシオ : 営業キャッシュ・フロー / 支払利息

 ２．平成17年３月期（中間・期末）は連結財務諸表、それ以外は個別財務諸表に記載された数値を使用しております。

 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。

営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており

ます。

有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。また、支払利息については、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

当社株式は、平成16年４月７日付をもって、東京証券取引所（市場第二部）に上場したため、それ以前の時価

情報に関する該当事項はありません。

(3）通期の見通し

　今後の日本経済は、当中間会計期間に引き続き、原油価格の高騰による景気への影響などの懸念はあるものの、個

人消費の増加や活発な設備投資等により今後も緩やかな拡大基調が続くものと期待されます。

　当社の主力事業でありますモバイル市場は、携帯電話の販売台数が一時的に減少傾向にあるものの、下期にかけて

緩やかに回復していくものと思われます。そのような状況下、当社としましては、経営方針に沿って事業拡大の努力

を継続するとともに、前述のようにグループとして業務効率改善の早期実現を図ります。また、固定電話では本格的

なブロードバンド化を見据えて、マイラインに加え「FTTH普及支援サービス」など、取扱領域の多様化を計りながら、

事業の拡大と利益の増大を図る方針です。

　通期の業績の見通しにつきましては、売上高295,000百万円、経常利益5,800百万円、当期純利益3,300百万円を見込

んでおります。

　なお、上記数値につきましては、平成17年５月13日付け「平成17年３月期決算短信」にて発表しました数値に変更

はありません。
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(4）事業等のリスク

　当社グループの経営成績、株価および財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあり

ます。

1) 通信事業者からの受取手数料について

　当社は、通信事業者が提供する通信サービスへの利用契約の取次を行うことにより、当該サービスを提供する事

業者から契約取次の対価として手数料を収受しております。受取手数料の金額、支払対象期間、支払対象となるサー

ビス業務の内容、通話料金に対する割合等の取引条件は、各通信事業者によって、また時期によってもそれぞれ異

なっており、今後も通信事業者の事業方針等により変更されますので、大幅な取引条件の変更が生じた場合には当

社の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

2）業界における競合について

　携帯電話業界は、技術進歩に伴い新サービス・新商品が次々と登場し、平成17年９月には携帯電話等の端末利用

者が89百万人を超える大きな発展を遂げました。しかし一方で人口普及率の高まりと共に新規利用者の増加率が低

下してきており、各事業者間の端末利用者獲得競争同様に当社グループを含めた販売会社の競争は今後更に激化す

るものと考えております。以上のように携帯電話市場は競争の激しい分野であるため、当社の業績は競合による利

益率の低下等の要因により大きな影響を受ける可能性があります。

　固定電話についても、ブロードバンド化等の技術の進歩に伴い各通信事業者の顧客獲得競争が再燃し、携帯電話

と同様に当社を含めた販売会社の顧客獲得競争も激しくなる場合が考えられます。その場合、当社の業績は競合に

よる利益率の低下等の要因により大きな影響を受ける可能性があります。

3) 企業買収等による今後の事業拡大について

　当社は、今後も事業拡大のため同業他社の企業買収等を行う可能性があり、当該企業買収等が当社の財政状態お

よび経営成績に影響を与える可能性があります。また、今後の市場動向や経済環境の変化によっては、当該企業買

収等が当初期待した結果を生み出す保証はなく、出資先企業の業績等の状況によっては、投下資本の回収が困難と

なり、当社の業績および事業計画等に影響を及ぼす可能性があります。

4）法的規制等について

①個人情報保護法について

　平成17年４月１日より個人情報保護法が施行されましたが、電気通信分野における個人情報の取扱いについて

は、総務省（旧　郵政省）が策定した「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」に詳細が定

められており、同ガイドラインに基づいて通信事業者との各種契約の中で秘密保持の誓約書を通信事業者に提出

しております。特に通信事業者の顧客情報端末にアクセスするスタッフについては、IDナンバーまたはカードが

与えられ個人情報の秘密保持に取り組んでいます。また、顧客情報端末に直接アクセスする従業員のみならず、

当社の通信事業に従事する従業員については情報漏洩防止の観点により、個人情報に関するガイドライン遵守の

ための指導を徹底する等自主的な取り組みを行っております。しかしながら、不測の事態により顧客情報の漏洩

が発生した場合、当社に対する信頼性の失望や損害賠償請求等により、当社の業績に重大な影響を及ぼす可能性

があります。

②プリペイド式携帯電話に係る本人確認の徹底について

　平成17年４月15日、プリペイド式携帯電話に関して架空請求等の悪用を防止するために匿名性を排除する「携

帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」が公布

されました。平成18年春の本格施行に向け、すでに携帯電話通信事業者は、総務省が策定した平成16年11月30日

付け「プリペイド式携帯電話に係る本人確認の徹底について」のガイドラインに基づいて本人確認強化策を実施

済であります。しかしながら、法律の施行に際して販売代理店に対して煩雑な手続きを要求するような政令等が

制定されるなどすると、本人確認における煩雑な手続きの増加にともなう販売不振および過度の費用負担が発生

し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

5）三井物産㈱との関係について

　当社の発行済株式総数は164,282株（平成17年９月30日現在）でありますが、三井物産㈱が61.91％を所有してお

ります。また、当社は、今後も引き続き三井物産㈱の連結子会社として三井物産グループに属することを想定して

おりますが、三井物産㈱のグループ戦略等によっては、三井物産㈱と当社との関係に変化が生じる可能性があります。

　しかしながら、当社の担当分野である携帯電話および固定電話の販売と取次事業は親会社から独立して事業運営

にあたっておりますので、親会社との資本関係に変化が生じても影響は軽微と考えられます。
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４．中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成16年９月30日）
当中間会計期間末

（平成17年９月30日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金  736   1,242    339   

２．受取手形  0   4    37   

３．売掛金  22,616   24,390    31,733   

４．たな卸資産  10,464   13,015    10,661   

５．繰延税金資産  1,000   1,297    1,017   

６．その他  2,133   2,035    2,347   

貸倒引当金  △52   △38    △50   

流動資産合計   36,900 91.3  41,948 91.7 5,048  46,085 92.4

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１ 538   602    599   

２．無形固定資産  557   435    496   

３．投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

 114   262    171   

(2）関係会社株
式

 179   179    179   

(3）繰延税金資
産

 515   520    569   

(4）敷金  1,431   1,484    1,421   

(5）その他  487   594    631   

貸倒引当金  △288   △271    △295   

投資その他の
資産合計

 2,440   2,770    2,678   

固定資産合計   3,536 8.7  3,808 8.3 271  3,774 7.6

資産合計   40,436 100.0  45,756 100.0 5,320  49,860 100.0
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前中間会計期間末

（平成16年９月30日）
当中間会計期間末

（平成17年９月30日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金  23,100   25,791    30,549   

２．短期借入金 ※２ 2,200   1,800    2,500   

３．１年以内返済
予定の長期借
入金

 37   －    12   

４．未払金  1,979   2,237    2,664   

５．賞与引当金  266   305    273   

６．短期解約損失
引当金

 179   181    156   

７．その他  2,021   2,456    2,242   

流動負債合計   29,785 73.7  32,772 71.6 2,986  38,399 77.0

Ⅱ　固定負債            

１．退職給付引当
金

 376   418    405   

２．役員退職慰労
引当金

 14   29    24   

固定負債合計   391 0.9  448 1.0 56  430 0.9

負債合計   30,176 74.6  33,220 72.6 3,043  38,830 77.9

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   1,500 3.7  1,513 3.3 13  1,500 3.0

Ⅱ　資本剰余金            

資本準備金  1,619   1,632    1,619   

資本剰余金合計   1,619 4.0  1,632 3.6 13  1,619 3.2

Ⅲ　利益剰余金            

１．利益準備金  8   8    8   

２．中間（当期）
未処分利益

 7,077   9,241    7,815   

利益剰余金合計   7,085 17.6  9,249 20.2 2,164  7,823 15.7

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  54 0.1  140 0.3 86  87 0.2

資本合計   10,260 25.4  12,536 27.4 2,276  11,030 22.1

負債資本合計   40,436 100.0  45,756 100.0 5,320  49,860 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  116,792 100.0 140,075 100.0 23,283 260,008 100.0

Ⅱ　売上原価  107,122 91.7 127,937 91.3 20,815 239,860 92.3

売上総利益  9,670 8.3 12,138 8.7 2,467 20,147 7.7

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

 6,978 6.0 8,203 5.9 1,225 15,013 5.7

営業利益  2,692 2.3 3,934 2.8 1,242 5,133 2.0

Ⅳ　営業外収益 ※１ 16 0.0 21 0.0 5 30 0.0

Ⅴ　営業外費用 ※２ 20 0.0 4 0.0 △15 26 0.0

経常利益  2,688 2.3 3,952 2.8 1,263 5,137 2.0

Ⅵ　特別利益 ※３ 102 0.1 18 0.0 △83 95 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４ 33 0.0 64 0.0 31 51 0.0

税引前中間
（当期）純利
益

 2,757 2.4 3,906 2.8 1,148 5,182 2.0

法人税、住民
税及び事業税

 1,271   1,907    2,396   

法人税等調整
額

 △85 1,186 1.0 △267 1,639 1.2 453 △178 2,217 0.9

中間（当期）
純利益

 1,571 1.3 2,266 1.6 695 2,964 1.1

前期繰越利益

中間配当額
 

5,506

－
 

6,975

－
  

5,506

655
 

中間（当期）
未処分利益

 7,077  9,241   7,815  
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(3）中間キャッシュ・フロー計算書

  
当中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

  

税引前中間純利益  3,906

減価償却費及びコンピュータ費  206

営業権償却額  61

減損損失  27

貸倒引当金の増減額（減少：
△）

 △36

賞与引当金の増減額（減少：
△）

 31

短期解約損失引当金の増減額
（減少：△）

 24

退職給付引当金の増減額（減
少：△）

 13

役員退職慰労引当金の増減額
（減少：△）

 4

受取利息及び受取配当金  △1

支払利息  4

固定資産除売却損  11

売上債権の増減額（増加：△）  7,376

たな卸資産の増減額（増加：
△）

 △2,354

仕入債務の増減額（減少：△）  △4,758

役員賞与の支払  △20

その他  △95

小計  4,401

利息及び配当金の受取額  1

利息の支払額  △4

法人税等の支払額  △1,700

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 2,698
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当中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

  

有形固定資産の取得による支出  △192

有形固定資産の売却による収入  0

ソフトウェアの取得による支出  △56

投資有価証券の取得による支出  △0

貸付の回収による収入  11

関係会社への貸付による純増
減額（増加：△）

 50

敷金の支払による支出  △74

敷金の返還による収入  8

その他資産増減額（増加：△）  △34

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △288

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

  

短期借入金の純増減額（減少：
△）

 △699

長期借入金の返済による支出  △12

新株発行関連の支出  △0

株式の発行による収入  26

配当金の支払額  △819

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △1,506

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（減
少：△）

 903

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  339

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末
残高

※ 1,242
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）子会社株式

　移動平均法による原価法を採

用しております。

(1）子会社株式

　同左

(1）子会社株式

　同左

  (2）有価証券

 その他有価証券

 (2）有価証券

 　 その他有価証券

 (2）有価証券

 その他有価証券

 時価のあるもの

　中間決算日の市場価額等に

基づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。

時価のあるもの

同左

時価のあるもの

　決算日の市場価額等に基づ

く時価法（評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

 時価のないもの

　移動平均法による原価法を

採用しております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 (3）たな卸資産

商品

　先入先出法による低価法を採

用しております。

(3）たな卸資産

商品

　　　　同左

(3）たな卸資産

商品

同左

 貯蔵品

　先入先出法による原価法を採

用しております。

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左

２．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（附属設

備を除く）については定額法）を

採用しております。また、直営

ショップの建物附属設備、及び器

具及び備品については耐用年数３

年による定額法を採用しておりま

す。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

(1）有形固定資産

同左

 

(1）有形固定資産

同左

　

 建物 ３年～20年

器具及び備品 ２年～20年

 

  

  

 

  

  

 (2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

営業権　　　　５年　

(2）無形固定資産

同左

 

  (2）無形固定資産

同左

３．繰延資産の処理方法 新株発行費

　支出時に全額費用として処理して

おります。

新株発行費

同左

新株発行費

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失

に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

　従業員の賞与金の支払に備える

ため、賞与支給見込額の当中間会

計期間負担額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与金の支払に備える

ため、賞与支給見込額の当期負担

額を計上しております。

 (3）短期解約損失引当金

　当社及び販売代理店経由で加入

申込受付をした携帯電話契約者が

短期解約をした場合に、当社と代

理店委託契約を締結している電気

通信事業者に対して返金すべき手

数料の支払いに備えるため、返金

実績額に基づき、短期解約に係る

手数料の返金見込額を計上してお

ります。

（追加情報）

　従来、短期解約に係る手数料の

返金額は解約時に受取手数料から

控除する処理（販売代理店経由で

加入申込受付をしたもののうち、

販売代理店に電気通信事業者に対

して返金すべき手数料を請求して

いるものは、受取手数料から控除

するとともに支払手数料からも控

除）をしておりましたが、携帯端

末の取扱数量の増加により金額的

重要性が増したため、当中間会計

期間より短期解約に係る手数料の

返金見込額を返金実績額に基づい

て見積り、短期解約損失引当金と

して計上することにいたしまし

た。

　これにより、従来の方法に比し

て、売上高は312百万円、売上原

価は133百万円減少し、営業利益、

経常利益及び税引前中間純利益

は179百万円減少しております。

(3）短期解約損失引当金

　当社及び販売代理店経由で加入

申込受付をした携帯電話契約者が

短期解約をした場合に、当社と代

理店委託契約を締結している電気

通信事業者に対して返金すべき手

数料の支払いに備えるため、返金

実績額に基づき、短期解約に係る

手数料の返金見込額を計上してお

ります。

(3）短期解約損失引当金

　当社及び販売代理店経由で加入

申込受付をした携帯電話契約者が

短期解約をした場合に、当社と代

理店委託契約を締結している電気

通信事業者に対して返金すべき手

数料の支払いに備えるため、返金

実績額に基づき、短期解約に係る

手数料の返金見込額を計上してお

ります。

 

(追加情報）

　従来、短期解約に係る手数料の

返金額は解約時に受取手数料から

控除する処理（販売代理店経由で

加入申込受付をしたもののうち、

販売代理店に電気通信事業者に対

して返金すべき手数料を請求して

いるものは、受取手数料から控除

するとともに支払手数料からも控

除）をしておりましたが、携帯端

末の取扱数量の増加により金額的

重要性が増したため、当事業年度

より短期解約に係る手数料の返金

見込額を返金実績額に基づいて見

積り、短期解約損失引当金として

計上することといたしました。

　これにより、従来の方法に比し

て、売上高は274百万円、売上原

価は118百万円減少し、営業利益、

経常利益および税引前当期純利益

は156百万円減少しております。
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項目
前中間会計期間

（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

４．引当金の計上基準 (4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務の見

込額に基づき、当中間会計期間末

において発生していると認められ

る額を計上しております。

　過去勤務債務については、発生

年度に一括損益処理しております。

　数理計算上の差異については、

発生の翌事業年度に一括損益処理

しております。

(4）退職給付引当金

同左

 

 

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務の見

込額に基づき計上しております。

　過去勤務債務については、発生

年度に一括損益処理しております。

　数理計算上の差異については、

発生の翌事業年度に一括損益処理

しております。

 (5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

るため、役員退職慰労金規程に基

づく中間会計期間末要支給額を計

上しております。

(5）役員退職慰労引当金

同左

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

るため、役員退職慰労金規程に基

づく期末要支給額を計上しており

ます。

５．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっており

ます。

同左 同左

６．中間キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

───── 　手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。

─────

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の処理方法

　消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。

　なお、資産に係る控除対象外消

費税等は当中間会計期間の負担す

べき期間費用として処理しており

ます。

消費税等の処理方法

同左

消費税等の処理方法

　消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。

　なお、資産に係る控除対象外消

費税等は当期の負担すべき期間費

用として処理しております。

 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間

（自　平成16年４月１日

至　平成16年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

前事業年度

（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

 

（固定資産の減損に係る会計基準）　

　当中間会計期間より、固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

　平成14年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号　平成15年10月31日）を適

用しております。これにより損益に与える影

響は軽微であります。

　なお、減損損失累計額については、改正後

の中間財務諸表等規則に基づき減価償却累計

額に含めて表示しております。 
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成16年９月30日）

当中間会計期間末
（平成17年９月30日）

前事業年度
（平成17年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

1,164百万円 1,377百万円 1,250百万円

※２．当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行１行と当座貸

越契約及び金融機関１社と貸出コミッ

トメント契約を締結しております。こ

れらの契約に基づく当中間会計期間末

の借入未実行残高は次のとおりであり

ます。

※２．当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行１行と当座貸

越契約及び金融機関１社と貸出コミッ

トメント契約を締結しております。こ

れらの契約に基づく当中間会計期間末

の借入金未実行残高は次のとおりであ

ります。

※２．当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行１行と当座貸

越契約及び金融機関１社と貸出コミッ

トメント契約を締結しております。こ

の契約に基づく当期末の借入金未実行

残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額及び

貸出コミットメントの総額

 1,100百万円

借入実行残高 0百万円

差引額 1,099百万円

当座貸越極度額及び

貸出コミットメントの総額

 1,100百万円

借入実行残高 0百万円

差引額 1,099百万円

貸出コミットメントの総額

 1,100百万円

借入実行残高 0百万円

差引額 1,099百万円

　３． 　　　　―────── 　３．減価償却累計額には、減損損失累計額

が含まれております。

　３．　　　　　―──────

当中間期中の発行済株式数の増加

発行年月日 発行形態 発行株式数（株） 発行価格（千円） 資本組入額（千円）

  平成17年４月11日

～平成17年９月22日
新株予約権の行使 402 65 13,065

　平成17年４月11日から平成17年９月22日の間において新株予約権の行使により発行済株式総数402株、資本金13百万円、資本準備金13百万円が

それぞれ増加しております。
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 2百万円

受取家賃 8百万円

受取利息 0百万円

受取家賃 7百万円

受取利息 4百万円

受取家賃 14百万円

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 5百万円

上場関連費 7百万円

新株発行費 7百万円

支払利息 4百万円

  

  

支払利息 9百万円

上場関連費 9百万円

新株発行費 7百万円

※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金戻入益 102百万円 貸倒引当金戻入益 18百万円  貸倒引当金戻入益 95百万円

※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの

器具及び備品売却損 5百万円

建物除却損 7百万円

器具及び備品除却損 3百万円

電話加入権評価損 16百万円

立退料 25百万円

建物減損損失 19百万円

器具及び備品減損損失 8百万円

建物除却損 11百万円

器具及び備品売却損 5百万円

建物除却損 14百万円

器具及び備品除却損 13百万円

電話加入権評価損 16百万円

　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額 　５．減価償却実施額

有形固定資産 122百万円

無形固定資産 61百万円

有形固定資産 149百万円

無形固定資産 61百万円

有形固定資産 312百万円

無形固定資産 122百万円

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

（平成17年９月30日現在）

現金及び預金勘定 1,242百万円

現金及び現金同等物 1,242百万円
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①　リース取引関係

前中間会計期間
（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額

(1）　　　　　―――――――

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

器具及び備品 3 2 0

ソフトウェア － － －

合計 3 2 0

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

器具及び備品 16 1 14

ソフトウェア － － －

合計 16 1 14

（注）取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しており

ます。

（注）　　　　　同左  

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2)　　　　　―――――――

１年内 0百万円

１年超 －百万円

合計 0百万円

１年内 3百万円

１年超 11百万円

合計 14百万円

（注）未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

（注）　　　　　同左  

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 0百万円

減価償却費相当額 0百万円

支払リース料 1百万円

減価償却費相当額 1百万円

支払リース料 0百万円

減価償却費相当額 0百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

同左 同左

②　有価証券関係

前中間会計期間末（平成16年９月30日現在）

 子会社株式で時価のあるものはありません。

 当中間会計期間末（平成17年９月30日現在）

 １．子会社株式で時価のあるものはありません。

 ２．その他有価証券で時価のあるもの

 
取得原価

（百万円）

中間貸借対照表計上額

（百万円）

差額

（百万円)

 株式 22 260 237

 合計 22 260 237

 ３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

 非上場株式 2

 前事業年度末（平成17年３月31日現在）

 子会社株式で時価のあるものはありません。
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③　デリバティブ取引関係

前中間会計期間
（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

　当社は、デリバティブ取引を全く

利用しておりませんので、該当事項

はありません。

同左 同左

④　持分法損益等

前中間会計期間
（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

　当中間会計期間においては、中間

連結財務諸表を作成しているため、

記載しておりません。

 該当事項はありません。

　当事業年度においては、連結

財務諸表を作成しているため、

記載しておりません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

１株当たり純資産額 62,607円69銭

１株当たり中間純利益 9,617円96銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益
9,573円93銭

１株当たり純資産額 76,311円14銭

１株当たり中間純利益 13,806円28銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益
13,748円46銭

１株当たり純資産額 67,181円27銭

１株当たり当期純利益

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益

17,991円52銭

17,905円56銭

　当社は、平成16年７月９日付で株式

１株につき２株の株式分割を行ってお

ります。

　なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の１株当たり情報

については、それぞれ以下のとおりと

なります。

前中間会計期間 前事業年度

1株当たり純資産額
41,572円58銭

1株当たり中間純利益
11,400円15銭

1株当たり純資産額
46,500円13銭

1株当たり当期純利益
16,231円82銭

なお、潜在株式調整後
１株当たり中間純利益
については、ストック
オプション制度に伴う
新株予約権があります
が、当社株式は非上場、
非登録のため、期中平
均株価が把握できませ
んので記載しておりま
せん。

なお、潜在株式調整後
１株当たり当期純利益
については、ストック
オプション制度に伴う
新株予約権があります
が、当社株式は非上場、
非登録のため、期中平
均株価が把握できませ
んので記載しておりま
せん。

 

 

 

　当社は、平成16年７月９日付で株式

１株につき２株の株式分割を行ってお

ります。

　なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の１株当たり情報

については、それぞれ以下のとおりと

なります。

１株当たり純資産額 46,500円13銭 

１株当たり当期純利益 16,231円82銭 

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、ストックオプショ

ン制度に伴う新株予約権がありますが、

当社株式は非上場、非登録のため、期

中平均株価が把握できませんので記載

しておりません。 

　（注）１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は以下のとお

りであります。

 
前中間会計期間

(自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

前事業年度
(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益    

中間（当期）純利益（百万円） 1,571 2,266 2,964

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
1,571 2,266 2,943

普通株主に帰属しない金額

（百万円）
－ － 20

期中平均株式数（株） 163,355 164,165 163,616

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益
   

中間（当期）純利益調整額

（百万円）
－ － －

普通株式増加数（株） 751 690 785

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権　1,192個  ―――――――  ―――――――
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

 

──────

 

株式分割

　平成17年11月７日開催の取締役会において、

次のとおり株式の分割を行うことを決議いた

しました。

①株式分割の目的

　株式の流動性の向上および投資家層の拡

大を図ることであります。

②株式分割の概要

イ）分割の方法

　平成17年11月30日、最終の株主名簿お

よび実質株主名簿に記載又は記録された

株主の所有株式１株につき、２株の割合

をもって分割いたします。

ロ）分割により増加する株式数

　平成17年11月30日時点の発行済株式総

数がストックオプション制度導入に伴う

新株予約権の権利行使の関係により、平

成17年11月７日時点では確定しておりま

せんので、平成17年９月30日現在の発行

済株式総数で予想しております。

株式分割前の当社発行済株式総数

（平成17年９月30日現在）

普通株式　164,282株

今回の分割により増加する株式数

普通株式　164,282株

株式分割後の当社発行済株式総数

普通株式　328,564株

株式分割後の授権資本株式数

1,160,000株

ハ）効力発生日　平成18年１月20日

ニ）配当起算日　平成17年10月１日

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定し

た場合の前中間会計期間における１株当たり

情報は、次のとおりであります。

１株当たり純資産額　31,303円84銭

１株当たり中間純利益　4,808円98銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

4,786円96銭

　当社は平成16年７月９日付けで株式１株に

つき２株の株式分割を行っております。

　当該株式分割が当期首に行われたと仮定し

た場合の当中間会計期間における１株当たり

情報は、次のとおりであります。

１株当たり純資産額　38,155円57銭

１株当たり中間純利益　6,903円14銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

6,874円23銭 

 ストックオプションの後発事象

 平成17年６月28日開催の第14回定時株主総会

において商法第280条ノ20および第280条ノ21の

規定に基づき、新株予約権（ストックオプショ

ン）を、当社の役員、執行役員および従業員に

対して無償にて発行することを決議しておりま

す。
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５．仕入及び販売の状況

（１）商品仕入実績

当中間会計期間の商品仕入実績（商品仕入高及び支払手数料）を事業部門別に示すと以下のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％）

モバイル事業 移動体通信機器 74,308 －

 代理店手数料 50,620 －

 小計 124,928 －

ネットワーク事業他 その他関連商品 67 －

 代理店手数料 5,298 －

 小計 5,365 －

全社 合計 130,294 －

（注）１．前中間会計期間においては、中間連結財務諸表を作成しているため、前年同期との対比は行っておりません。

      ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（２）販売実績

当中間会計期間の販売実績（商品売上高及び受取手数料）を事業部門別に示すと以下のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％）

モバイル事業 移動体通信機器 60,200 －

 代理店手数料 72,434 －

 小計 132,635 －

ネットワーク事業他 その他関連商品 83 －

 代理店手数料 7,356 －

 小計 7,440 －

全社 合計 140,075 －

（注）１．前中間会計期間においては、中間連結財務諸表を作成しているため、前年同期との対比は行っておりません。

　　　２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　３．当中間会計期間の主要な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は以下のとおり　　

　であります。

相手先

前中間会計期間
（自　平成16年４月１日
至　平成16年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

KDDI株式会社 － － 26,137 18.7

株式会社NTTドコモ － － 16,044 11.5

（注）１．前中間会計期間においては、中間連結財務諸表を作成しているため、前中間会計期間については記載しており

ません。

 ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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