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【第 2 四半期累計期間 決算の概要】 
 
●2014 年 3 月期 第 2 四半期累計期間 決算のポイント 
 2014 年 3 月期上期については、売上高が前年同期比 4.6%減の 3,333 億円、営業利益が

13.1%増の 61.3 億円となり、減収増益となりました。 
人気商品の供給不足や新モデル発売前の買い控え、及び、販売チャンネルの 適化など

が主な減収要因です。決済サービス事業においても、取扱商品の構成の変化や、商品別の

売上計上方法の違いなどにより、売上高は減少しております。 
 一方、スマートフォン向けアクセサリーやコンテンツなど周辺商材・サービスの販売強

化に加え、前期から取り組んで参りました販路採算の改善効果、及び、業務効率の向上や

コスト効率化を推進した事などにより、増益となっております。 
 
●第 2 四半期累計期間 決算概要 
 販売数減少の影響により、売上高は、前年同期から約 160 億円、売上総利益では約 22 億

円減少いたしました。 
しかしながら、販売チャネルの採算性向上、業務改革の推進に伴い、販管費が約 29 億円

減少したことに加え、周辺商材の積極的な拡販などを実施した結果、営業利益が前年同期

から約 7 億円、13.1%、四半期純利益では約 4 億円、14.0％増加しております。 
 
●計画進捗率 
 計画対比としては、総販売台数が 9％弱下振れとなりましたが、売上高はほぼ計画通りと

なっております。また、コスト効率改善の取り組みにより、販管費は上期計画を約 5％強下

回る結果となりました。 
しかしながら、営業利益では 5.5%、純利益では 3％弱計画未達となっております。この

点、当業界は、下期に商戦が盛り上がる傾向にあり、通期計画に対する進捗としては、概

ね順調であると考えております。 
 
●全社売上高・営業利益 
 全社売上高におけるセグメント別内訳としては、今上期は前年同期とほぼ同様の構成比

になっております。一方、営業利益につきましては、モバイル事業の構成比が 5 ポイント

近く上昇しており、前年度に比べまして、モバイル事業の収益性が改善いたしました。 
 
●全社販売台数 
全社の販売台数としては、スマートフォン比率が 7 割近くまで上昇いたしましたが、前年

上期及び計画を下回る結果となりました。 
前期比の減少要因としては、人気端末の供給不足、及び、新モデル発売前の買い控えに

加え、販路見直しの影響が大きなものとなっております。また、計画比の下振れについて

は、端末不足や一時的な買い控え、一部需要の前倒し等により、夏商戦が一部、第一四半

期に前倒しになり、本来の夏商戦が盛り上がりを欠いたことが主因と見ております。 
 
●モバイル事業 
 モバイル事業におきましては、販売台数が前年同期を下回り、減収となりました。 
しかしながら、スマートフォンの本格普及に伴う周辺商材市場の拡大をビジネスチャン

スと捉え、スマートフォン向けアクセサリーの販売を推進すると共に、各種コンテンツな

ど周辺商材に注力し、アクセサリー専門店の展開も開始した結果、販売は引き続き堅調に

推移いたしました。さらに前期から取り組んできた販路の採算改善により、販促費や販促



人件費が減少したことに加え、全社的な構造改革、業務効率化等が奏功し、前年同期比 2
割強の増益となりました。 
一方、スマートフォン需要の本格化に対応すべく、ショップの移転による大型化や改装

等によるキャリアショップの拡充を推進しましたが、一部で販路見直し、 適化を実施い

たしましたので、販売拠点総数が減少しております。 
 
●モバイル事業 四半期比較 
 モバイル事業の四半期比較ですが、前年上期はキャリア様の効果的な施策もあり、第 2
四半期における夏商戦が好調でした。対して、今上期は、主力の夏モデルの発売時期が例

年より早まり夏商戦のタイミングが前倒しになった事や、一部人気端末の供給不足、新型

iPhone5S・5C 発売前の買い控え等の影響もあり、上期のトレンドに変化が生じております。

販売台数、セグメント業績ともに第 1 四半期が第 2 四半期を上回る、前年と逆のパターン

となっております。 
 
●モバイル事業：アクセサリーショップの展開 
 モバイル事業におけるアクセサリーショップの展開ですが、昨年 11 月に直営のアクセサ

リー専門ショップ「Smart Labo」を立ち上げ、本年 9 月までに全国各地 8 店舗で展開をい

たしております。あわせて、EC サイトの楽天市場店もオープンいたしました。 
「Smart Labo」では、アイテム数平均 1,500～2,000 という品揃えをしております。ユー

ザーの皆様の多様な趣味・嗜好、そして様々な用途に対応したラインナップを充実させて

おります。また、リアル店舗のみならず、EC サイト等を運営することにより、オンライン

とオフラインで連携を図る「O2O」展開を推進しております。これにより、お客様の利便

性向上と、スマホライフ実現に向けた提案を実施しております。 
さらに、iPhone 向けのレビューサイト運営やアクセサリー運営に特化して知見が深い

AppBank 株式会社様との共同運営により、8 月 2 日に「AppBank Store 新宿」をオープ

ンいたしました。オープン日には、前日からお客様にお並びいただき、非常にたくさんの

方にご来店いただきました。こちらは、店舗面積約 140 坪におよぶ国内 大級のアクセサ

リーショップです。スマホユーザーに向けて、利用シーンに合わせて商品を提案するライ

フスタイル・コーナーも設置しております。AppBank 様とのコラボレーションにより、様々

な商品企画やイベントを展開しており、好評に推移しております。AppBank Store では、

iOS 向けの商品を中心に、パズル＆ドラゴン、なめこといったスマホで非常に人気のあるゲ

ームのキャラクターグッズ等も多数取り揃えており、3,500～4,000 アイテムを取り扱って

おります。スマホ関連の周辺商材に関しては、「AppBank Store 新宿」で全てが揃うとい

う体制にしております。弊社では今後もお客様のニーズに合わせ、「Smart Labo」と

「AppBank Store」の両ブランドでアクセサリー専門ショップを展開してまいります。 
 
●ソリューション事業 
 ソリューション事業におきましては、Wi-Fi 専用のタブレットを含め、法人向けの携帯電

話販売台数が大幅に増加し、前年同期比 35％増となりました。 
また、企業回線の取扱業務を引き続き推進しており、弊社独自の回線管理サービスであ

る「movino star」の加入回線数も着実に増加しております。加入回線は 2012 年 9 月末の

31 万回線から、2013 年 9 月末には 35 万回線に増加いたしました。 
さらに、キッティング（端末導入時の初期設定業務）や、デバイスの設定環境・情報の

統合管理から盗難・紛失時の対応に至る強固なセキュリティ環境を実現する MDM など各

種ソリューションの取扱も堅調に推移した結果、増収増益となりました。 
 



●決済サービス事業他（海外事業含む） 
 海外事業を含む決済サービス事業他につきましては、決済サービス商材全体の取扱高が、

販路の増加などにより、前年同期を約 2 割上回っております。しかしながら、ユーザーの

ニーズが PIN 商材からギフトカードにシフトしており、PIN 商材の販売が伸び悩んだ影響

もあり、減収となりました。PIN 商材の場合、額面を売上高として計上しておりますが、

ギフトカードは受取手数料のみを売上高として計上するため、減収となりました。 
 中国での携帯電話販売事業としては、上海でチャイナユニコムショップを展開しており

ます。今上期で計 4 店舗のチャイナユニコムショップを新規に出店し、上海市内で 10 店舗

体制を確立いたしました。海外事業での投資を推進しており、当セグメントについては出

資段階ということもあり、減益となりました。初期に出店した店舗については既に採算ラ

インに乗っておりますが、全店舗が採算ラインに乗るには、若干の時間が必要と考えてお

ります。そこで、チャイナユニコムショップにつきましては、昨年 4 月に開設した教育研

修機関 TG アカデミーのスーパーバイザー（SV）による研修の実施や、上海のスタッフを

ティーガイア本社の研修に参加させるという、研修の体制整備を行い、チャイナユニコム

ショップの更なるレベルアップ、お客様への浸透ということに努めて参ります。 
 
●今期のスローガン 
今期は「現場主義の徹底」による「スマホワールドの実現」を全社スローガンとして掲

げております。「現場主義の徹底」については、引き続き、現場の人材、本社の営業人材も

含め、人材育成を 重要事項の 1 つに位置づけております。私共の教育研修機関 TG アカ

デミーでは、各 SV が、プログラミングした教育・研修を実施しております。入店間もない

方への初期教育から、中堅、店長に至るそれぞれのプログラムに従って、SV が研修を行な

っております。SV による緊密な指導により、販売スタッフの定着、及び業務スキルの向上、

そして更なるモチベーションのアップに注力をしております。 
 
●現場主義の徹底 
「現場主義の徹底」に関しては、ショップの皆様にもショップをどう改善するのかとい

う事について、知恵を出し実行に移して頂いており、現場からの提案を推奨しております。

それぞれのショップにおいて、「スマホワールドの実現」のための目標作り、そして、実践

するための標語を作成いただきました。これらの取り組みにより、それぞれのショップが

共通の目標を持ち、スローガン達成のためにどういったことをやるべきかという事をまと

め、方向性を出してきていただいております。 
 一方、今期から業務改革推進部を設け、全社挙げての業務効率の改善や、コスト効率化

を含む構造改革に取り組んでおり、今上期におきましても、一定の成果を上げております。 
 
●お客様のスマートフォンライフの充実のために 
 スマートフォンは、今、毎日その話題が出ないことはないという程のビッグアイテムで

す。フィーチャーフォンからスマートフォン、そして、パソコンからタブレットへの急激

な移行が進展しております。直近の専門調査機関の調べでは、2013 年の 10～12 月期は全

世界でタブレットの出荷台数がパソコンを上回るという見通しが出ております。まさにス

マホとタブレットの世界が急速に広がっております。今後、スマホとタブレットがユーザ

ー個人の生活に留まらず、世界経済を動かしていくスマホワールド、タブレットワールド

といったものが確実に実現していくと私共は想定しております。このような環境下、私共

は、通信事業者様やパートナー代理店様と密接に連携し、情報やノウハウを共有いたしま

して、「ティーガイアグループのシナジーの極大化」、そして「サービスのグローバル化」

を実現して参ります。 



 私どものベースである端末販売に、スマホ・タブレット向けの周辺商材や関連ソリュー

ションサービスの提供、決済サービスなどを有機的に結びつけることにより、お客様の豊

かなスマホライフの実現に寄与し、さらには、社会に貢献すべく努力して参ります。私共

のギフトカードを使ってスマートフォンでゲームをされる方が急速に増えており、私共の

当初の想定よりも遥かに速いスピードでスマホワールド、タブレットワールドといった世

界が実現してきていると考えております。 
 
【通期業績予想と下期の取組み】 
 
●全社：通期業績予想と下期の取組み 
 全社の通期業績予想につきましては、モバイル事業において、販路 適化に伴う販売台

数が前期比で約 4％減少することから、売上高は減収を見込んでおります。しかしながら、

昨年度から取り組んで参りました販路採算の改善や、業務効率化を含めました構造改革の

効果が上期から表れていることに加え、周辺商材販売等の収益源の多様化により、増益を

見込んでおります。 
 下期の取り組みとしては、現場主義の徹底を踏まえ、TG アカデミーにおいてトレーナー、

スーパーバイザーを増員し、国内外での教育・研修をさらに充実させて参ります。さらに

はワークライフバランスの推進により、ES の向上を図り、社員が高いモチベーションを維

持し、活き活きと働き続ける職場環境を整えるとともに、引き続き構造改革に取り組んで、

コスト効率化を推進して参ります。 
 コンプライアンス遵守につきましては、私共の 重要アイテムとして、全社を挙げて取

り組んでおり、引き続き、全社、及び、全販路で徹底をして参ります。 
 
●全社：通期業績予想（詳細） 
 通期業績予想の詳細ですが、今期はスマホ、タブレットを中心とした販売体制の強化や

CS 向上に向けたショップの移転・改装、並びに大型化に加えて、販売スタッフの教育等を

積極的に推進してまいりました。このような施策を着実に実行することにより、利益ベー

スで前期比約 2 割アップの増益を計画しております。6 ページにも記載してある通り、上期

売上高の 3,333 億円は通期計画に対して進捗率 46.0％、営業利益 61.3 億円は 43.5%の進捗

率で、今期の通期計画に変更の予定はございません。 
 
●全社：通期業績予想（セグメント別） 
 セグメント別の通期業績予想につきましては、売上高に関し、モバイル事業では減収、

ソリューション事業ではほぼ横ばい、決済サービス事業では増収を計画しております。営

業利益に関しては、引き続き全セグメントで増益を目指して参ります。 
 
●モバイル事業：通期計画と下期の取組み 
 モバイル事業の通期計画と下期の取り組みにつきましては、販路 適化に伴う販売台数

の減少等により減収を見込んでおりますが、利益面では 2 割超の増益を計画しております。

下期の取り組みとしては、引き続き「スマホワールドの実現」に向け、スマートフォン・

タブレット端末、及び、周辺商材・サービスの提供に注力し、接客対応スキル・提案力を

含めた販売スタッフの業務品質と CS の向上を図ってまいります。 
また、スマホ・タブレットの本格化に対応すべく、ショップの移転・改装・大型化を推

進しており、端末体験コーナー・アクセサリー売り場のスペースを拡大する、さらには、

スマートフォン教室を開催するなど、鋭意取り組んで参ります。たとえば、四国にある弊

社キャリアショップでは、地域密着型ショップというコンセプトの下、多目的室の無料開



放や、季節ごとの地域のイベント、地域のコミュニケーション、例えば自治会の会合のよ

うな、拠点としての役割も果たすようにしております。地元の皆様にもご好評で、活用い

ただいております。また、東京都内の弊社キャリアショップでは、本年 7 月にスマートフ

ォンにフォーカスした駅前の大型ショップとして移転・改装を実施いたしました。このシ

ョップでは、英語・中国語・フランス語などのバイリンガルのスタッフを揃え、外国人の

お客様にもスマホを気軽に購入していただけるよう、マルチリンガル対応ショップとして

運営しております。さらに、アクセサリーなどの周辺商材の販売におきましても、専門シ

ョップの新規出店、既存店の強化を継続して参りますが、「Smart Labo」楽天市場店といっ

た E コマースを含めまして、販路の多様化を図ることにより、周辺商材を購入されるお客

様の選択肢を増やし、スマホライフをサポートさせていただきたいと考えております。 
 
●ソリューション事業：通期計画と下期の取組み 
 ソリューション事業につきましては、法人の携帯販売に関し、前期比 1 万台の販売台数

増を見込んでおります。引き続き、企業顧客様のニーズに的確に対応した法人回線管理サ

ービス「movinostar」や、企業様の利便性向上とコスト管理を徹底させるソリューション

サービス「TG Smart Support」を提供させていただく一方で、スマホやタブレットの導入

や PC からの切り替えなどを積極的にサポートして参ります。さらに、スマホやタブレット

の導入が促進されることで、キッティングや MDM などソリューションサービスの需要も

高まりますので、さらに契約件数増加が見込めると期待しております。 
 FTTH などの固定型ネットワーク商材に関しては、現在、モバイルブロードバンドとの

競争激化に伴い、当面厳しい状況が続くと想定しております。弊社としては、固定型・モ

バイル型、両商材を扱う強みを活かして、今後も通信事業社様と連携をし、事業環境や顧

客ニーズの変化に的確に対応した商材サービスの提供に努めて参ります。 
 
●決済サービス事業他：通期計画と下期の取組み 
 決済サービス事業につきましては、増収増益を計画しております。決済サービス事業は、

商材により売上高の計上基準が異なっておりますので、PIN という商材からギフトカード

への移行が進むにつれて、取扱高が増加する一方、売上高の伸びは限定的となって参りま

す。しかしながら、PIN 及びギフトカードの双方において、魅力的な商品が今後、多様化

して参りますので、コンビニでの販売スペースの拡充や、ユーザーニーズを的確にとらえ

たキャンペーンなどをお客様と協業して展開し、顧客認知度の向上を図りながら、目標達

成を目指して参ります。 
 上海での携帯電話販売事業につきましては、きめ細かな、かつ質の高い日本式サービス

が上海でも非常に高い評価をいただいており、ユニコムショップの多店舗展開を図ります。

これにより、顧客満足度の向上や利便性、ひいては収益性向上を実現させて参ります。ま

た、上海・中国での法人事業においては、商社系を中心に、引き続き、日系企業様にモバ

イルソリューションサービスを提供すると共に、企業顧客様へのサポート体制を強化して

参りたいと考えております。 
 
●株主還元策 
 株主の皆様への還元については、前期と同水準の 1 株当たり 35 円の配当を予定しており、

期初の予定から変更はありません。「現場主義の徹底」による「スマホワールドの実現」と

いうスローガンの下、通期業績予想の達成に向け、下期も収益力の更なる強化や多様化、

そして構造改革などに取り組み、配当性向 30％以上という方針を貫き、株主の皆様へ利益

還元を実施して参ります。今後とも何卒宜しく、引き続き、ご支援を賜りたいと思ってお

ります。ありがとうございました。 


