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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 75,085 ― 1,771 ― 1,525 ― 663 ―

20年3月期第1四半期 84,996 9.8 1,968 △0.7 1,962 △1.1 1,108 0.1

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 2,014.24 2,012.35
20年3月期第1四半期 3,364.42 3,358.89

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 67,715 18,444 27.2 55,967.58
20年3月期 91,000 18,619 20.5 56,499.39

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  18,444百万円 20年3月期  18,619百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 2,500.00 ― 2,500.00 5,000.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 2,500.00 ― 2,500.00 5,000.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  

注）1．平成21年3月期の個別業績予想について 
      当社は、平成20年10月1日に株式会社エム・エス・コミュニケーションズとの合併を予定しており、第2四半期累計期間業績予想は当社、通期業績予想は統 
     合会社のものを記載しております。なお、通期業績予想については、当社の第2四半期累計期間業績予想に統合会社の下期業績予想を合算したものとなっ 
     ております。 
   2．平成21年3月期の個別業績予想の増減率について 
      個別業績予想の通期については、当社の第2四半期累計期間業績予想に統合会社の下期業績予想を合算したものであるため、前期比増減率は、記載を 
     省略しております。 
      参考までに、当社の平成20年3月期個別業績と比較した場合の増減率は、売上高+47.6%、営業利益+.36.8%、経常利益+32.7%、当期純利益+21.7%となりま 
     す。 
   3．平成21年3月期の個別業績予想の1株当たり当期純利益について 
      第2四半期累計期間までは、当社の発行済株式数（自己株式取得後）を発行済株式数とし、10月以降は、当社の発行済株式数（自己株式控除後）に株式 
     会社エム・エス・コミュニケーションズの株主に割り当てられる株式数を合算したものを統合会社の発行済株式数として、期中平均株式数を計算し、1株当た 
     り当期純利益を算出しております。なお、株式会社エム・エス・コミュニケーションズの株主に割り当てられる株式数は、平成20年5月22日に当社と株式会社 
     エム・エス・コミュニケーションズとの間で締結された合併契約書の株式交換比率に基づいて算出しております。 
      参考までに、統合会社下期の1株当たり当期純利益は、7,904.98円となります。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期累計期間 177,000 ― 2,350 ― 2,300 ― 1,050 ― 3,349.35
通期 548,000 ― 10,100 ― 9,800 ― 5,100 ― 12,359.38

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  329,558株 20年3月期  329,554株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  ―株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  329,557株 20年3月期第1四半期  329,329株



※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 ・当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 
  14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
 ・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、状況の変化等 
  により、上記予想数値と異なる場合があります。 



定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

     当第１四半期（平成20年４月～６月）におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した世界

   経済の減速に広がりがみられる中、原油価格や穀物価格の高騰に伴う物価上昇等により景気の下振れリスクが高

   まっております。

　       携帯電話市場においては、割賦販売による買い替えサイクルの長期化および各社の低廉な割引サービスの提供 

       による囲い込みが進んだ結果、当第１四半期の携帯電話の純増数は92万台と前年同期比31.0％減となりました。

       第３世代携帯電話純増数は271万台となり、引き続き第３世代携帯電話への移行が進んでおります。

      （社団法人電気通信事業者協会発表データ）

このような状況下、モバイル事業においては、市場が低調の中、新販売方式（割賦販売等）の導入に伴い、売上

高は減少しましたが（注１）、端末販売価格が安定化し端末１台当たりの採算性が向上したことによって売上総利

益は増加しました。営業利益ベースでは、合併に伴うのれんの償却費等により販管費が増加し、前年同期比減とな

りましたが、物流・在庫管理の一元化等を通じたシナジー実現とコスト削減を図っております。

ネットワーク事業においては、FTTH等光回線サービスの販売が伸長し、売上高は増加しましたが、マイライン市

場におけるNTTグループによる寡占化が進む中、営業利益は前年対比で減少しました。

　       また、決済サービス事業他では、大手コンビニエンスストア販路の拡大が売上高の増加に貢献しました。

この結果、当第１四半期における業績は、売上高750億85百万円（前年同期比11.7％減）、営業利益17億71百万

円（前年同期比10.0％減）となりましたが、平成20年10月１日に㈱エム・エス・コミュニケーションズとの合併を

予定しており、その合併関連費用が２億25百万円発生したため、経常利益は15億25百万円（前年同期比22.3％減）

となりました。また、子会社であった㈱テレコムパークおよび㈱モビテックを吸収合併したことに伴う償却が１億

65百万円発生し、四半期純利益は６億63百万円（前年同期比40.1％減）となりました。

なお、当第１四半期よりセグメント範囲の見直しをしております。決済サービスの取扱高が増え、重要性が高

まったため、PIN販売システムを利用した商品販売およびプリペイド携帯関連商品を「決済サービス事業他」とし

てセグメントを新設しました。この結果、平成20年３月期決算短信と比較してモバイル事業からはプリペイド携帯

関連商品販売が含まれなくなり、ネットワーク事業からはPIN販売システムを利用した商品販売が含まれなくなっ

ております。

 

【モバイル事業】

  当第１四半期につきましては、平成20年４月１日付で株式会社テレコムパークを、平成20年６月１日付で株式会

社モビテックを吸収合併しました。当第１四半期の当社の販売台数（㈱モビテックの平成20年４月１日～５月31日

分を含む）は、各通信事業者の端末販売が低調となる中、73万９千台（対前年比12.5％減）となりました。これ以

外にＰＨＳを９千台販売しております。

この結果、同事業における売上高は657億９百万円（前年同期比14.5％減）、営業利益は11億22百万円（前年同期

比10.2％減）となりました。

　   【ネットワーク事業】

当第１四半期につきましては、FTTH等光回線サービスの販売は、有力代理店を中心とする販売体制の拡充が進み、

売上・利益とも順調に伸び、ネットワーク事業の売上高増加に貢献しました。マイラインサービスの獲得回線数は

ほぼ計画通りに推移しましたが、前期獲得のマイライン回線に関わるボリュームインセンティブが減少したこと等

によって、営業利益は前年対比減少しました。

この結果、同事業における売上高は30億91百万円（前年同期比5.2％増）、営業利益は５億68百万円（前年同期比

7.5％減）となりました。

　   【決済サービス事業他】

決済サービス事業他では、コンビニ販路拡大によって、PIN（Personal Identification Number）販売システム

を利用した商品販売が増加しましたが、将来を見据えた販売網拡充に伴うシステム開発費用が予想を上回ったため、

営業利益は前年対比減少しました。

この結果、同事業における売上高は62億84百万円（前年同期比20.2％増）、営業利益は79百万円（前年同期比

22.5％減）となりました。
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（注１）

 お客様が分離プランでの購入を選択された場合、新販売方式（割賦販売等）に伴い、機種に係る販売奨励金に代

わって、端末代金の立替金を通信事業者から受領する方式に変更となり、販売奨励金の受け取りと支払いが共に無

くなることから、売上高だけでなく売上原価も減少しております。

２．財政状態に関する定性的情報

当第１四半期末における資産合計は677億15百万円となり、前事業年度末に比べ232億84百万円減少

しました。

負債合計は231億９百万円の減少、純資産合計は１億75百万円の減少となり、この結果、自己資本比率

は27.2％と6.8ポイント改善しております。

　営業活動によるキャッシュ・フローでは56億77百万円の収入となりました。

これは主に税引前当期純利益で13億45百万円計上したこと、売上債権の減少250億77百万円および、仕入債務の

減少200億39百万円によるものであります。

　投資活動によるキャッシュ・フローでは２億78百万円の支出となりました。

これは主に有形固定資産の取得による支出１億５百万円および、合併関連による支出１億47百万円によるもので

あります。

財務活動によるキャッシュ・フローでは22億71百万円の支出となりました。

　これは主に短期借入金の減少16億円および、配当金の支払６億71百万円によるものであります。

以上により、当第１四半期における現金及び現金同等物は、前事業年度末より34億94百万円増加し、45億84百万

円となりました。

３．業績予想に関する定性的情報

　平成20年５月22日に公表いたしました中間期および通期の業績予想に変更はありません。当第１四半期の業績は、

平成20年５月22日に公表いたしました中間期業績見通しに対する進捗率は、売上高42.4％、営業利益75.3％、経常

利益66.3％、四半期純利益63.1％で推移しております。

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目を重要なものに限定する方法によっております。

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

　当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。

－ 2 －



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,584 1,089

売掛金 24,916 46,365

たな卸資産 20,127 18,852

未収入金 9,150 13,325

その他 976 2,843

貸倒引当金 △43 △37

流動資産合計 59,710 82,438

固定資産   

有形固定資産 917 596

無形固定資産   

のれん 3,647 138

その他 13 8

無形固定資産合計 3,660 146

投資その他の資産   

関係会社株式 － 5,063

敷金 1,957 1,565

その他 1,563 1,262

貸倒引当金 △93 △73

投資その他の資産合計 3,427 7,818

固定資産合計 8,005 8,561

資産合計 67,715 91,000

負債の部   

流動負債   

買掛金 25,181 42,591

短期借入金 5,800 7,400

未払金 10,537 13,633

預り金 107 564

引当金 278 530

その他 1,678 1,966

流動負債合計 43,582 66,687

固定負債   

長期借入金 5,000 5,000

退職給付引当金 556 561

その他 132 132

固定負債合計 5,688 5,693

負債合計 49,271 72,380



（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,552 1,552

資本剰余金 1,671 1,671

利益剰余金 15,108 15,268

株主資本合計 18,332 18,492

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 111 127

評価・換算差額等合計 111 127

純資産合計 18,444 18,619

負債純資産合計 67,715 91,000



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 75,085

売上原価 67,069

売上総利益 8,016

販売費及び一般管理費 6,245

営業利益 1,771

営業外収益  

受取利息 0

受取配当金 1

受取家賃 4

受取保険料 3

その他 1

営業外収益合計 11

営業外費用  

支払利息 31

合併関連費用 225

株式交付費 0

営業外費用合計 257

経常利益 1,525

特別利益  

貸倒引当金戻入額 6

固定資産売却益 1

特別利益合計 8

特別損失  

抱合せ株式消滅差損 165

減損損失 12

固定資産除却損 4

ゴルフ会員権評価損 2

その他 1

特別損失合計 187

税引前四半期純利益 1,345

法人税、住民税及び事業税 397

法人税等調整額 284

法人税等合計 681

四半期純利益 663



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 1,345

減価償却費 143

のれん償却額 130

減損損失 12

抱合せ株式消滅差損益（△は益） 165

株式交付費 0

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6

賞与引当金の増減額（△は減少） 195

短期解約損失引当金 △52

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5

受取利息及び受取配当金 △1

支払利息 31

合併関連費用 225

固定資産売却損益（△は益） △1

固定資産除却損 4

ゴルフ会員権評価損 2

売上債権の増減額（△は増加） 25,077

たな卸資産の増減額（△は増加） △50

仕入債務の増減額（△は減少） △20,039

その他 7

小計 7,185

利息及び配当金の受取額 3

利息の支払額 △31

法人税等の支払額 △1,480

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,677

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 △105

有形固定資産の売却による収入 7

ソフトウエアの取得による支出 △6

投資有価証券の取得による支出 △0

合併関連による支出 △147

貸付けによる支出 △53

貸付金の回収による収入 7

関係会社貸付けによる支出 10

敷金の差入による支出 △16

敷金の回収による収入 52

その他 △26

投資活動によるキャッシュ・フロー △278



（単位：百万円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △1,600

新株発行関連の支出 △0

株式の発行による収入 0

配当金の支払額 △671

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,271

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,128

現金及び現金同等物の期首残高 1,089

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 366

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,584



　当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。

－ 1 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 84,996

Ⅱ　売上原価 77,929

売上総利益 7,066

Ⅲ　販売費及び一般管理費 5,098

営業利益 1,968

Ⅳ　営業外収益 10

Ⅴ　営業外費用 15

経常利益 1,962

Ⅵ　特別利益 1

Ⅶ　特別損失 24

税引前四半期純利益 1,939

税金費用 831

四半期純利益 1,108

－ 2 －



（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 1,939

減価償却費及びコンピュータ費　 111

のれん償却額　 32

減損損失 23

株式交付費　 0

貸倒引当金の増減額（減少：△）　 5

賞与引当金の増減額（減少：△）　 177

短期解約損失引当金 △2

退職給付引当金の増減額（減少：△）　 16

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）　 △46

受取利息及び受取配当金 △1

支払利息　 8

固定資産除売却損益（利益：△）　 1

売上債権の増減額（増加：△）　 12,567

たな卸資産の増減額（増加：△）　 △1,297

仕入債務の増減額（減少：△）　 △8,966

その他 97

小計 4,667

利息及び配当金の受取額 2

利息の支払額　 △7

法人税等の支払額　 △1,629

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,032

－ 3 －



前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 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 △127

ソフトウェアの取得による支出 △17

投資有価証券の取得による支出　 △122

貸付けによる支出　 △26

貸付金の回収による収入　 16

関係会社への貸付による純増額（増加：△）　 △20

敷金の支出による支出　 △92

敷金の返還による収入 14

その他投資の支出　 △7

投資活動によるキャッシュ・フロー △382

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：△） △1,500

新株発行費関連の支出　 △0

株式の発行による収入　 2

配当金の支払額　 △665

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,162

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） 486

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 177

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 663

－ 4 －



６．　その他の情報

(1)　事業の種類別売上高・営業利益

 

前第１四半期累計期間

（平成20年３月期

第１四半期）

当第１四半期累計期間

（平成21年３月期

第１四半期）　

増減率

　（％）

モバイル事業
売上高 76,827 65,709 △14.5

営業利益 1,250 1,122 △10.2

ネットワーク事業
売上高 2,940 3,091 5.2

営業利益 615 568 △7.5

決済サービス事業他
売上高 5,228 6,284 20.2

営業利益 102 79 △22.5

合計
売上高 84,996 75,085 △11.7

営業利益 1,968 1,771 △10.0

（事業区分別の変更）

当社は平成21年３月期より事業区分をモバイル事業、ネットワークその他事業の２セグメントからモバイル事業、ネッ

トワーク事業、決済サービス事業他の３セグメントに変更いたしました。前期まではモバイル事業に含めておりました

プリペイド事業および、ネットワークその他に含めておりましたPIN事業を当社の事業内容をより適切に反映させるた

め決済サービス事業他に含めることにいたしました。

なお、平成20年３月期第１四半期については、比較を容易にするために組替え表示しております。

 

（2）当社は、平成20年６月26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条第１項および当社定款の規定に基づき、下記のとおり自己株式の取得および自己株式の公開買付け（以下

　　「本公開買付け」）を行うことを決議し、自己株式の取得を以下のとおり実施いたしました。

　　①自己株式の取得および本公開買付け等の目的

　　　主要株主の持株比率を一定水準まで低下させ、上場会社として適切な流通株式比率を実現すること、および自己

　　　株式の取得により１株当たり株式価値を向上させることにより、当社株式の継続保有を希望する当社一般株主の

　　　皆様の株主利益を最大限に尊重するため。

　　②決議内容

　　　取得する株式の種類　　普通株式

　　　取得する株式の総数　　55,000株（上限）

　　　取得価額の総額　　　　5,280百万円（上限）

　　　取得する期間　　　　　平成20年６月30日から平成20年８月29日まで　　　

　　③本公開買付け等の概要

　　　本公開買付け等の期間　平成20年６月30日（月曜日）から平成20年７月28日（月曜日）まで（20営業日）

　　　公開買付開始公告日　　平成20年６月30日（月曜日）

　　　買付け等の価格　　　　１株につき、96,000円

　　　買付け等の価格の算定根拠等

　　　　　　　　　　　　　　平成20年５月22日開催の当社取締役会において、本公開買付価格は、平成20年５月21日

　　　　　　　　　　　　　　までの直近20営業日における東京証券取引所における当社株式の終値の単純平均に対し

　　　　　　　　　　　　　　て７％ディスカウント（千円未満四社五入）となる96,000円と決定いたしました。

　　　買付予定の株式等の数　普通株式　50,673株

　　　決済の開始日　　　　　平成20年８月４日（月曜日）

　　④本公開買い付け等の結果

　　　当社普通株式50,673株（4,864百円）を取得いたしました。

－ 5 －
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