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株式会社ティーガイア 2016 年 3 月期 第 2 四半期累計期間 決算説明会 説明概要 

 

【表紙】 

皆様、本日は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。 

社長の澁谷でございます。 

それでは私の方から、16 年 3 月期の上期決算概要、今期の業績予想および下期以降の

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。 

 

【第 2 四半期累計期間 決算概要】（P.3） 

・決算概要につきましては、クリーム色でハイライトした部分が今上期の実績値です。 

・詳しい数値はご覧の通りです。売上高は前上期比で 1%弱微減し、約 2,850 億円となり

ました。 

・これは主に、決済サービス事業における商品構成の変化によるものです。 

・しかしながら、各セグメントとも堅調に推移し、前上期比 1.5%増の 298 億円の売上総

利益を計上することができました。 

・加えて、業務効率化など全社的な構造改革を継続したことにより、販管費が 1%弱減少

し、233 億円となりました。 

・その結果、営業利益は前上期比 11%増の 65 億円強、親会社株主に帰属する四半期純利

益も同じく 19.5%増の 38 億円と、2 桁増益を達成いたしました。 

・また、売上総利益率、営業利益率、経常利益率ともに、前上期比で 0.3 ポイント上昇し

ております。 

 

【全社売上高・営業利益】（P.4） 

・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、後程詳しく説明させていただきますが、商品構成の変化と商品

別の計上方法の違いにより、決済サービス事業他のセグメントは前上期比で減収となった

ものの、モバイル事業とソリューション事業セグメントは増収となっております。 

・特に、スマートフォン向けアクセサリー等の関連商材の伸長が寄与し、モバイル事業の

売上構成比が前期比 2 ポイント近く上昇し、82%強となりました。 

・一方、営業利益につきましては、すべてのセグメントで増益を達成しております。 

・ご覧の通り 15 年 3 月期のみならず、3,333 億円の全社売上高を記録した 14 年 3 月期

の上期を上回る営業利益を記録することができました。 

・これにつきましては、構造改革に伴いコスト効率化が実現していることも、一つの要因

です。 

・また、全社の営業増益においては、決済サービス事業他セグメントの貢献度が高く、構

成比も前期比 4.4 ポイント上昇し、11%弱となっております。 
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【全社販売台数】（P.5） 

・今上期の全社販売台数は、前上期比 15 万台（6.5%）減の 216 万台となりました。 

・スマホ及びタブレット比率は 7.2 ポイントアップの 75%まで大幅に上昇し、スマート

デバイスの普及や浸透が一段と進みつつあると考えております。 

・右側のグラフは四半期毎の推移を示しております。 

・タブレットの需要拡大や光回線とのセット割引サービスの本格化等に伴い、スマートデ

バイスを中心に販売が堅調に推移した結果、今期 1Q は前年同期を超える販売台数を記録

いたしました。 

・しかしながら今期 2Q においては、モバイル市場における販売競争の沈静化に加え、新

型 iPhone 発売のタイミングが前年より 1 週間遅れたという要因もありました。 

・そのため、キャリア各社の新料金プランが出揃い販売市場が活性化した、前期 2Q の実

績を下回る結果となりました。 

 

【タブレット販売台数・関連商材売上高】（P.6） 

・前期から強化しておりますタブレットの販売台数につきましては、前上期から 25%増

加いたしました。 

・本資料には記載しておりませんがご参考までにお伝えすると、全社の総販売台数に占め

るタブレット比率も、前上期の 8.5%から 11.4%に上昇しております。 

・タブレットは幅広い年代層のお客様にフィットする利便性の高い魅力的商材です。 

・今期は直営ショップにとどまらず、傘下代理店においても積極的にご紹介することによ

り、2 台目需要を喚起し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につきましても、引き続き販売好調を維持

しております。 

・端末を購入されるお客様のニーズに即した商品やサービスを丁寧に説明し、お客様のス

マホライフ充実に向けた総合的なご提案を行うことで、関連商材の売上高も前上期比で 4

割強増加いたしました。 

 

【２Ｑ会計期間比較】（P.7） 

・本ページでは、前期および今期の２Q 会計期間（7～9 月期）を比較しております。 

・先程も申し上げた通り、販売台数が 2Q 会計期間ベースで前期を下回ったことや、決済

サービス事業における商品構成の変化に伴い、売上高は前会計期間に対して 7%減の

1,490 億円となりました。 

・しかしながら、アクセサリー等関連商材の販売強化や全社的な構造改革を継続した結

果、営業利益は 3.6%増の 34 億 5 千万円となり、増益を達成することがでました。 
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【モバイル事業】（P.8） 

・モバイル事業については先程申し上げた通り、2Q 会計期間の販売台数が前年同期比で

減少したことにより、当セグメントの販売台数は上期対比で 7.2%（16 万台）減の 206 万

台となりました。 

・しかしながら、お客様のニーズに対応したご提案を通じてタブレットや関連商材の販売

を伸ばすことができたため、モバイルセグメントの売上高は前上期比 1.3%増の 2,344 億

円となりました。 

・更に、生産性と効率性アップを目指した構造改革を引き続き推進したこともあり、セグ

メント営業利益は 2.3%増加し、44 億 3 千万円となりました。 

 

【モバイル事業：販売拠点数】（P.9） 

・販売拠点数につきましては、採算性を重視した販路適正化を継続したことや量販店間に

おける M&A の影響等もあって、総数は減少傾向にあります。 

・但し、直営店を中心に、店舗当たりの収益性は着実に向上していると考えております。 

 

【モバイル事業：アクセサリーショップ①】（P.10） 

・12 年 11 月に開始したアクセサリーショップ事業も、今月で丸 3 年を迎えました。 

・おかげ様で多数のお客様にご来店いただき、人気のショッピングスポットとして活況を

呈しております。 

・本ページに掲載の通り今上期においては、7 月上旬に「Smart Labo なんば戎橋」を、

同じく下旬に「Smart Labo 神戸三宮」をオープンいたしました。 

・関西地区で堅調に推移している既存店舗、Smart Labo 心斎橋や西宮ガーデンズと同

様、新規オープンした両店とも順調に立ち上がり、早々に単月黒字を達成しております。 

・また、SL なんば戎橋では、1F・2F のスマホアクセサリー売場に加えて、今月 4 日に

3F フロアを拡大オープンいたしました。 

・追って詳しく説明させていただきますがこのフロアは、当社として初の取組みとなる、

MVNO SIM・SIM フリー端末専門フロアとしてオープンいたしました。 

 

【モバイル事業：アクセサリーショップ②】（P.11） 

・アクセサリーショップの総来店客数は順調に増加しており、年間で 200 万人以上のお

客様にご来店いただいております。 

・おかげ様でアクセサリーショップ全体の売上高も、前上期比で 40%増と伸長しており

ます。 

・一方、スクラップ＆ビルドの実施に伴い、EC サイトを含めたアクセサリーショップの

店舗数は、前上期末の 15 店舗から今上期末は 14 店舗となりました。 

・しかしながら、収益性は改善しており、足元では過半数の店舗が黒字化してきておりま

す。 
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【ソリューション事業】（P.12） 

・ソリューション事業セグメントにおきましては、総合的なモバイルソリューションサー

ビスのご提案を積極的に実施いたしました。 

・特に、キッティングやヘルプデスクなど、法人顧客のスマートデバイス導入や活用をサ

ポートするサービスは、益々需要が高まっております。 

・この結果、各拠点を含めて法人向けの販売が堅調に推移し、WiFi専用タブレットを含

む法人向けの販売台数は前上期比 8.8%（8千台）増の 9万 9千台。 

・セグメント売上高も前上期比 2.2%増加し、135億円となりました。 

・また、当社が提供する回線管理サービス”movinostar”の加入回線数も、本年 9月末時

点で 41万 5千回線まで実績を積み上げ、引き続き増加傾向にあります。 

・一方、ISPコラボや TG光など光回線サービスの取次ぎを推進したことにより、固定回

線系商材販売が底堅く推移し、ソリューション事業セグメントの営業利益は 7%増益の 13

億 7千万円となりました。 

 

【決済サービス事業他①（決済サービス事業）】（P.13） 

・次に、決済サービス事業他のセグメントについてご説明いたします。 

・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引き続き商品

構成が変化してきております。 

・主にこの影響からセグメント売上高は前上期比 13.3%減少し、370 億円となりました。 

・しかしながら販売が堅調に推移したギフトカード商材の「取扱高」は、前上期比で

12%強増加しております。 

・また、ギフトカードの販売好調に加え、次にご説明させていただく海外事業の収益改善

に伴い、決済サービス事業他セグメントの営業利益は 176%増の 6 億 9 千万円と、大幅増

益となりました。 

 

【決済サービス事業他②（海外事業）】（P.14） 

・海外事業についてご説明させていただきます。 

・中国での携帯電話販売事業につきましては、9 月末現在、上海市内で 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。 

・業務効率化等によりコスト削減を実現した結果、収益が改善いたしました。 

・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、ギフトカード商材並びに

販路の拡充を推進しております。 

・アジアで最も国民 1 人当たりの GDP が高いシンガポールでは、ギフトカードの販売単

価も他の地域より高水準となっており、引き続き取扱高は堅調に推移しております。 
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【企業理念】（P. 16） 

・「企業理念」につきましては、当社が持続的成長を実現するに際して全社の拠り所とな

る、重要な基盤として位置付けております。 

・今後も「コミュニケーションを担う会社」として企業理念を念頭に、前向きにチャレン

ジしていく企業姿勢を堅持してまいります。 

 

【2016 年 3 月期 連結業績予想①】（P.17） 

・今期の通期計画はご覧の通りです。 

・上期連結売上高 2,849 億 9 千万円および営業利益 65 億 1 千万円は、通期計画に対して

各々43.5%並びに 43.4%の進捗率となっており、年末、年度末と大きな商戦期がある下期

を控え、まずまずの進捗であると考えております。 

・下期も引き続き、販売チャネルの強化や人財投資など将来の成長に向けた施策を着実に

実行いたします。 

・一方で、モバイル事業とソリューション事業の両セグメントにおいて、顧客ニーズに即

したスマートデバイスや関連商材・サービスの販売にも注力し、通期計画の達成を目指し

てまいります。 

 

【2016 年 3 月期 連結業績予想②】（P.18） 

・通期の全社業績は、売上高 6,550 億円（前期比 2.0%増）、営業利益 150 億円（同 4.8%

増）、全社販売台数 530 万台（同 3.5%増）を計画しております。 

・市場における販売競争の沈静化もあり、販売台数につきましては、幾分厳しい進捗とな

っております。 

・しかしながら利益面においては、社内計画に対して順調に推移していると考えており、

現時点で通期計画に変更はございません。 

 

【モバイル事業：通期計画と今後の取組み】（P.19） 

・セグメント毎の通期計画と下期の取組みについて説明させていただきます。 

・モバイル事業セグメントでは、前期比 3%（165 億円）増収となる、5,500 億円の売上

高を計画しております。 

・下期も引き続き、ショップ店頭において光コラボやタブレット、関連商材等を組み合わ

せ、一元的にご提案することにより、お客様の利便性と満足度を高めてまいります。 

・また、人財教育にかかわる当社のノウハウや研修プログラムを代理店とも共有し、TG

グループの総合力強化に繋げて行きたいと考えております。 

・一方、全社的な構造改革を継続する中で、より一層の生産性と効率性の向上を目指しま

す。 

・更に、ショップの移転・改装や大型化に積極的に投資するとともに、優秀な販売スタッ

フの正社員化などを通じた人財登用も推進いたします。 

・これら将来の成長に向けた戦略的投資を踏まえて、モバイルセグメントの営業利益は前

期比 3.7%（4.2 億円）減益の 107 億円を計画しております。 
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【モバイル事業：アクセサリーショップ①】（P.20） 

・アクセサリーショップにつきましてはご覧の通り 9 月末現在、自社ブランドの Smart 

Labo を中心に、全国の主要都市において合計 13 軒のリアルショップを運営しておりま

す。 

・過去 3 年間の経験を通じて、立地選定や店舗運営のノウハウも蓄積され、販売スタッ

フの育成も進んできております。 

・今後も引き続き、取扱い商材やサービスの多様化も含めて、アクセサリー事業を積極的

に展開してまいります。 

 

【モバイル事業：アクセサリーショップ②】（P.21） 

・先程お伝えしたように、今月 4日に Smart Laboなんば戎橋 3Fに、MVNO・SIMフリー専

用フロアを新設オープンいたしました。 

・当コーナーでは新規購入や MNPの際に店頭での即時お渡しが可能となっており、専門ス

タッフがお客様のニーズやライフスタイルに合わせた提案を行っております。 

・また、近年増加している国外からの観光客向けとして、英語・中国語に堪能なスタッフ

がプリペイド SIMの販売から端末の設定サポートまで、総合的なサービスを提供しており

ます。 

・更には、アクセサリー専門ショップの特性を活かし、SIM フリー端末を購入されたお客

様に豊富なラインナップのアクセサリーをご紹介し、トータル・コーディネイトしていた

だくこともできます。 

・当初のラインナップとして、NTTコミュニケーションズ社の MVNO SIMや、FREETELブラ

ンドの SIMや端末などを取り揃えております。 

 

【人財教育①】（P.22） 

・当社は 12 年 4 月開校した TG アカデミーを通じて、販売スタッフの教育・研修に注力

してまいりました。 

・本年 9 月末現在 8 名の講師に加え、58 名の SV（スーパーバイザー）と 290 名のトレ

ーナーが在籍し、直営キャリアショップ全店舗に 1 名以上のトレーナーを配置しており

ます。 

・TGA では販売スタッフの経験や階層に応じて、目的別の研修プログラムを継続的に実

施しており、基礎応対力の向上や販売品質の高度化を実現しております。 

・特に、派遣社員も含めた新人スタッフ全員を全国の拠点から集め、東京本社内において

1 週間の入店研修を行い、早期戦力化やモチベーション並びに定着率アップを推進してお

ります。 

・また、この新人スタッフ入店研修などのプログラムには、コンプライアンス研修も組み

入れ、ショップ店頭におけるコンプライアンスの更なる強化・徹底を図っております。 
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【人財教育②】（P.23） 

・本年 4 月 1 日付で TGA を進化・発展させ、人材サービス会社ジェイコム（株）との共

同出資により、キャリアデザイン・アカデミー（CDA）を設立いたしました。 

・キャリアショップにおいては、既に本格化している光回線サービスなどの固定系商材に

加え、今後は食品・飲料や金融商品、電力・ガスなど、店頭で提供する商品やサービス

が、益々多様化してまいります。 

・このような環境下、ショップの販売スタッフにもより専門的で高度な知識とスキルが求

められるようになってきており、業界全体にとって人財教育の充実が緊急かつ重要な事項

であると痛感しております。 

・一方、CDA でも既に外販をスタートしております。 

・人財教育に関する豊富なノウハウと実績を活用し、TG グループを始めとする携帯電話

販売業界にとどまらず、リテールビジネスに携わる幅広い企業の皆様に、質の高い教育・

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.24） 

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

追い風に、前期比約 9%増となる 20 万台の販売台数を計画しております。 

・更に、スマートデバイスの販売伸長に伴い、キッティングやヘルプデスクなどの各種ソ

リューションサービスへのニーズが高まることを想定し、増収増益を見込んでおります。 

・今後も総合的なモバイルソリューションの提案を通じて、企業顧客をサポートしてまい

ります。 

・また、今月初旬に独自の通信回線管理サービス movino star の大幅なアップグレードを

実施いたしました。 

・詳しくは次のページでご説明させていただきますが、これを機に既存の顧客基盤の更な

る拡充と新規顧客の開拓を推進してまいります。 

・一方、本セグメントにおいても光回線サービス等の多様化をビジネスチャンスと捉えて

おります。 

・引き続き通信キャリアとの連携の下、法人向けの FVNO サービス「TG 光」に加え、

TG 光に付帯する「TG WiFi サービス」や「TG.NET」など自社サービスのラインナップ

を拡充し、ネットワーク事業にも積極的に取り組んでまいります。 
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【ソリューション事業：movino star の刷新】（P.25） 

・先程お伝えしたように、今月初旬に新バージョンの movino star の提供を開始いたしま

した。 

・バージョンアップのポイントについては本資料にも記載の通り、大きくは 4 つの特徴

がございます。 

①「資産管理メニュー」の追加により、従来の回線付端末に加え、WiFi タブレットやノ

ート PC、ライセンスなど回線機能を内蔵しない通信デバイスも、一元管理が可能になり

ました。 

②高度な分析機能を備えており、請求データ等を様々なグラフや表形式で可視化すること

で、利用実態を分かりやすく表示し、コスト削減に繋げることができます。 

③購買機能が大幅に充実しました。希望する機能を入力して端末を検索したり、アクセサ

リーも合わせてネットショッピング感覚で携帯端末等を購入いただけます。 

④ユーザーインターフェイスの変更により、操作性が向上し、直感的な操作が可能になり

ました。 

・今回の刷新を契機に本年 9 月末現在 41 万 5 千の ID（加入回線）数を、16 年 9 月末を

目処に約 20%アップの 50 万まで増加させることを目指してまいります。 

 

【決済サービス事業他：通期計画および今後の取組み】（P.26） 

・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続く影響で、通期の

セグメント売上高は減少する見込みです。 

・しかしながら、新たな商材拡充や販売チャネルの多様化を前提にギフトカードを中心に

取扱高を伸ばすことで、増益を計画しております。 

・今後も魅力的な取扱いコンテンツの拡大を推進し、ユーザーニーズを的確に捉えた販売

活動を積極的に展開してまいります。 

・また、中国の携帯販売事業では、ユニコムショップにおいて日本式サービスの浸透に努

め、お客様のニーズに的確に応えることによって各既存店舗を強化し、販売効率化を目指

します。 

・一方、シンガポールでの決済サービス事業においては、ギフトカードの販売強化や認知

度アップを図っており、黒字化は目前となっております。 

・このようにシンガポールのギフトカード販売は堅調に推移しており、今期の海外事業の

業績は、前期比で改善する見込みとなっております。 

 

【ROE・営業利益 推移】（P.27） 

・おかげ様で当社は本年 8 月に、「JPX 日経インデックス 400」への継続採用が決定いた

しました。 

・ご覧のように 15 年 3 月期末の ROE は 29.4%となっており、設立以来、高水準の ROE

と営業利益を維持してきたことが評価された結果と考えております。 

・引き続き資本効率を重視し、収益力強化を目指してまいります。 
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【株主還元策】（P.28） 

・株主の皆様への還元につきまして、今期は通期で 1 株当たり 3.5 円増配し、41 円の年

間配当を予定しております。 

・通期業績予想の達成に向けて下期も、目的意識を明確にした全社的な構造改革と収益力

の強化・多様化を推進いたします。また、配当性向 30%以上を維持しつつ、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。 

 

【中期目標】（P.29） 

・このページには、当社の中期目標を記載しております。 

・昨今の通信業界の事業環境は、急激に変化しております。 

・MVNO や FVNO の本格化、ウェアラブルデバイスの普及、アクセサリーを始めとす

る関連商材の市場拡大に加え、当社の主要な販売チャネルであるキャリアショップ店頭で

の取扱い商材・サービスの増加や多様化が進んでおります。 

・更に、業界に多大な影響を及ぼす法改正の動きや通信政策に関する議論の進展も注視す

る必要があると考えております。 

・当社はこのような環境下、2020 年度に向けて、ご覧のような中期目標を掲げました。 

・モバイル事業において業界のリーダーとしての確固たるポジション堅持しつつ、法人顧

客向けソリューション、決済サービス、海外事業などもコアビジネスとして育成し、新た

な事業機会を創出いたします。 

・企業理念を踏まえて本中期目標および全社共通戦略を推進し、全役職員が一丸となって

目標達成に邁進いたします。 

・これにより持続的成長を実現すると共に、すべてのステークホルダーの期待に応えてま

いります。 

 

【全国携帯電話販売代理店協会】（P.30） 

・昨年 12 月に、全国携帯電話販売代理店協会（全携協）を設立いたしました。 

・お客様が安心・安全に携帯電話サービスをご利用できる環境を整備し、通信業界全体に

対する苦情・相談に、適切に対応することを目的としております。 

・当社の現会長である竹岡が協会の会長を務め、本年 9 月末現在、賛助会員も含めて会

員数は 70 社に上っております。 

・全国のキャリアショップ数ベースでの加入シェアは、既に 7 割を超えており、本年度

末に向けて 8 割以上の獲得を目指しております。 

・当社も本年 4 月に専門部署を立ち上げ、全携協と連携して、店頭で発生する苦情・相

談データの収集・分析に当たっております。 

・また、ショップスタッフから寄せられる提案を基に、電気通信事業者協会（TCA）並

びにキャリア様とも協力し、苦情縮減に取り組んでおります。 

・このような活動を通じて、業界の健全な発展に積極的に貢献し、安倍首相が日本再興戦

略において唱える「2020 年代の ICT 立国」を支える携帯ショップとして、皆様方に認め

ていただけるよう、導いて行きたいと存じます。 

本日は、ご清聴ありがとうございました。 

以上 


