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株式会社ティーガイア 2016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。

社長の澁谷でございます。 

 

【熊本・大分地震による影響】（P.2） 

まず始めに、4 月に発生しました「熊本・大分地震」の被災者の皆様に対して、心より 

お見舞い申し上げます。 

微力ながら当社も、熊本県健康福祉政策課へ義援金を拠出させていただくとともに、パ

ートナー代理店を含む当社グループの被災者に支援物資を提供いたしました。 

今後も引き続き、できる限りの支援を実施していく所存です。 

 

【2016年 3月期 連結決算概要】（P.3） 

それでは私の方から、16年 3月期の連結決算概要、17年 3月期の業績予想および今後

の取組み等について、ご説明させていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

 

【2016年 3月期 連結決算概要】（P.4） 

・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 16年 3月期の実績です。 

・詳しい数値はご覧の通りです。売上高は前期比3.4％減少し、約6,200億円となりました。 

・これは主に、モバイル事業での販売台数減少と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、各セグメントにおいて粗利率の高い商材・サービスの販売を伸張させた 

ことにより、売上総利益は前期比 2.3%増の 633億円強となりました。 

・販管費につきましては、通期計画を 1.6%下回り、ほぼ前期並みで推移いたしました。 

・この結果、営業利益は前期比 9.5%増の 156億 6千万円、経常利益が 10%増の 156億 2

千万円、親会社株主に帰属する当期純利益が 22.6%増の約 95 億円と、いずれも過去最高

益を達成することができました。 

・また、売上総利益率は前期比で 0.5 ポイント、営業利益率、経常利益率、当期純利益率

はともに、0.3ポイント上昇しております。 

 

【全社売上高・営業利益】（P.5） 

・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。 

・営業利益につきましては、収益源の多様化や業務効率化等を推進してきたことにより、

増益基調を示しております。 

・また、16 年 3 月期は決済サービス事業他セグメントが全社の営業増益に貢献しており、

利益構成比も前期比 5.4ポイント上昇し、10%超となりました。 
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【業績の推移】（P.6） 

・本ページのグラフは、直近 4期の業績推移を表しております。 

・採算性を重視した販路最適化や全社的なコスト効率化に継続的に取り組んできた結果、

13年 3月期をボトムに営業利益率が改善傾向にあり、16年 3月期は過去最高益を更新し

ております。 

 

【全社販売台数】（P.7） 

・16年 3月期の全社販売台数は、前期比 43万台（8.4%）減の 469万台となりました。 

・右側のグラフは、四半期毎の推移を示しております。 

・総務省の料金 TFの影響により 1月は駆込み需要が発生しましたが、顧客獲得競争の沈

静化や iPhone を始めとする新モデルの販売が想定を下回ったことから、販売台数は前期

比で減少いたしました。 

・一方でスマホおよびタブレット比率は、3.5 ポイントアップの 77%近くまで上昇してお

り、モバイル販売市場においてスマートデバイスが、より一層普及・浸透しつつあると考

えております。 

 

【会計期間推移】（P.8） 

・本ページは、15年 3月期と 16年 3月期の会計期間毎の業績推移を示しております。 

・営業利益につきましては第 3四半期を除き、前期会計期間を上回る実績を上げることが

できました。 

・特に第 4 四半期は、1 月の駆込み需要に伴う販売増に加え、期末商戦を中心とする台当

たり単価の上昇、決済サービス事業他セグメントにおける一過性の収益計上等もあり、大

幅増益となりました。 

 

【タブレット販売台数・関連商材売上高】（P.9） 

・タブレット販売台数につきましては、当社の直営キャリアショップにとどまらず、パー

トナー代理店運営のショップにおいても取り組みを強化した結果、前期比で 13%増加いた

しました。 

・全社の総販売台数に占めるタブレット比率も、前期の9%から11%強に上昇しております。 

・一方、スマホ向けアクセサリー等関連商材の販売も、引き続き堅調に推移いたしました。 

・常に「お客様の目線」に立って、一人ひとりに最適な商材やサービスを提案し、お客様

の豊かなスマートライフ実現をサポートすることで、関連商材の売上を前期比 25%増加さ

せることができました。 

 

【モバイル事業】（P.10） 

・ここからは各セグメント毎にご説明させていただきます。 

・モバイル事業セグメントの販売台数につきましては、販売市場が総じて弱含みに推移し

たことにより、前期比約 9%減少して 450万台となり、セグメント売上高も前期比 2.3%減

の 5,212億円となりました。 

・しかしながら、タブレットやアクセサリー等の関連商材、光回線とのセット割引など、 

お客様のニーズに即した多様な商材・サービスを提供することで、お客様当たり単価の上昇

等に取り組んだ結果、セグメント営業利益は 5.3%増加し、117億 1千万円となりました。 
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【モバイル事業：販売拠点数】（P.11） 

・販売拠点数につきましては、採算性を重視した販路最適化や量販店間の統廃合の影響等

もあって総数では減少傾向でしたが、16年 3月期は減少ペースが緩やかになりました。 

・一方、キャリアショップの数は 2期連続で増加しております。 

 

【モバイル事業：アクセサリーショップ①】（P.12） 

・12年 11月に立ち上げたアクセサリーショップ事業も、おかげ様で来客数・売上高とも

に堅調に推移し、大部分の店舗が黒字化しております。 

・16年 3月期には、「Smart Laboなんば戎橋」と「Smart Labo神戸三宮」を新設し、両

店舗ともオープン直後から多数のお客様に来店いいただいております。 

・更に、SLなんば戎橋では、1F・2Fのアクセサリー売場に加え、MVNO 専門フロアと

して、3Fフロアを拡大オープンいたしました。 

・英語や中国語にも堪能なスタッフが、プリペイド SIMの販売から端末設定サポートまで 

総合的にサービスを提供するなど、インバウンド需要にも対応しております。 

 

【モバイル事業：アクセサリーショップ②】（P.13） 

・商材の多様化・高機能化に伴う単価アップや来客数の増加等を背景に、アクセサリーシ

ョップの売上高は前期比 24%増加しております。 

 

【ソリューション事業】（P.14） 

・次に、法人向けモバイル事業とネットワーク事業で構成されます、ソリューション事業 

セグメントについてご説明いたします。 

・本社並びに各拠点において法人向け販売が底堅く推移し、WiFi専用端末を含むセグメン

ト販売台数は前期並みを堅持いたしました。 

・法人向けモバイル事業におきましては、単なる端末販売にとどまらず、法人顧客が抱え

る問題を解決するために最適な提案を行う、「ソリューション」ビジネスの展開を推進し、

販売を伸張させました。 

・この結果、法人向けモバイル事業については、増収となりました。 

・しかしながら、光コラボレーションの本格化等に伴い、ネットワーク事業において従来

型固定回線系商材の販売が減少したことから、セグメント売上高は前期比 2.3%減の 256

億円。 

・法人向け通信回線・デバイス管理サービスmovino starのシステム刷新や、提案型営業

強化に向けた人財投資などに費用を投じたこともあり、セグメント利益は 5.7%減の 23億

5千万となりました。 
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【ソリューション事業（法人向けモバイル事業）】（P.15） 

・movino starにつきましては、昨年 11月の大幅なリニュアルを機に、既存の顧客基盤の 

更なる拡充と新規顧客の開拓を推進いたしました。 

・加入 ID数は前期比で増加し、49万 3千となりました。本年 9月末を目処に、50万 ID 

という目標を掲げておりましたが、早期に達成できる見通しです。 

・法人向けモバイル事業においては、総合的なソリューションサービスの提供を積極的に

行いました。 

・主力商材のmovino starに加えて、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、ヘルプデスクやMDM等のソリューションサービスの需要が高まっており、売上総 

利益は約 20％増加しております。 

 

【ソリューション事業（ネットワーク事業）】（P.16） 

・ネットワーク事業では、NTT東西の光アクセスサービスを活用した自社の法人向けサー 

ビス「TG光」を展開しておりましたが、本年初頭より「TG光」の再卸事業も開始いたし

ました。 

・電設会社を始めとするパートナー企業に対して TG光の再卸と共に、光コラボ事業への 

早期参入を支援する「TG光サポートパッケージ」を提供し、FVNOのみならず FVNE

として業界の活性化に貢献していきたいと考えております。 

 

【決済サービス事業他（決済サービス事業①）】（P.17） 

・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。 

・本セグメントには、国内の決済サービス事業と海外事業が含まれております。 

・国内の決済サービス事業においては主に、取扱高（券面額）全体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の変化が続いたこ

とから、セグメント売上高は前期比 10.1%減少し、732億円となりました。 

・利益面につきましては、販路拡充等に伴うギフトカードの販売好調や海外事業における 

業績改善に加え、一過性の収益計上もあり、セグメント営業利益は 133.8%増の 15億 9千 

万円と、大幅増益を達成いたしました。 

 

【決済サービス事業他（決済サービス事業②）】（P.18） 

・国内の決済サービス事業においては、先程申し上げた商品構成の変化により減収となり

ましたが、PINとギフトカードを合わせた取扱高は前期比約 4%増加いたしました。 

・取扱店舗数の拡大や販促キャンペーンを実施した結果、Amazonや iTunes、Google Play

等ギフトカードの販売は好調に推移し、（ここには記載しておりませんが）ギフトカードの

みの取扱高では前期比 20%超増加しております。 
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【決済サービス事業他（海外事業）】（P.19） 

・海外事業についてご説明させていただきます。 

・中国での携帯販売事業につきましては、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。 

・中国においては、業務効率化や生産性向上等により管理コスト削減を実現いたしました。 

・一方、シンガポールでは決済サービス事業を展開しており、大手コンビニエンスストア 

等の販路において、ギフトカードの販売を推進しております。 

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

価も高水準となっており、取扱高が前年比で約 5倍と急成長し、黒字基調になってきてお

ります。 

・これらの結果、海外事業の業績は改善いたしました。 

 

【配当予想の修正（増配）】（P.20） 

・配当につきまして、16年3月期の当期純利益が期初予想の90億円を上回ったことから、

期末配当において 1株当たり期初予想から 2円の増配を予定しております。 

・この結果、期末配当金は 22円 50銭、年間配当金は 43円と、15年 3月期から 5円 50

銭の増配となる見込みです。 

・更に、17年 3月期におきましても、年間配当予想額が前期比 9円増配の 52円と、3期

連続の増配を予定しております。 

 

【連結業績予想と今後の取組み】（P.21） 

・続きまして、2017 年 3 月期の連結業績予想と当社の今後の取組みについてご説明申し

上げます。 

 

【中期目標】（P.22） 

・当社は 2020年度に向けて、ご覧のような中期定性目標を掲げております。 

・企業理念に基づき本目標を達成することで、持続的成長を実現するとともに、株主様や

お客様、取引先、従業員を含むすべてのステークホルダーの期待に応えること目指してお

ります。 
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【改正電気通信事業法（5/21施行）等が事業環境へ及ぼす影響】（P.23） 

・昨今の通信業界は劇的な転換期を迎えており、事業環境もまた急激に変化しております。 

・キャリアショップにおける取扱い商材・サービスの多様化や関連商材市場の更なる拡大、

MVNO・FVNOの本格化等に加え、通信政策や法改正の動きもたえず注視しなくてはなり 

ません。 

・本ページに記載のように、今月 21 日に施行される電気通信事業法の改正に伴い、改正

後のルールに則した対応が急務となります。 

・また、スマートフォンの端末購入補助の適正化に関するガイドラインを受けて、端末の

実質販売価格が上昇傾向にあります。 

・このような環境の変化により、販売現場におけるスタッフの業務負荷増大が想定されます。 

・更に、実質価格上昇に伴う新規契約市場の沈静化や端末買替サイクルの長期化に伴う販

売台数の減少の可能性も懸念されております。 

・従って、環境の変化をいち早く先取りし、スピーディかつ的確に対応する必要があると

痛感しております。 

 

【将来のための戦略的投資】（P.24） 

・このような事業環境の激変期だからこそ、変化を先取りし将来のための戦略的な投資を

実施し、変化をチャンスに繋げることが、より一層必要であると考えております。 

・従って当社は、各事業セグメントにおける積極的な戦略投資を加速・推進してまいります。 

・モバイル事業では今後はより一層、価格競争から店舗の質による競争にシフトしてきま

すので、「お客様に選ばれ勝ち残るショップ」を目指し、キャリアショップの店舗拡充を図

ると共に、販売スタッフを始めとして当社の根幹をなす人財投資も強化いたします。 

・また、アクセサリーショップにつきましても、新規出店を加速させる一方で、既存店舗

の強化・拡充を推進いたします。 

・更に、ソリューション事業と決済サービス事業におきましても、新たなコアビジネスの

構築を目指し、将来の成長に向けた人財やシステムへの投資、海外でのカード事業拡大の

検討など、戦略的投資を積極的に展開する計画です。 

 

【2017年 3月期 全社連結業績予想】（P.25） 

・17年 3月期の業績予想におきましては、実質販売価格の上昇並びに買替サイクル長期化

の可能性等を踏まえ、総販売台数は前期比 3.2%減の 454万台を計画しております。 

・お客様のニーズや通信事業者の施策に即した多様な商材・サービスを提供し、台当たり

単価やお客様当たりの販売単価の上昇に取り組むこと並びに、決済サービス事業その他セ

グメントでの増収計画を織り込み、連結売上高は 6,160億円と、微減（△0.7%）を予想し

ております。 

・一方、各セグメントにおいて将来の成長に向けた戦略的投資を積極的に推進し、連結営

業利益は前期比 4.3%減の 150億円を計画しております。 
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【モバイル事業：通期計画】（P.26） 

・モバイル事業におきましては全社業績予想のページでも申し上げたように、販売市場の

事業環境が厳しくなる中、セグメント販売台数は前期比 3.1%減の 436 万台を予想してお

ります。 

・売上高につきましては、通信事業者との連携の下、タブレットやアクセサリー等の関連

商材、光回線サービス、物販、電力など、お客様のライフスタイルに合わせた多様な商材・

サービスの提案を強化することで、前期比 1.2%減の 5,150億円と、小幅な減収にとどめる

計画です。 

・更に、移転・改装・大型化など勝ち抜くためのキャリアショップの拡充、人財登用や教

育投資による CS 向上と販売力強化、アクセサリーショップ事業の出店加速等の戦略投資

を積極的に実施することを踏まえ、セグメント営業利益は前期比 2.6%減益の 114 億円を

計画しております。 

 

【モバイル事業：アクセサリーショップ①】（P.27） 

・アクセサリーショップにつきましては現在、全国の主要都市において、自社ブランド

Smart Laboのリアルショップを 12店舗運営しております。 

・今後は既存店の強化・拡充を図る一方で、新規出店も加速させてまいります。 

・来月上旬には、関東における旗艦店として都心最大規模のアクセサリーショップ、Smart 

Labo新宿東口をオープンする予定です。 

・Smart Labo新宿東口は 2フロア合計で約 400㎡の大型店舗となり、1Fには約 3,000点

のスマホ向けアクセサリーやガジェット、IoT機器をラインナップいたします。 

・2Fフロアは、大規模なMVNO専用コーナー”Smart Labo Mobile”とオーディオコーナ

ー”Smart Labo Music”で構成されます。 

・オープニングイベントも多数企画しておりますので、新宿にお越しの際にはぜひお立ち

寄りください。 

 

【モバイル事業：アクセサリーショップ②】（P.28） 

・本年 4月より全国の Smart Laboと Smart Labo Onlineで使用できる、ハウスカードお

よび専用アプリ「Smart Laboメンバーズカード＆アプリ」の導入を開始いたしました。 

・本カードはリチャージ式のプリペイドポイントカードで、Smart Labo店舗のレジにて 

1,000円単位でチャージが可能です。 

・「Smart Laboメンバーズカード＆アプリ」を普及させることによって、当社独自の顧客

基盤を形成することができると考えております。 

・また、この度 16 年 3 月期末の株主様を対象に優待制度を導入するに当たり、本カード

の仕組みを活用した「Smart Laboギフトカード」（3,000円分）を贈呈することといたし

ました。 

・ 「Smart Laboギフトカード」は株主専用の優待品として、Smart Laboの店舗や Smart 

Labo Onlineにて、アクセサリー等の購入にご利用いただけます。 
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【モバイル事業：人財教育】（P.29） 

・当社独自の社内教育・研修機関「TGアカデミー」を進化・発展させ、2015年 4月に「キ

ャリア・デザイン・アカデミー（CDA）」を立ち上げました。 

・当アカデミーを通じて、新人スタッフから役職者層向けに至るまで、多様なプログラム

を多数実施しております。 

・商材・サービスの多様化・複雑化や消費者保護ルールの整備等に伴い、キャリアショッ

プ並びに販売スタッフの担う役割が益々重要性を増している中、当アカデミーを活用した 

積極的な人財投資も引き続き推進してまいります。 

・また、当アカデミーは社内教育のみならず、教育・研修サービスの外販も行なっており

ます。モバイル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顧客に対し

ても教育・研修プログラムを提供しております。 

 

【モバイル事業：キャリアショップの拡充①②③】（P.30、31、32） 

・移転・改装・大型化を含むキャリアショップの拡充も、将来の成長のために必要不可欠

な取組みです。 

・30ページから 32ページでは、当社の代表的な直営店の一部をご紹介させていただいて 

おりますが、いずれの店舗も高い集客力・販売力を備えております。 

・今後も「お客様に選ばれる魅力的なショップ」作りを目指して、戦略的な店舗投資にも 

注力してまいります。 

 

【ソリューション事業：通期計画および今後の取組み】（P.33） 

・ソリューション事業セグメントの法人向けモバイル事業におきましては、市場競争の激

化や買替サイクルの長期化等を想定し、販売台数は前期比 5.3%減の 17万 6千台となる見

込みです。 

・端末販売台数減少の影響もあり、セグメント売上高は前期比 2.3%減の 250 億円となり

ますが、企業顧客におけるスマートデバイス活用の本格化を追い風に、顧客ニーズに即し

た総合的なソリューションサービスの提案・提供を強化したします。 

・更に、ネットワーク事業につきましては、「TG光」関連事業を積極的に推進してまいり

ます。そのために、人財拡充や営業活動を積極的に実施してまいります。 

・これらの取組みにより、セグメント営業利益は前期比 5.1%増益の 24億 7千万円を計画

しております。 
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【ソリューション事業：業界対応型ソリューション事業の展開】（P.34） 

・当セグメントにおいては今後、業界対応型のソリューション事業も展開していきたいと

考えております。 

・この新たな取組みの一環として、本年 3 月 31 日付で学習塾運営大手ウィザスの子会社

で、教育コンテンツの販売を行なう株式会社 SRJ に 40%出資し、共同でタブレット・ソ

リューション事業を展開することとなりました。 

・SRJ社との協業により、タブレット端末、通信回線、教育コンテンツ、運用支援等をパ

ッケージ化したワンストップソリューションを提供することで、教育業界におけるタブレ

ット・ソリューション事業を推進いたします。 

・また、将来的には自治体やヘルスケアなど、ICTの更なる浸透が求められている分野に 

対しても、業界対応型ワンストップサービスの提供を計画しております。 

 

【決済サービス事業：通期計画および今後の取組み】（P.35） 

・決済事業におきましては、PINの減少傾向が緩やかになるとともに、販路拡充等を背景

としてギフトカードの取扱高が増加することから、セグメント売上高は前期比 3.8%増の

760億円と、増収に転じる見通しです。 

・一方で、将来の拡販に向けた販売関連システムへの投資や積極的な販売施策の展開を予

定しており、海外事業においても、カード事業拡大に向けた検討など、戦略的投資を積極

的に推進する計画です。 

・セグメント営業利益は減益予想ですが、主な要因は 2つあります。 

・先程申し上げた戦略的投資の実施に加え、16年 3月期とは異なり、一過性の収益計上が 

見込まれないこともあり、セグメント営業利益は前期比 28.9%減の 11 億 3 千万円を計画

しております。 

 

【ROE・営業利益推移】（P.36） 

・当社は設立以来、高水準のROEと営業利益を維持してきており、17年 3月期において

も 29.6%のROEを予想しております。 

・このような実績が評価された結果、「JPX 日経インデックス 400」にも継続採用されて

いるものと考えており、今後も資本効率を重視しつつ、収益力強化を図ってまいります。 

 

【株主還元策】（P.37） 

・株主還元策につきましては、先程も申し上げたとおり、16年 3月期は期末配当を 1株当

たり期初予想から 2円増配し、43円の年間配当金を計画しております。 

・17年 3月期の年間配当においても前期比 9円増配の 1株当たり 52円を予想し、3期連

続の増配を予定しております。 

・更に、16年 4月には 128億円規模の自己株式取得を実施しており、17年 3月期におけ

る資本効率の向上を見込んでおります。 

・今後も 30%以上の配当性向を維持しながら、株主の皆様への利益還元を実施してまいり

ますので、引き続きご支援の程をよろしくお願い申し上げます。 
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【企業理念】（P.38） 

・企業理念は、当社グループが持続的成長を実現するための重要な基盤です。 

・2020年に向けた中期定性計画も企業理念をベースに策定しており、全社の拠り所と位置

付けております。  

 

【一般社団法人 全国携帯電話販売代理店協会】（P.39） 

・当社が主体的に関与しております、全国携帯電話販売代理店協会（全携協）についてご

説明させていただきます。 

・当協会は、2014年 12月に設立されました。 

・通信業界に全体に対する苦情や相談への適切な対応を目的としており、当社会長の竹岡

が協会会長の重責を担っております。 

・会員数は 123社、キャリアショップ数につきましては 82.6%のシェアを占めており、業

界一丸となり ICTサービスの安心・安全な利用環境の実現を目指しております。 

 

本日はご清聴ありがとうございました。 

 

以上 

 


