
 

株式会社ティーガイア 2015 年 3 月期 決算説明会 説明概要 

 

【表紙】 

皆様、本日は当社の決算説明会にお越しいただきまして、誠にありがとうございます。

社長の竹岡でございます。それでは私の方から、15 年 3 月期の連結決算概要、今期の

業績予想および今後の取り組み等について、ご説明させていただきます。よろしくお願

いいたします。 

 

【2015 年 3 月期 スローガン】（P.3） 

・15 年 3 月期は「『現場主義の徹底』『スマホワールドの実現』更なるネクストステー

ジへ」の全社スローガンの下、現場力の強化や構造改革の推進に取り組んできました。

その成果がこれからご説明する通期の業績にも、反映されているものと考えております。 

 

【2014 年 3 月期 連結決算概要】（P.4） 

・決算概要については、黄色でハイライトした部分が 15 年 3 月期の実績値です。 

・詳しい数値はご覧の通りです。14 年 3 月期末の駆込み需要の反動減やキャリア施策

の沈静化等に伴う端末販売の減少および、決済サービス事業における商品構成の変化に

より売上高が前期比約 650 億円、売上総利益は約 13 億円減少いたしました。 

・しかしながら、効率的な店舗運営を始めとする目的意識を持った全社的な構造改革の

実施に伴い、販管費が約 29 億円減少しいたました。加えて、タブレットやスマホ関連

商材の販売を強化した結果、営業利益は前期比で 15 億円強、当期純利益では 9 億円強

増加いたしました。 

・なお、期初に公表した業績予想値に対して売上高が約 10%下振れした一方、営業利

益と経常利益が約 10%上振れしたことを踏まえ、期末決算発表に先立ち 5 月 8 日付で、

15 年 3 月期の業績予想を修正いたしました。15 年 3 月期は期初の利益目標を達成する

とともに、修正後の業績予想値通りの着地となりました。 

 

【売上総利益・営業利益率 四半期推移】（P.5） 

・売上総利益と営業利益率についてご説明いたします。 

本ページの棒グラフは、前期からの売上総利益の四半期推移を示しており、その内 ブ

ルーの部分が販管費です。14 年 3 月期は四半期平均が 126 億円、1 ヶ月平均が 42 億円

であったのに対して、15 年 3 月期は四半期平均が 119 億円弱、1 ヶ月平均が 40 億円弱

と約 6%削減することができました。 

・一方、ご覧の通り営業利益率は、15 年 3 月期を通して上昇傾向にあります。これに

つきましては、目的意識を明確化した全社的な構造改革に伴い、収益性が向上してきて

いると考えております。 



 

【全社売上高・営業利益】（P.6） 

・全社売上高と営業利益のセグメント別内訳は、ご覧の通りです。 

・売上高につきましては、期初および期末の販売台数の減少に加え、決済サービス事業

における商品構成の変化と計上方法の違いにより、減収傾向となっております。 

・しかしながら、構造改革の推進に伴いコスト効率化が進んでいることも功を奏し、全

社の営業利益は増加傾向を示しております。 

 

【全社販売台数】（P.7） 

・15 年 3 月期の全社販売台数は 512 万台で前期比 48 万台（8.5%）減となりましたが、

スマホ比率は 3.4 ポイント上昇し、タブレットも含めたスマートデバイスの普及が進み

ました。 

・右側のグラフは四半期毎の推移を示しております。14 年 3 月期末商戦の反動減は 

あったものの、15 年 3 月期は 1Q をボトムに回復傾向が見られました。 

 

【会計期間推移】（P.8） 

・本ページは、14年 3月期と 15年 3月期中の会計期間毎の業績推移を示しております。 

・ご覧のように 15 年 3 月期は、売上高・営業利益共に右肩上がりに推移しております。 

・CB 施策終了前の駆け込み需要等により、14 年 3 月期 4Q 会計期間は大幅に販売台数

が伸長いたしました。 

・そのような特需とも言うべき 14 年 3 月期 4Q 会計期間と比較して、売上高は減少し

ましたが、スマホの販売増も寄与した収益性の改善等により、15 年 3 月期 4Q 会計期

間の営業利益については、前年同期比 5.7%増の実績を上げることができました。 

 

【構造改革の効果】（P.9） 

・本ページは、15 年 3 月期に注力した構造改革の効果を定量的に示したものです。 TG

アカデミーを中心とする教育・研修の強化に加え、正社員化を含む直雇用化を推進した

結果、一人当たりの人件費が約 7%アップいたしました。 

・一方、売上総利益の方は約 10%上昇しており、人財投資に注力し、一人ひとりの 

Value を上げる取組みの結果、生産性向上という効果が現れたと考えております。 

 

【タブレット販売台数・関連商材売上高】（P.10） 

・タブレット販売につきましては、14 年 3 月期から約 1.7 倍と、大幅に増加いたしま

した。通期の全社販売台数に占めるタブレット比率も、14 年 3 月期の 5%から、15 年

3 月期には 9%強へと上昇いたしました。 

・また、4Q 会計期間においてはタブレット比率が 10%に達し、優良なショップにおい

ては、20%に上っております。 



 

・タブレットは、年代を問わずお客様の 2 台目需要を喚起することができる魅力的な 

商材です。当社は直営ショップを始めとする各販売チャネルにおいて積極的に販売し、

お客様の利便性向上と新規回線獲得に繋げております。 

・一方、スマホ向けアクセサリー等の関連商材の販売も、引き続き堅調に推移しており、

前期比で約 1.3 倍に売上高を伸ばすことができました。 

 

【モバイル事業】（P.11） 

・モバイル事業においては、お客様の豊かなスマホライフ実現を目指して、タブレット

や関連商材・サービスの提案を強化いたしました。加えて、適正な人員配置や業務効率

化など全社的な構造改革を推進したことにより、本セグメントは前期比 26.5%の増益と

なりました。 

・売上高については、販売台数が前期比約 8%減少したことから、減収となりました。 

・また、販路最適化の継続や量販店間における M&A の影響等もあり、販売拠点数は減

少いたしました。 

 

【モバイル事業：TG アカデミーの取組み】（P.12） 

・「TG アカデミー」では、販売スタッフの経験や階層に応じた目的別の研修プログラ

ムを継続的に実施することで、基礎対応力並びに販売力の向上を実現しております。 

・本年 3 月末現在、講師と SV（スーパーバイザー）、トレーナーを含めて 350 名規模

の体制となっております。15 年 3 月期は前期比 2 倍を上回る、200 回超の集合研修を

行いました。 

・また、全国の拠点で採用された新人スタッフの入社時研修を、東京本社内において  

実施し、早期戦力化とモチベーションアップに繋げております。 

 

【モバイル事業：アクセサリーショップでの取組み】（P.13） 

・お客様のスマホライフ充実を目的に立ち上げたアクセサリーショップ事業も多面的に

展開し、引き続き積極的に取り組んでおります。 

・直近では町田や札幌で期間限定の POP UP STORE を出店し、町田においてはアパレ

ルブランドとコラボしたスマホアクセサリーを販売いたしました。 

・また、Smart Labo としては初めてのオリジナルケースを発売いたしました。Andoroid

向けのスタイリッシュなマルチケース（全機種対応型）として、好評を博しており、 

販売も好調です。 

 

【モバイル事業：アクセサリーショップ】（P.14） 

・グラフの通り EC サイトを含めたアクセサリーショップの店舗数は、スクラップ＆  

ビルドを実施した上で、14 年 3 月末の 13 店舗から 14 店舗に増加しております。 



 

・アクセサリーショップ全体の売上高も、前期比約 2.2 倍と大幅に伸長しております。 

・おかげ様で年間累計 200 万人ものお客様にご来店いただくようになり、アクセサリ

ーショップ全体で単月黒字を達成いたしました。 

・アクセサリーショップでの売れ筋商品情報をキャリアショップでも共有し、有効活用

しております。 

・取扱商材例として掲載しているように、手帳型スマホケースや Beats のヘッドフォン、

自撮り棒などが最近は人気を集めております。 

 

【ソリューション事業】（P.15） 

・ソリューション事業セグメントでは、14年 3月期のような大型案件が少なかった  

こともあり、WiFi 専用タブレットを含む法人向けの携帯電話等販売数は前期比 14%弱

減少いたしました。 

・しかしながら、回線管理サービス”movino star”の加入回線は増加傾向を続けて   

おり、法人向けモバイルソリューションにおけるサポートサービスの販売は好調でした。 

・また、モバイルブロードバンドとの競争激化に伴い固定回線系商材の販売が低調に 

推移したこともあり、本セグメントは減収減益となりました。 

 

【決済サービス事業他：決済サービス事業他①（決済サービス事業）】（P.16） 

・本セグメントにおける決済サービス事業については、取扱高全体（券面額）を売上高

として計上する PIN 商材から受取手数料のみを計上するギフトカードへと商品構成が 

変化してきております。 

・このようなユーザーニーズのシフトに伴い、セグメント売上高は減収となりましたが、

ギフトカード商材の「取扱高」としては増加しております。 

 

【決済サービス事業他：決済サービス事業他②（海外事業）】（P.17） 

・一方、中国・上海における携帯電話販売事業においては、15 年 3 月末時点で 8 店舗

のチャイナユニコムショップを運営しております。中国における４G の本格展開に合わ

せ、事業基盤の拡充を図っております。また、上海での法人事業については、最大手キ

ャリアのチャイナモバイルと代理店契約を締結いたしました。マルチキャリアでの提案

を強化することで、法人顧客の開拓を推進中です。 

・更に、シンガポールで展開する決済サービス事業においては、ギフトカード商材を拡

充いたしました。国民 1 人当たりの GDP がアジアで最も高い国として知られるシンガ

ポールでは、ギフトカードの販売単価も非常に高く、計画以上に急速なペースで取扱高

が伸長しております。 

・このように海外事業に積極的に投資したこともあり、本セグメントは減益となりまし

たが、海外事業では、早期に営業面で黒字化することを目指しております。 



 

【配当予想の修正（増配）】（P.18） 

・配当につきましては、当期純利益が期初に掲げた業績予想の 75 億 5 千万円を上回っ

たことから、15 年 3 月期の期末配当において、1 株当たり 2.5 円の増配を予定しており

ます。 

・この結果、期末配当金は 20 円に、年間配当金は 37.5 円になる見込みです。 

 

【業界団体の設立】（P.19） 

・携帯電話販売の根幹を成すキャリアショップでの店頭販売について、昨年 6 月に総務

省の「ICT サービス安心・安全研究会」において中間報告がなされました。 関係者の

皆様に店頭販売の実情等をご理解いただいた結果、端末についてはいわゆるクーリング

オフ（初期契約解除制度）の適用が除外となりました。 

・また、業界全体に対して、お客様が安心・安全に携帯電話サービスを利用できる環境

整備や、苦情・相談への適切な対応に関する要望が高まっております。このような事態

に対応するため、携帯電話販売業界を挙げて、昨年末に全国携帯電話販売代理店協会を

発足させました。 

・今後は苦情縮減等で実績を示し、引き続き総務省や通信キャリアとの連携の下、店頭

での通信役務の取り次ぎサービスについても、クーリングオフ適用が除外となるよう、

働きかけていきたいと思います。 

・一方、全国にはキャリアショップを始め、家電量販店や併売店を含めて約 16,000 も

の携帯電話販売拠点があり、12 万人規模の販売スタッフが勤務しております。 

・この販売スタッフはまさに、政府が「日本再興戦略」の一環として掲げる「世界最高

レベルの通信インフラの整備」を担う国のアセットです。事業運営を通じ当社も、業界

の健全な発展と豊かな ICT 社会の実現に貢献していきたいと考えております。 

 

【企業理念】（P.21） 

・15 年 3 月期より掲げた「企業理念」は、弊社が持続的成長を遂げる上で重要な基盤

となるものと考えております。 

・今後も企業理念を念頭に全社一丸となって、業務に邁進してまいります。 

 

【事業環境の変化】（P.22） 

・2016 年 3 月期の連結業績予想と今後の取組みについて説明させていただきます。 

・ご存知のように通信業界は極めて変化の激しい業界ですが、今期は特に事業環境が 

大きな転換期を迎えております。 

・アクセリー等の関連商材の多様化や市場拡大は言うまでもなく、Apple Watch の   

発売を契機に、ウェアラブルデバイスの注目度が更に高まることになると思います。 

・SIM ロック解除を受けて MVNO 業者が台頭する一方、光コラボに伴い FVNO も 



 

本格化していくことが想定されます。 

・また、市場では 16 年春より電力の自由化が実施されることとなりますので、店頭で 

取り扱う商品が益々多種多様化し、キャリアショップの重要性が一段と高まるものと 

考えております。 

・更には電気通信事業法改正を始めとして、業界に多大な影響を及ぼす法改正の動き 

からも目が離せません。 

・当社はこのような事業環境の激変をビジネスチャンスと捉え、積極的に事業活動を 

展開してまいります。 

 

【2016 年 3 月期 連結業績予想】（P.23） 

・今期の業績予想については、スマートデバイスや関連商材を中心に販売を更に強化し、

販売台数や販売量を増加させます。これによりモバイル事業とソリューション事業にお

いて売上高を伸ばす計画の下、連結売上高予想は 2%増収の 6,550 億円といたしました。 

・また、全社的な構造改革を継続する一方で、販売チャネルの強化や人財への投資を積

極的に推進するなど、将来の成長に向けた施策も着実に実行いたします。このような 

取組みも踏まえ、連結営業利益は約 5%増益の 150 億円を計画しております。 

 

【モバイル事業：通期計画】（P.24） 

・モバイル事業においては、事業環境の劇的な変化に伴うビジネスチャンスの拡大が 

見込まれます。一方、販売代理店業界の収益環境が厳しくなることも想定されます。 

・このような環境下、引き続き構造改革によるコスト効率化を進めつつ、ショップの 

移転・改装や大型化等の拡充に積極的に投資し、現場力と販売力の強化を図ります。 

また、正社員化・直雇用化などを通じた人財登用も推進いたします。 

・その結果、当セグメントの販売台数と売上高は増加する見込みですが、若干の投資も

踏まえて、営業利益は減益となる計画です。 

 

【モバイル事業：今後の取組み】（P.25） 

・今後の取組みとしましては、引き続きタブレットやスマートデバイス関連商材、光回

線サービス等の提案を強化いたします。加えて、将来的には電力等の幅広い商品やサー

ビスも取扱い、通信関連にとどまらず、お客様の生活インフラ全般に係る環境を、ワン

ストップで提供していきたいと考えております。 

・TG アカデミー等の教育・研修プログラムを通じて、代理店も含めた TG グループ全

体に質の高い販売・教育ノウハウを展開していきます。そして、リーディングカンパニ

ーとして、業界全体のプレゼンス向上に貢献してまいります。 

・世界最高水準の ICT 社会実現を目指し、今後益々重要性が高まるショップ強化や販

売スタッフの教育・研修に積極的に投資を行ってまいります。 



 

・前期に注力し、一定の成果を上げた構造改革も継続的に推進し、更なる業務効率化と

生産性向上を達成いたします。 

・これらの取組みを通じて、2020 年代に向けた ICT 立国実現の一翼を担っていきたい

と考えております。 

 

【モバイル事業：アクセサリーショップの積極的な展開】（P.26） 

・今期よりスマートライフ事業本部を新設し、アクセリー事業等の関連商材・サービス

や決済サービスを始めとして、スマホワールドを実現するための機能を集約させました。 

・今後はアクセサリーショップにおいても、お客様目線に立って事業環境や需要の変化

に的確に対応し、取扱い商材の多様化・拡充を推進してまいります。 

・また、立地選定等について培ったノウハウを活用して積極的に出店を継続し、FC 展

開も視野に入れ、早期に 40 店舗体制を確立することを目指しております。 

 

【モバイル事業：キャリアデザイン・アカデミーの独立】（P.27） 

・当社は 2012 年 4 月に TG アカデミーを開校し、販売スタッフの教育・研修に注力し

てまいりました。この度 TG アカデミーを分社化し、人材サービス会社ジェイコム（株）

との共同出資により、4 月 1 日付でキャリアデザイン・アカデミー（CDA）を設立いた

しました。 

・店頭での説明がより専門化・高度化する中、人財教育は携帯電話販売業界にとって 

最も重要なポイントとなっております。このような認識の下、人財教育に関する両社の

豊富なノウハウと実績を融合させることで、企業におけるスタッフ教育へのニーズに 

お応えしていきます。 

・将来的には携帯販売業界のみならず、リテールビジネスに関わる幅広い層の法人顧客

に対して、高品質な教育・研修サービスを提供して行きたいと考えております。 

 

【ソリューション事業：通期計画および今後の取組み】（P.28） 

・ソリューション事業については、法人顧客におけるスマートデバイスの本格普及を 

前提に、販売台数を前期比 9%近く増加させる計画です。更には、各種ソリューション

サービスへのニーズの高まりも想定し、増収増益を見込んでおります。 

・今期は独自の回線管理サービス movino star の大幅なアップグレードを実施し、法人

顧客基盤の拡充と収益拡大を推進してまいります。 

・また、本セグメントにおいても光回線サービスの多様化を見据え、通信キャリアとの

連携の下、「TG 光」の提供を始めとして、ネットワーク事業にも積極的に取り組んで 

まいります。 

 

 



 

【ソリューション事業：法人向けサポートサービス】（P.29） 

・当社はソリューションパッケージ「T-GAIA Smart SUPPORT」等の提案を通じて、

今後も法人顧客のニーズに即した最適なソリューションサービスを、トータルで   

提供してまいります。 

 

【決済サービス事業他：通期計画及び今後の取組み】（P.30） 

・決済サービス事業においては、PIN からギフトカードへの移行が継続することもあり、

売上高は減少する見込みです。しかしながら、新たな商材も含めた商品ラインナップの

拡充や販売チャネルの多様化等を前提に、増益を計画しております。 

・また、中国の携帯販売事業では、４G サービス本格化を追い風に収益拡大を推進いた

します。更に、法人事業でもチャイナモバイルを加えたマルチキャリア化を強みに、 

顧客基盤を拡充してまいります。 

・一方、シンガポールでの決済サービス事業は好調に推移しており、今期は中国事業も 

合わせた海外事業の業績が、大幅に改善する見込みです。 

 

【ROE・営業利益 推移】（P.31） 

・当社は設立以来、高水準の ROE と営業利益を維持しております。おかげ様で 2013

年 8 月には、「JPX 日経インデックス 400」にも選出されております。 

・今後も資本効率と収益力を重視した経営体制の下、持続的な成長を図ってまいります。 

 

【株主還元策】（P.32） 

・株主の皆様への還元につきましては、先程お伝えしたように、15 年 3 月期は期末配

当を 2.5 円増配し、37.5 円の年間配当を予定しております。 

・16 年 3 月期についても通期で更に 3.5 円増配し、41 円の年間配当を実施する予定で

す。 

・今期も通期業績予想の達成に向けて全社的な構造改革と収益力強化を継続し、株主の

皆様への利益還元を実施してまいります。今後ともよろしくご支援の程を、お願い申し

上げます。 

以上 


