
１．17年３月期の連結業績（平成16年４月１日～平成17年３月31日） 

②平成16年７月９日付で１対２の株式分割を行っております。当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

平成16年３月期の１株当たり株主資本は46,500円13銭であります。 

（注）平成16年３月期より連結財務諸表を作成しておりますが、期末日を連結子会社のみなし取得日としているため、前

連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。 

（注）18年３月期の連結業績予想につきましては記載しておりません。（「次期の見通し」を参照（P10）） 

平成17年３月期 決算短信（連結） 平成17年５月13日

上場会社名 株式会社 テレパーク 上場取引所 東京証券取引所（市場第一部）

コード番号 3738 本社所在都道府県 東京都 

(URL http://www.teleparkcorp.com) 

代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 宮崎 重則 

問合せ先責任者 役職名 執行役員経営企画部長 氏名 杉村 秀雄 ＴＥＬ  （ 05 ） 5804 － 7090 

決算取締役会開催日 平成17年５月13日 

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 65.41％

米国会計基準採用の有無 無 

(1）連結経営成績 （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３月期 279,909 ― 5,255 ― 5,256 ―

16年３月期 ― ― ― ― ― ―

 当期純利益 
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

株主資本 

当期純利益率 

総資本 

経常利益率 

売上高 

経常利益率

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

17年３月期 2,984 ― 18,112 18 18,025 65 33.3 10.8 1.9

16年３月期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）①持分法投資損益 17年３月期 ―百万円 16年３月期 ―百万円

②期中平均株式数（連結） 17年３月期 163,616株 16年３月期 73,940株

③会計処理の方法の変更 無 

④平成16年３月期より連結財務諸表を作成しておりますが、期末日を連結子会社のみなし取得日としているため、

前連結会計年度の連結損益計算書は作成しておりません。 

(2）連結財政状態 （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３月期 50,138 11,050 22.0 67,301 74

16年３月期 47,322 6,876 14.5 93,000 26

（注）①期末発行済株式数（連結） 17年３月期 163,880株 16年３月期 73,940株

(3）連結キャッシュ・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３月期 2,305 △1,300 △1,254 421

16年３月期 ― ― ― ―

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 1社 持分法適用非連結子会社数 ―社 持分法適用関連会社数 ―社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） ―社 （除外） ―社 持分法（新規） ―社 （除外） ―社

２．18年３月期の連結業績予想（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 

  百万円 百万円 百万円

中間期 ―  ―  ―  

通 期 ―  ―  ―  
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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

話及び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、ツーカーグループ等）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、当社の連結子会社である㈱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。 

 
  （注）1. 上記点線枠内は当社グループを表しております。 

 2. 連結子会社である㈱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 

 （注） 三井物産㈱は、有価証券報告書提出会社であります。 

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 192,492 総合商社 (65.41) 

当社の取扱商品の販売

および取次業務 

役員の兼任：４名 

（注） 

㈱モビテック 

（連結子会社） 
福岡県福岡市 10 

携帯電話端末

等の販売 
100.00 

役員の兼任：５名 

資金援助 
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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、実行し続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は、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日として株式を２分割いたしました。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50万円以上」を上回る状態になった場合には、検討したいと考えて

おります。 

(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およ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３名全員が社外監査役ですが、本年６月下

旬開催予定の定時株主総会における決議を経て社外監査役１名を増員する予定です。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取締役を兼務しています。

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。今後は内部監査室による監査を行っていきます。 

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、社長直属で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３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、下記以外に補助者９名で監査業務を実施しております。 
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（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。 

d.役員報酬および監査報酬の内容 

当期における当社の取締役および監査役に対する役員報酬ならびに監査法人に対する監査報酬は以下のとお

りであります。 

・役員報酬 

 取締役に支払った報酬   62百万円 

 監査役に支払った報酬    9百万円 

     計        72百万円 

 （注）上記金額には使用人兼務役員に支給した使用人分給与37百万円は含んでおりません。 

・監査報酬 

 公認会計士法第2条第1項に規定する業務に基づく報酬  16百万円 

 上記以外の報酬                   ―百万円 

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あります。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。 

(8）親会社等に関する事項 

１）親会社等の商号等 

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、本年６月下旬開催予定の

定時株主総会における決議を経て増員される予定の社外監査役１名は、グループ外からの選任を予定しておりま

す。 

３）親会社等との取引に関する事項 

「関連当事者との取引」を参照願います。 

(9）その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 

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 － 

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 65.41

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 

ルクセンブルク（EDR）証券取引所 

フランクフルト（GBC）証券取引所 

ユーロネクスト・アムステルダム（ASAS）証券取引所 

NASDAQ（米国預託証券） 
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３．経営成績及び財政状態 

当社グループは、当連結会計年度より連結損益計算書および連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、前

連結会計年度との対比の記載はしておりません。 

(1）経営成績 

当連結会計年度における日本経済は、原油高騰による米国経済の減速懸念や、円高の進行による企業収益の悪化懸

念など楽観を許さない面がありましたが、全体的には前期に続いて緩やかな回復局面にあったと考えられます。 

携帯電話市場においては、平成17年３月末の累計加入者数は8,614万台と前期末比約521万台増（6.4％増）に留ま

りましたが、第3世代携帯電話の普及が本格化しています。平成17年３月末時点では、ａｕの「CDMA2000 1x」の契約

者は1,793万台（前期末比32.8％増）、NTTドコモのFOMAの契約者は1,150万台（前期末比277.7％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）。また、固定電話では平成16年

７月のソフトバンクによる日本テレコム買収を機に市場が再活性化する兆候を見せております。 

このような状況下、当社は平成16年４月７日、東京証券取引所に念願の株式上場を果たし、10月１日には新たな気

持ちで事業に向かうため「三井物産テレパーク株式会社」から「株式会社テレパーク」に社名を変更しました。ま

た、平成17年３月１日には東京証券取引所市場第二部から第一部に指定されました。携帯電話では、「市場シェアの

拡大」を戦略として掲げ販路の拡大に努めることにより販売台数の増加に成功するとともに、平成16年７月には、業

務効率改善とコスト削減を目的として平成15年12月に買収しました㈱ジェイ・アール・シーモビテックの事業部門を

統合（九州/沖縄地域を除く）し、存続会社（九州/沖縄地域）の名称を㈱モビテックと改めました。 

一方、ネットワーク事業では、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に加え、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。また、前年に開始しましたFTTH普

及支援サービスも順調に伸張しております。 

この結果、当連結会計年度における売上高は279,909百万円、経常利益は5,256百万円、当期純利益は2,984百万円

となりました。なお、単体売上高は260,008百万円（前期比42.5％増）、同経常利益は5,137百万円（前期比20.7％

増）、同当期純利益は2,964百万円（前期比23.5％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 

当連結会計年度における携帯電話の販売台数は、ａｕおよびNTTドコモの第３世代携帯電話の販売が好調だった

ことに加え、代理店および家電量販店の店舗を増やすことに成功したため、単体で296万台（前期比19.7％増）と

過去最高になりました。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実績は307万台になりま

す。さらに、前述のようにグループとしての業務効率改善とコスト削減を目的として㈱モビテックの九州および沖

縄地域以外の事業部門を統合しました。 

この結果、同事業における連結会計年度の売上高は269,495百万円、営業利益は3,694百万円となりました。な

お、単体売上高は249,594百万円（前期比43.4％増）、同営業利益は3,572百万円（前期比27.0％増）となりまし

た。 

２）ネットワーク事業他 

当連結会計年度における固定電話の取扱回線数は、従来からのマイラインに、新たに参入しましたドライカッパ

ーを加えると、法人向けを中心に前期並の約61万回線となりました。それに加え、FTTH普及支援サービスおよび

ADSLの取次において順調な進展を見せました。 

以上の結果、同事業における連結会計年度の売上高は10,413百万円（前期比22.6％増）、営業利益は1,561百万

円（前期比15.1％増）となりました。また、同事業は当社のみで展開しているため、単体の売上高および営業利益

は、上記金額と同額であります。 

- 8 -



(2）財政状態 

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況 

  

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末より249百万円減

少し、421百万円となりました。 

各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減の要因は次のとおりであります。 

〔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、2,305百万円となりました。これは主に、法人税等の支払額2,526百万円、た

な卸資産の増加1,673百万円および売上債権の増加996百万円があるものの、税金等調整前当期純利益を5,256百

万円計上したことや、仕入債務が1,118百万円増加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1,300百万円となりました。これは主に、ショップ承継による支出725百万円、

有形固定資産の取得による支出361百万円およびソフトウエアの取得による支出242百万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、1,254百万円となりました。これは主に、株式の発行による収入が2,556百万

円あるものの、借入金の減少2,399百万円および配当金の支払1,394百万円等によるものであります。 

(キャッシュ・フロー指標の推移） 

（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/営業活動キャッシュ・フロー 

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月期以降は連結財務諸表、それ以前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。 

 平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期

株主資本比率（％） 17.3 16.8 22.0 

時価ベースの株主資本比率（％） ― ― 114.4 

債務償還年数（年） 0.8 6.6 1.1 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 129.4 54.6 191.5 
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(3）次期の見通し 

今後の日本経済は、前期に引き続き円高の進行等、企業収益の悪化懸念材料もあるものの、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も、NTTドコモのFOMAに代表される第３世代携帯電話への買い替えがさら

に進むことにより、当事業年度に引き続いて堅調に推移するものと思われます。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の業務効率改善を目指し平

成16年７月１日に合併しました㈱モビテックの事業部門との物流拠点の効率改善など、組織統合シナジーの早期実現

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「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、事業の拡大と利益の増大を図る方針です。 

次期の業績の見通しにつきましては、連結を実施しないため、個別の見通しとなりますが、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、連結を実施しない理由につきましては、平成17年３月期では子会社１社を連結子会社として連結決算を行い

ましたが、期中において当該連結子会社の会社分割の実施等あり、総資産、売上高、当期純利益（持分に見合う額）

および利益剰余金（持分に見合う額）、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼさない小規模会社となったため、

平成18年３月期においては非連結子会社として連結の範囲から除外する予定となったことによるものであります。 

 (4）事業等のリスク 

１）モバイル事業 

①通信事業者からの受取手数料について 

当社グループは、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グループ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 

移動体通信業界は、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３月には携帯電話等の端

末利用者が86百万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。以上のように移動体通信市場は競争の激しい分野であるため、当社

グループ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。 

２）ネットワーク事業 

①固定回線の取次業務について 

当社は、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の対価

として各通信事業者からの受取手数料を収受しております。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数年間継続的に支払われる継続手数料がありますが、受取手

数料の金額、支払対象期間、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

も異なっており、今後も事業者の事業方針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 

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、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。 
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４．連結財務諸表等 
(1）連結貸借対照表 

    
前連結会計年度 

（平成16年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
対前年比

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） 

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１．現金及び預金   671 421   

２．受取手形及び売掛金   31,071 32,030   

３．たな卸資産   9,128 10,801   

４．繰延税金資産   1,044 1,021   

５．その他   1,999 1,966   

貸倒引当金   △99 △51   

流動資産合計   43,815 92.6 46,190 92.1 2,375

Ⅱ 固定資産       

１．有形固定資産       

（1）建物及び構築物   706 851     

 減価償却累計額   △344 362 △452 399   

（2）器具及び備品   1,022 1,033     

 減価償却累計額   △822 199 △816 217   

（3）土地   24 24   

（4）その他   0 0     

 減価償却累計額   △0 0 △0 0   

有形固定資産合計   587 1.2 641 1.3 54

２．無形固定資産       

（1）連結調整勘定   814 651   

（2）その他   24 8   

無形固定資産合計   838 1.8 660 1.3 △178
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前連結会計年度 

（平成16年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
対前年比

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） 

３．投資その他の資産       

（1）投資有価証券   122 171   

（2）長期貸付金   31 43   

（3）繰延税金資産   423 576   

（4）敷金   1,467 1,439   

（5）その他   407 716   

貸倒引当金   △373 △301   

投資その他の資産 
合計 

  2,080 4.4 2,646 5.3 565

固定資産合計   3,506 7.4 3,948 7.9 441

資産合計   47,322 100.0 50,138 100.0 2,816

        

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

１．買掛金   29,613 30,731   

２．短期借入金   4,850 2,500   

３．１年以内返済予定の 
長期借入金 

  50 12   

４．未払金   2,537 2,685   

５．未払法人税等   1,329 1,284   

６．賞与引当金   247 281   

７．短期解約損失引当金   ― 156   

８．その他   1,447 1,004   

流動負債合計   40,075 84.7 38,656 77.1 △1,418
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前連結会計年度 

（平成16年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
対前年比

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） 

Ⅱ 固定負債       

１．長期借入金   12 ―   

２．退職給付引当金   342 405   

３．役員退職慰労引当金   15 26   

固定負債合計   370 0.8 432 0.9 61

負債合計   40,445 85.5 39,088 78.0 △1,356

        

（資本の部）       

Ⅰ 資本金 ※１ 446 1,500   

Ⅱ 資本剰余金   116 1,619   

Ⅲ 利益剰余金   6,253 7,843   

Ⅳ その他有価証券評価 
差額金 

  59 87   

資本合計   6,876 14.5 11,050 22.0 4,173

負債・資本合計   47,322 100.0 50,138 100.0 2,816
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(2）連結損益計算書 

    
当連結会計年度 

（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
（％） 

Ⅰ 売上高   279,909 100.0 

Ⅱ 売上原価   258,636 92.4

売上総利益   21,273 7.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１．役員報酬   87

２．従業員給料   1,729

３．臨時勤務者給与   2,672

４．役員退職慰労引当金繰入額   16

５．賞与引当金繰入額   281

６．派遣人件費   2,248

７．運賃   635

８．不動産賃借料   1,270

９．減価償却費   338

10．業務委託費   1,339

11．連結調整勘定償却額   162

12．その他   5,234 16,017 5.7

営業利益   5,255 1.9

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息   2

２．受取配当金   0

３．受取家賃   14

４．受取保険料   6

５．債務取崩益   3

６．その他   1 29 0.0

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息   12

２．上場関連費用   9

３．新株発行費   7

４．その他   0 28 0.0

経常利益   5,256 1.9
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当連結会計年度 

（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
（％） 

Ⅵ 特別利益   

１．貸倒引当金戻入益   115

２．役員退職慰労引当金戻入益   0 115 0.0

Ⅶ 特別損失   

１．会社分割に伴う事務所等 
移転・統合費用 

  59

２．固定資産売却損 ※1 6

３．固定資産除却損 ※2 33

４．電話加入権評価損   16

５．リース解約損失   1 116 0.0

税金等調整前当期純利益   5,256 1.9

法人税、住民税及び事業税   2,421

法人税等調整額   △149 2,272 0.8

少数株主利益   ―

当期純利益   2,984 1.1
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(3）連結剰余金計算書 

  
当連結会計年度 

（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） 

（資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高 116 

Ⅱ 資本剰余金期末増加高   

 １．増資による新株の発行 1,502 1,502 

Ⅲ 資本剰余金期末残高 1,619 

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高 6,253 

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１．当期純利益 2,984 2,984 

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１．配当金 1,394 1,394 

Ⅳ 利益剰余金期末残高 7,843 
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書 

  
当連結会計年度 

（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） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 5,256 

減価償却費及びコンピュータ費 581 

連結調整勘定償却額 162 

上場関連費用 9 

新株発行費 7 

貸倒引当金の増減額（減少：△） △119 

賞与引当金の増減額（減少：△） 34 

短期解約損失引当金の増減額（減少：△） 156 

退職給付引当金の増減額（減少：△） 63 

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） 11 

受取利息及び受取配当金 △3 

支払利息 12 

電話加入権評価損 16 

固定資産除売却損益（利益：△） 55 

売上債権の増減額（増加：△） △996 

たな卸資産の増減額（増加：△） △1,673 

仕入債務の増減額（減少：△） 1,118 

その他 149 

小計 4,840 

利息及び配当金の受取額 3 

利息の支払額 △12 

法人税等の支払額 △2,526 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,305 
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当連結会計年度 

（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） 

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 △361 

有形固定資産の売却による収入 1 

ソフトウェアの取得による支出 △242 

投資有価証券の取得による支出 △2 

貸付けによる支出 △2,505 

貸付金の回収による収入 2,518 

敷金の支払による支出 △76 

敷金の返還による収入 121 

ショップ承継による支出 △725 

その他資産増減額（増加：△） △26 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,300 

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：△） △2,349 

長期借入金の返済による支出 △50 

上場関連の支出 △9 

新株発行関連の支出 △7 

株式の発行による収入 2,556 

配当金の支払額 △1,394 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,254 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △249 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 671 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 421 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数…１社 

主要な連結子会社の名称…株式会社

ジェイ・アール・シーモビテック 

なお、株式会社ジェイ・アール・

シーモビテックについては、平成15

年12月の株式取得により連結子会社

となり、期末日をみなし取得日とし

ているため、損益計算書は連結して

おりません。 

(1) 連結子会社の数…１社 

主要な連結子会社の名称…株式会社

モビテック（旧社名 株式会社ジェ

イ・アール・シーモビテック） 

  

  (2) 主要な非連結子会社の名称等 

該当する事項はありません。 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1) 持分法適用の非連結子会社 

該当する事項はありません。 

(1) 持分法適用の非連結子会社 

同左 

  (2）持分法適用の関連会社数 

該当する事項はありません。 

(2）持分法適用の関連会社数 

同左 

  (3）主要な持分法を適用しない非連結子

会社の名称等 

該当する事項はありません。 

(3）主要な持分法を適用しない非連結子

会社の名称等 

同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社である株式会社ジェイ・ア

ール・シーモビテックの決算日は12月31

日であり、連結決算日との差は、３ヵ月

以内であるため、当該連結子会社の事業

年度に係る財務諸表を基礎として連結を

行っており、連結決算日との間に生じた

重要な取引については、連結上必要な調

整を行っております。 

連結子会社である株式会社モビテック

（旧社名 株式会社ジェイ・アール・シー

モビテック）の決算日は連結決算日と同

一でありますが、当連結会計年度より決

算日を従来の12月31日から3月31日へ変更

しているため、連結財務諸表上、同社の

損益は平成16年1月1日から平成17年3月31

日までの15ヶ月となっております。 

４．会計処理基準に関する事

項 

    

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

    

① 有価証券 その他有価証券 

 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。 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

同左 

  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 

② たな卸資産 (1) 商品 

 先入先出法による低価法（洗替え方

式）を採用しております。 

(1) 商品 

同左 

  (2) 貯蔵品 

 先入先出法による原価法を採用して

おります。 

(2) 貯蔵品 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

    

① 有形固定資産 当社及び連結子会社は、主として定率

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。 

建物及び構築物 ３年～20年 

器具及び備品  ３年～10年 

当社及び連結子会社は、主として定率

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。 

建物及び構築物 ３年～20年 

器具及び備品  ２年～20年 

(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。 

(4) 重要な引当金の計上基

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。 

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連結会計年度負担額

を計上しております。 

同左 

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

（販売代理店経由での加入申込受付をし

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

連結会計年度よ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274百万円、売上原価は118百万円減

少し、営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純利益は156百万円減少しており

ます。 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

④ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度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。 

数理計算上の差異については、発生の

翌連結会計年度に一括費用処理する予定

です。 

従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度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、発生の連結

会計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

翌連結会計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当連結

会計年度末要支給額を計上しておりま

す。 

同左 

(5) 重要なリース取引の処

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 

(6) その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項 

    

① 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によ

っております。 

  

消費税の会計処理は、税抜方式によっ

ております。 

また、資産に係る控除対象外消費税等

は当連結会計年度の負担すべき期間費用

として処理しております。 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同左 

６．連結調整勘定の償却に関

する事項 

連結調整勘定の償却については、翌連

結会計年度から５年間で均等償却する予

定です。 

連結調整勘定の償却については、５年

間で均等償却しております。 

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

────── 連結会計年度中に確定した利益処分に

基づいて作成しております。 

８．連結キャッシュ・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

取得から３ヶ月以内に償却期限の到来す

る短期投資からなっております。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

（連結損益計算書関係） 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（平成16年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

※１ 当社の発行済株式総数は、普通株式73,940株であ

ります。 

※１ 当社の発行済株式総数は、普通株式163,880株であ

ります。 

 ２ 保証債務  ２        ――――――― 

保証先 金額 内容 

㈱榎本コーポ
レーション 

51百万円 子会社二次代理店の賃
貸借契約に基づく中途
解約違約金への連帯保
証 

  

 ３ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため金融機関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連結会計年度末

の借入金未実行残高は次のとおりであります。 

 ３ 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

契約に基づく当連結会計年度末の借入金未実行残高

は次のとおりであります。 

貸出コミットメントの総額 1,000百万円

借入実行残高 －

差引額 1,000百万円

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

当連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※１．固定資産売却損は、建物0百万円、器具及び備品5

百万円であります。 

※２．固定資産除却損は、建物19百万円、器具及び備品

14百万円であります。 

当連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成17年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 421百万円

現金及び現金同等物 421百万円
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（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当連結会計年度 
（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) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

(1)        ―――――― 

  
取得価額 
相当額 
（百万円）

減価償却 
累計額 
相当額 
（百万円） 

期末残高 
相当額 
（百万円）

器具及び備品 11 6 4 

ソフトウェア 3 3 0 

合計 14 9 4 

 

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の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。 

  

(2) 未経過リース料期末残高相当額 (2)        ―――――― 

一年内 2百万円

一年超 1百万円

合計 4百万円

 

(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

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。 

 

(3)       ―――――― (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 

(4)       ―――――― (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。 
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（有価証券関係） 

 その他有価証券で時価のあるもの 

（デリバティブ取引関係） 

 前連結会計年度（自平成15年４月１日 至平成16年３月31日） 

 当社グループ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。 

 当連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 当社グループ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。 

  種類 

前連結会計年度（平成16年３月31日） 当連結会計年度（平成17年３月31日） 

取得原価 
（百万円） 

連結貸借対照
表計上額 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

取得原価 
（百万円） 

連結貸借対照
表計上額 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの 

(1) 株式 21 122 100 22 169 147 

(2) 債券             

① 国債・地方債等 － － － － － － 

② 社債 － － － － － － 

③ その他 － － － － － － 

(3) その他 － － － － － － 

小計 21 122 100 22 169 147 

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの 

(1) 株式 － － － － － － 

(2) 債券             

① 国債・地方債等 － － － － － － 

② 社債 － － － － － － 

③ その他 － － － － － － 

(3）その他 － － － － － － 

小計 － － － － － － 

合計 21 122 100 22 169 147 
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（退職給付関係） 

前連結会計年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

(1) 採用している退職給付制度の概要 

当社グループは、確定給付型の制度として、社内積

立による退職金規程に基づく退職一時金制度を採用し

ております。 

(1) 採用している退職給付制度の概要 

        同左 

(2) 退職給付債務に関する事項（平成16年３月31日現

在） 

(2) 退職給付債務に関する事項（平成17年３月31日現

在） 

① 退職給付債務 341百万円

② 未認識数理計算上の差異 0百万円

③ 未認識過去勤務債務（債務の減

額） 
─

④ 退職給付引当金 342百万円

① 退職給付債務 376百万円

② 未認識数理計算上の差異 28百万円

③ 未認識過去勤務債務（債務の減

額） 
―

④ 退職給付引当金 405百万円

(3) 退職給付費用に関する事項（自平成15年４月１日 

至平成16年３月31日） 

(3) 退職給付費用に関する事項（自平成16年４月１日 

至平成17年３月31日） 

① 勤務費用 55百万円

② 利息費用 5百万円

③ 数理計算上の差異の費用処理額 ─

④ 退職給付費用合計 61百万円

① 勤務費用 61百万円

② 利息費用 7百万円

③ 過去勤務債務 11百万円

④ 数理計算上の差異の収益処理額 0百万円

⑤ 退職給付費用合計 79百万円

（注）連結損益計算書を作成していないため、退職給

付費用については、個別財務諸表の数値を記載

しております。 

  

(4) 退職給付債務の計算基礎 (4) 退職給付債務の計算基礎 

① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

② 割引率（％） 2.0

③ 数理計算上の差異の処理年数

（年） 
1

① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

② 割引率（％） 2.0

③ 数理計算上の差異の処理年数

（年） 
1

④ 過去勤務債務の処理年数（年） 1

（注）数理計算上の差異については、発生の翌連結会

計年度に一括費用処理する予定です。 

  

- 25 -



（税効果会計関係） 

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な際があるときの当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳（％） 

    
（単位：百万円）

  
前連結会計年度 

（平成16年３月31日現在）
当連結会計年度 

（平成17年３月31日現在）

繰延税金資産               

賞与引当金   100       114   

貸倒引当金損金算入限度超過額   178       135   

棚卸資産評価損   17       9   

未払事業税及び事業所税   130       92   

移動体端末販売先行損失   559       561   

減価償却超過額   228       306   

退職給付引当金損金算入限度超過額   131       161   

短期解約損失引当金   ―       63   

その他   161       213   

繰延税金資産合計   1,509       1,658   

繰延税金負債               

その他有価証券評価差額金   △40       △59   

繰延税金負債合計   △40       △59   

繰延税金資産の純額   1,468       1,598   

  
（単位：％）

  
当連結会計年度 

（平成17年３月31日現在）

法定実効税率   40.7     

（調整）         

交際費等永久に損金に算入されない項目   1.1     

連結調整勘定償却額   1.2     

住民税均等割額   1.0     

IT投資税額控除   △0.6     

その他   △0.2     

税効果会計適用後の法人税等の負担率   43.2     
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（セグメント情報） 

１．事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自平成15年４月１日 至平成16年３月31日） 

 連結損益計算書を作成していないため、記載しておりません。 

当連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 （注１） 事業区分の方法及び各区分に属する主要なサービス等の名称 

事業の区分は、内部管理上採用している区分であり、具体的には以下のとおりであります。 

（注２） 「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は以下のとおりであります。 

２．所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自平成15年４月１日 至平成16年３月31日） 

 連結損益計算書を作成していないため、記載しておりません。 

当連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 本邦の売上高及び資産の金額は全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

３．海外売上高 

前連結会計年度（自平成15年４月１日 至平成16年３月31日） 

 連結損益計算書を作成していないため、記載しておりません。 

当連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  
モバイル事業 
（百万円） 

ネットワーク
事業他 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ．売上高及び営業損益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 269,495 10,413 279,909 ― 279,909 

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
― ― ― ― ― 

計 269,495 10,413 279,909 ― 279,909 

営業費用 265,800 8,852 274,653 ― 274,653 

営業利益（又は営業損失） 3,694 1,561 5,255 ― 5,255 

Ⅱ．資産、減価償却費及びコンピュ

ータ費、及び資本的支出 
          

資産 47,527 398 47,926 2,212 50,138 

減価償却費及びコンピュータ費 557 23 581 ― 581 

資本的支出 742 23 766 ― 766 

事業区分 主要なサービス等 

モバイル事業 携帯電話及びＰＨＳ等の通信サービスの加入取次、携帯電話等の端末販売等 

ネットワーク事業他 
固定電話回線の通信サービス利用に関する契約取次、モバイルコンテンツビジネス、携

帯電話関連商品の流通等 

  
当連結会計年度 

（百万円） 
主な内容 

消去又は全社の項目に含めた全社

資産の金額 
2,212 

提出会社の本部における余資運用資金（現預金）、長期投

資資金（投資有価証券等）、繰延税金資産 
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（関連当事者との取引） 

１．前連結会計年度（自平成15年４月１日 至平成16年３月31日） 

(1) 親会社及び法人主要株主等 

(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）移動体通信機器及び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）移動体通信機器等の仕入は、通信事業者からの仕入価格の単価等を勘案して決定しております。 

4）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仕入、移動体通信機器及びネットワーク

サービス手数料の受取支払から発生しております。 

(2) 役員及び個人主要株主等 

該当事項はありません。 

(3) 子会社等 

該当事項はありません。 

(4) 兄弟会社等 

(注) １．運転資金の借入利率については、適宜、市場金利に連動して決定しております。 

２．運転資金の効率的な調達を行うため、貸出コミットメント契約を締結しております。 

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 

関係内容 

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 
192,487 総合商社 

(被所有)

直接 

98.19％ 

兼任 

６名 

転籍 

３名 

当社取扱

商品の販

売仕入及

び取次業

務 

移動体通信機

器及びネット

ワークサービ

スの販売取次

ぎ手数料等 

19,511 

売掛金 2 

移動体通信機

器等の販売 
14 

移動体通信機

器等の仕入 
16,082 

買掛金 4 

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 

552 

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 

関係内容 

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 

親会社の子

会社 

物産クレ

ジット㈱ 

東京都千

代田区 
2,000 金融業 ─ ─ 

運転資

金の借

入 

資金の借入 5,270 
─ ― 

資金の返済 5,470 
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２．当連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

(1) 親会社及び法人主要株主等 

(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）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。 

(2) 役員及び個人主要株主等 

該当事項はありません。 

(3) 子会社等 

該当事項はありません。 

(4) 兄弟会社等 

(注) １．運転資金の借入利率については、適宜、市場金利に連動して決定しております。 

２．運転資金の効率的な調達を行うため、貸出コミットメント契約を締結しております。 

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 

関係内容 

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 
192,492 総合商社 

(被所有)

直接 

65.41％ 

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 

1,805 

売掛金 1 

移動体通信機

器等の販売 
12 

ネットワーク

サービスの支

払手数料 

58 買掛金 2 

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 

関係内容 

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 

親会社の子

会社 

物産クレ

ジット㈱ 

東京都千

代田区 
2,000 金融業 ─ ─ 

運転資

金の借

入及び

貸付 

資金の借入 

資金の返済 

資金の貸付 

資金の回収 

2,750 

2,750 

2,500 

2,500 

短期 

借入金 

 短期 

貸付金 

0 

― 
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（１株当たり情報） 

（注）１株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。 

前連結会計年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 なお、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株

当たり当期純利益については、連結損益計算書を作成し

ていないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 93,000円26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。 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前連

結会計年度における1株当たり情報は、次のとおりであり

ます。なお、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1

株当たり当期純利益については、前連結会計年度におい

て連結損益計算書を作成していないため、記載しており

ません。 

１株当たり純資産額 67,301円74銭

１株当たり当期純利益 18,112円18銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 18,025円65銭

1株当たり純資産額 46,500円13銭

当連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（百万円） 2,984 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 20 

（うち利益処分による役員賞与金（百万円）） 20 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 2,963 

普通株式の期中平均株式数（株） 163,616 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額   

普通株式増加数（株） 785 

（うち新株予約権（株）） 785 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 

―――――― 
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（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

(1) 新株の発行 

 平成16年４月７日に、次のとおり新株を発行いた

しました。 

該当事項はありません。 

  

① 募集の方法 発行価格（１株につき340,000

円）での一般募集 

② 発行新株式数 普通株式    8,000株 

③ 発行価額 1株につき  263,500円 

④ 発行価額中資

本に組入れな

い額 

1株につき  131,750円（なお、

引受価額が発行価額を上回る場

合、その差額についても資本に組

入れない。） 

⑤ 配当起算日 平成16年４月１日 

⑥ 資金の使途 借入金の返済に充当することと

し、有利子負債削減による財務体

質の強化を図る予定であります。

    

    

    

    

    

    

(2) 会社分割 

平成16年４月28日開催の取締役会において、当社

は平成16年７月１日を期して、当社子会社である㈱

ジェイ・アール・シーモビテック（以下「モビテッ

ク社」という。）の九州及び沖縄地域以外の事業部

門を会社分割により承継することを決議し、平成16

年４月28日にモビテック社と分割契約を締結いたし

ました。 

なお、モビテック社におきましても、平成16年４

月28日開催の取締役会において、同分割契約の承認

を受けております。 

会社分割の概要は次のとおりであります。 

  

  

  

  

① 会社分割の目的 

当社子会社であるモビテック社はエヌ・ティ・テ

ィ・ドコモグループ各社の携帯電話等の販売及び通

信サービスの加入契約取次を主な事業としておりま

すが、当該事業は当社の携帯電話等販売事業とほぼ

同一内容であるため、同社の九州、沖縄地域以外の

事業部門を分割し承継することにより、仕入、物

流、管理などの業務を統合しグループとしての業務

効率改善とコスト削減をおこなうことに決定しまし

た。九州、沖縄地域においては、当社のエヌ・テ

ィ・ティ・ドコモ社製品の取扱比率が相対的に低い

ため、モビテック社自体をエヌ・ティ・ティ・ドコ

モ社製品の専売会社として存続させます。 

  

  

② 分割会社の概要 

イ）商号   ㈱ジェイ・アール・シーモビテック 

ロ）事業内容 携帯電話等の販売及び通信サービス

の加入契約取次事業 
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前連結会計年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

ハ）規模（平成15年12月期）   

売上高 43,262百万円  

当期純利益 48百万円  

資産 8,380百万円  

負債 8,175百万円  

資本 205百万円  

従業員数 191名（内、150名は契

約・派遣社員等の臨

時雇用者） 

     

     

     

     

     

     

③ 承継する事業部門の内容 

イ）九州、沖縄地域以外の事業部門の内容 

北海道地域、東北地域、関東地域、東海地域、

北陸地域、関西地域、中国地域、四国地域のエ

ヌ・ティ・ティ・ドコモ社製携帯電話等販売事業

及び通信サービスの加入契約取次事業 

  

  

  

ロ）九州、沖縄地域以外の事業部門の経営成績（平

成15年12月期） 

  

売上高 39,864百万円

売上総利益 1,454百万円

営業利益 10百万円

   

   

   

ハ）承継する資産、負債の額（平成15年12月31日現

在） 

  

流動資産 7,627百万円

固定資産 213百万円

資産合計 7,840百万円

流動負債 7,619百万円

固定負債 31百万円

負債合計 7,650百万円

   

   

   

   

   

   

④ 会社分割の時期 

平成16年７月１日 

  

  

⑤ 会社分割の方式 

当社を承継会社とし、モビテック社を分割会社

とする分割型吸収分割方式です。 

当社は、簡易分割の手続きにより実施いたしま

すので、商法第374条ノ17第１項に定める株主総会

の承認を得ずに行います。 

  

  

  

(3) 株式分割 

平成16年５月14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及び投資家層の拡大を図るこ

とであります。 
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前連結会計年度 
（自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

② 株式分割の概要 

イ）分割の方法 

平成16年５月31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 

株式分割前の当社発行済株式総数 

普通株式 81,940株 

今回の分割により増加する株式数 

普通株式 81,940株 

株式分割後の当社発行済株式総数 

普通株式 163,880株 

株式分割後の授権資本株式数    580,000株 

  

  

  

  

  

  

  

  

ハ）効力発生日 平成16年７月９日   

ニ）配当起算日 平成16年４月１日   

当該株式分割が当期首に行われたと仮定した場合の当

連結会計年度における１株当たり情報は、次のとおりで

あります。なお、１株当たり当期純利益及び潜在株式調

整後１株当たり当期純利益については、連結損益計算書

を作成していないため記載しておりません。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前連結会計年度における１株当たり情報は、当連結

会計年度より連結財務諸表を作成しているため、記載し

ておりません。 

１株当たり純資産額 46,500円13銭

  

  

   

(4) ストックオプション 

平成16年６月25日開催の第13回定時株主総会にお

いて、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基

づく新株予約権（ストックオプション）を、当社の

取締役、執行役員および従業員に対し無償にて発行

することを決議しております。なお、ストックオプ

ション制度の詳細は、「第４提出会社の状況 １株

式等の状況 (7)ストックオプション制度の内容」に

記載しております。 
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５．仕入及び販売の状況 

 当社は平成16年度より連結財務諸表を作成しておりますが、連結損益計算書は当連結会計年度より作成しているた

め、仕入及び販売の状況に関しましては、前年同期比は記載しておりません。 

(1）商品仕入実績 

 当連結会計年度の商品仕入実績（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。 

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  （単位：百万円）

事業部門別セグメントの名称 区分 

当連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

金額 
 

前年同期比（％） 

モバイル事業 

移動体通信機器 152,218 ― 

代理店手数料 103,832 ― 

小計 256,050 ― 

ネットワーク事業他 

その他関連商品 204 ― 

代理店手数料 7,640 ― 

小計 7,844 ― 

合計 263,895 ― 
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(2）販売実績 

 当連結会計年度の販売実績（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。 

 （注）１．当連結会計年度の主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次のとおりであり

ます。 

２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

６．その他 
 該当事項はありません。 

  （単位：百万円）

事業部門別セグメントの名称 区分 

当連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

金額 
 

前年同期比（％） 

モバイル事業 

移動体通信機器 123,641 ― 

代理店手数料 145,853 ― 

小計 269,495 ― 

ネットワーク事業他 

その他関連商品 310 ― 

代理店手数料 10,102 ― 

小計 10,413 ― 

合計 279,909 ― 

相手先 

当連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

金額（百万円） 割合（％） 

ＫＤＤＩ㈱ 45,735 16.3 

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ 29,618 10.6 
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