
株式会社ティーガイア 2017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。 

本年 4月に代表取締役社長に就任いたしました金治です。 

 

【免責事項】（P.2） 

それでは私の方から、17年 3月期の連結決算概要、および 18年 3月期の業績予想と 

取組みについて、ご説明させていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

 

【2017年 3月期 連結決算概要】（P.3、P.4） 

・まず全社決算概要ですが、グリーンでハイライトした部分が 17 年 3 月期の実績値です。 

売上高は前期比 11％減少し、約 5,516億円となりました。 

・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。 

・一方、モバイル事業における台当たり粗利の変化などにより、売上総利益は約 617 億円

と前期比 2.6%の減少にとどまりました。 

・販管費につきましては、0.5%減の約 475億円となりました。 

・この結果、営業利益は前期比 8.9%減の 142億 7千万円、経常利益は 8.6%減の 142億 

 8千万円。法人税率の変更等もあり、当期純利益は2.1%増の96億 9千万円となりました。 

・なお、売上高が期初の計画に対して、10％以上、下回ると予想されたことにより、 

 4月 28日に業績予想を修正し、結果、修正予想値通りの着地となりました。 

 

【連結売上高・営業利益】（P.5） 

・全社の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、主に先ほど述べた理由で、全セグメントで減収となっております。 

・一方、営業利益も各セグメント固有の理由で全セグメント減益となっておりますので、 

後ほど個別にご説明いたします。 

 

【全社当期純利益の推移（5期比較）】（P.6） 

・本ページのグラフは、直近 5期の純利益の推移です。 

・13年 3月期から、当期純利益は継続して上昇しております。 

・有価証券売却益などの特別利益計上に加え、先程もご説明したような法人税率の変更も

あり、17年 3月期は 96億 9千万円と、過去最高益となりました。 

 

  



【全社販売台数】（P.7） 

・全社販売台数につきましては、総務省の指針の影響もあり、過度な販売競争が沈静化し

た結果、前期比 24万台減の 447万台となりました。 

・17 年 3 月期の四半期推移で見ると、新型 iPhone の発売効果などで好調だった第 3 四半

期に比べ、期末商戦期が盛り上がりを欠いたことから、第 4四半期の販売台数は伸び悩み、

前年同期比約 7%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、80%超まで上昇しており、モバイル販売市場に 

おけるスマートデバイスの普及が、引き続き継続しております。 

 

【全社売上高・営業利益 四半期推移】（P.8） 

・本ページは、16年 3月期と 17年 3月期の四半期毎の業績推移を示しております。 

・17年 3月期の営業利益につきましては、ご覧の通り四半期比較では、右肩上がりで 

推移いたしましたが、 御説明したとおり、期末の端末販売が低調であったことに加え、 

16年 3月期末に決済サービス事業で一過性の収益計上があったことで、17年 3月期の第 4

四半期は前年比で減益となりました。 

 

【モバイル事業 セグメント業績】（P.9） 

・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。 

まずはモバイル事業セグメントについてです。これは当社のモバイル端末販売の内、 

法人向けを除いた消費者向けの販売です。 

・モバイル事業セグメントの販売台数につきましては、前期比で 4.6%減の 431万台。 

・お客様への還元も含めた Gross の受取手数料減少の影響もあり、セグメント売上高は

10.8%減の 4,650億円となりました。 

・一方、過度な販売競争の沈静化に伴い、販売価格は安定いたしました。 

・更に、お客様のニーズに合わせて光回線など販売を強化すると共に、アクセサリー 

やコンテンツ等の関連商材販売においても、引き続き付加価値提案力を高めました。 

しかし、販売台数・売上の減少を補うには至らず、営業利益は 5.3%減の 110億 8千万円と

なりました。 

 

【販売拠点数】（P.10） 

・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による量販店、併売店ルート

の減少で、総数では減少しております。 

・一方、追ってご説明する大手通信キャリアのサブブランドショップやMVNOショップの 

出店等に伴い、キャリアショップ数は 16年 9月末以降、増加に転じております。 

 

  



【アクセサリーショップ】（P.11） 

・アクセサリーショップにつきましては 3 月末現在、自社ブランド Smart Labo のリアル

ショップを 18店舗と「Smart Labo Online」を展開しております。 

・新規店舗の展開については、後ほどご説明いたします。 

 

【戦略的投資①】（P.12） 

・ここからは、戦略的投資についてご説明いたします。 

従来からのキャリアショップにおいては、「お客様に選ばれ勝ち残るショップ」作りを 

目指し、新規出店・移転・大型化などの拡充を積極的に行いました。 

・その内、新規出店の代表例として、長崎県の「au ショップ長与」と神奈川県の「ドコモ

ショップ海老名西口店」を 7月末にオープンいたしました。 

・それぞれ九州と関東の屈指の大型店舗として、高い集客力を誇っております。 

 

【戦略的投資②】（P.13） 

・MVNOと大手通信キャリアのサブブランドにつきましては、ご存知のとおり総務省が、 

契約者全体の 10％に相当する 1,500万件まで契約数を拡大させる目標を掲げられ、強い 

後押しをされていることもあり、マーケットシェアが急激にアップしております。 

・事業者からの強い要望もあり、当社も、UQスポットや楽天モバイルショップの出店を 

加速させております。 

 

【戦略的投資③】（P.14） 

・Smart Labo は、17 年 3 月期下期以降、名古屋の栄地下、池袋サンシャインシティアル

パ、北千住マルイ、なんばマルイ、金沢フォーラス、イオンモール秋田、ららぽーと湘南

平塚に合計７店舗、新規出店いたしました。  

・そのうち秋田、湘南は楽天モバイルとのコラボショップです。 

・コラボショップにつきましては、後ほど今期の取り組みのところでもう少しご説明します。 

 

【人財教育】（P.15） 

・ソフト面での人財投資も引き続き重視し、積極的に推進しております。 

・商材・サービスの多様化や電気通信事業法改正に伴う消費者保護ルールの整備が進む中、

販売スタッフの担う役割がより一層重要性を増しております。 

・人財教育を担う連結子会社として当社が 15年 4月に立ち上げた「キャリア・デザイン・ 

アカデミー（CDA）」では、主に自社の従業員を対象とする多様な研修プログラムを展開 

しております。 

・他社向けサービスも行っており、当社のパートナー代理店向けの、有償・無償の研修や、

全国携帯電話代理店協会に加盟する同業他社のスタッフ向けの研修を開始し、手前味噌 



ながら高い評価を得ております。 

・更に、業界を超えた、ケーブル TV事業者や銀行向けにも研修を開始しております。 

まだ十分収益を生むレベルではありませんが、非常に難しい商材を丁寧な説明で販売する

ノウハウは業界を超えて通用すると信じており、スーパー店長の次のキャリア、活躍の場

としても、研修事業を更に拡大していきたいと思っております。 

 

【ソリューション事業 セグメント業績】（P.16） 

・次に、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。 

・本セグメントは、法人向けモバイルソリューション事業と固定回線系のネットワーク 

事業で構成されております。 

・法人向けモバイルソリューションにおきましては、16年 3月期に複数の大口需要が 

あったことから、17年 3月期の販売台数は前期比で 19.7%減の 15万 1千台となりました。 

・しかしながら、端末の初期設定やヘルプデスクなど、スマートデバイス導入サポート 

業務など、積極的に展開することで、増益を確保いたしました。 

・一方、ネットワーク事業においては、主力商材のＮＴＴ東西の光回線サービスが卸売 

モデルに移行し、大きな転換期を迎えていることから、従来型の光回線の手数料が著しく

減少し、減収となりました。 

・更に、当社の独自サービス「TG光」の拡販を費用先行で推し進めたことで、営業利益は 

大幅減益となりました。 

・これらの結果、ソリューションセグメント全体では、売上高は前期比 13.3%減の 222 

億円。営業利益は同 21.3%減の 18億 5千万円となりました。 

 

【ストック型ビジネス】（P.17） 

・ソリューション事業セグメントにおける「ストック型ビジネス」への取り組みについて 

ご説明します。 

・法人向けの通信回線・ID管理サービス「movino star」につきましては、15年 11月の大

幅リニュアルを機に機能を拡充し、既存顧客の拡大と新規顧客の開拓を推進しております。 

・このような取組みが功を奏して、加入 ID数は前期比で 5.3%増加し、45万 6千となり 

ました。 

・一方、ネットワーク事業では、独自ブランドの光アクセスサービス「TG光」の累計回線

数を右肩上がりに増加させております。 

・ヘルプデスクや他の法人顧客向けソリューション商材と合わせることで、将来の安定的

なストック型ビジネスモデルの確立を目指しております。 

 

  



【業界特化型ソリューション事業】（P.18） 

・ソリューションセグメントにおいては、引き続き業界特化型のソリューション事業も 

強化しております。 

・その一つが教育業界であり、16年 3月末に出資した（株）SRJの 100％子会社 V-Growth

社と共同で、同社の顧客である 2,000教室以上の学習塾をターゲットに、タブレット端末、

通信回線、コンテンツと、運用・監視等をパッケージ化したワンストップソリューション

の提供を開始し、「教育ソリューション」事業を推進しております。すでに 500教室の導入

を決めております。 

・また、ヘルスケア業界への取組みの一環として、米国のヘルスケアサービスプロバイ 

ダーである Diary社と 16年 11月に独占販売代理店契約を締結いたしました。  

・Diary社は、予防医療分野において、スマートデバイス経由で個人の健康記録を収集・ 

管理することで、医療・介護関係者の連携を高めるサービスを展開しており、当社のアレ

ンジで地方自治体での採用も決定いたしました。 

・まだ採算が見込める段階ではありませんが、トライアル的に継続したいと思っております。 

・今後も ICT の積極的な利活用が求められる分野に向けて、業界特化型の新たなソリュー

ション事業拡大を図ってまいります。 

 

【決済サービス事業他 セグメント業績】（P.19） 

・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。 

・国内の決済サービス事業においては、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シフトが続いていること

から、売上高は前期比 12.1%減の 643億円となりました。 

・しかしながら、ギフトカードの取扱高は増加しており、PIN とギフトカードを合わせた

全体の取扱高も約 3.1%増加いたしました。 

・一方で、キャンペーンなどの販促費が増加したことに加え、先程もご説明の通り、16 年

3月期は一過性の収益が計上されていたこともあり、営業利益は前期比 15.7%減の 13億 

4千万円となりました。 

 

【取扱店舗数】（P.20） 

・また、「国内の決済事業の取扱店舗数」については、従来のコンビニエンスストアに 

加え、新たな販路開拓に努めた結果、PINとギフトカード商材を合わせて、16年 3月期末

から約 2,500店増加いたしました。 

 

  



【海外事業】（P.21） 

・次に、「決済サービス事業他セグメント」に含まれている「海外事業」についてご説明し

ます。 

・当社はシンガポールでも、決済サービス事業を展開しております。 

・17 年 3 月期は大手コンビニエンスストアに加え、高級スーパー等でギフトカードが採用

され、取扱高は伸長いたしましました。 

・その他、東南アジアでの展開も検討しており、後ほど説明いたします。 

 

【子会社の異動】（P.22） 

・主要な子会社の異動についてご説明させていただきます。 

・2010年以降、上海において子会社を設立。チャイナユニコムショップを運営し、携帯 

電話販売事業を展開してまいりましたが、海外事業における経営資源の集中を図るため、

昨年末に同社の全ての株式を売却いたしました。 

・また、本年 4 月 1 日付で、ドコモショップ 6 店舗を運営する連結子会社「株式会社 TG

宮崎」を吸収合併いたしました。この合併により、販売強化と管理体制の効率化を目指し

ます。 

 

【2018年連結業績予想と今後の取組み 中期定性目標】（P.23、P.24） 

・続きまして、18年 3月期の「連結業績予想」と「今後の取組み」についてご説明申し 

上げます。 

・当社はご覧のような「2020年度に向けての中期定性目標」を、15年 11月より掲げて 

おります。 

・本事業年度においてはこの中期目標を踏まえ、メインビジネスの携帯電話販売に加えた

「新たな収益基盤の構築」と、「全社の生産性向上」を、より集中的かつ積極的に推進して

まいります。 

・次のスライドで、取り組みの内容を簡単にご説明いたします。 

 

【主な取組み内容】（P.25） 

・まず、「新たな収益基盤の構築」についてご説明いたします。 

・モバイル事業においては、Smart Laboの出店を通じた新たな商材・販路の拡充を図る 

一方で、自社のユニークな店舗関連ノウハウをベースにした店舗関連ソリューションビジ

ネスの創出を推進してまいります。 

・ソリューション事業では、のちほどご説明する他社との資本・業務提携によるヘルプ 

デスクビジネスと法人顧客向け ITソリューションを拡充すると共に、業界特化型ソリュー

ション事業を深堀します。また、movino starや、「TG光」の直販・再卸等を通じて、スト

ック型収益の増加を図ります。 



・決済サービス事業については、商材・販路拡充を含めた国内決済サービスの強化・拡大

に加え、東南アジアでのビジネス拡大も検討してまいります。 

・これらの取組みを従来以上に積極的に推進することで、「将来の収益の柱となるビジネス

の構築」を図ります。 

・次に、「全社の生産性向上」への取り組みについてご説明いたします。 

・「働き方改革」の推進は生産性の向上に直結するとの認識の下、ショップの営業時間短縮

や定休日の設定などに取り組むと共に、社内で「メリハリシフト」と呼んでいる変形労働

制の活用を徹底することで、社員のプライベートライフ充実と生産性向上の両立を実現 

してまいります。 

・また、優秀な人財の確保・育成に注力し、正社員化の更なる推進や新卒社員の採用を 

強化・拡大してまいります。既に本年 4月 1日付で契約社員約 1,300人を正社員化して 

おり、来年度は新卒社員の採用を今春の 160人から倍増させる計画です。 

・このような人財は、新たなビジネス分野へも積極的に登用し、将来の柱となる収益基盤

の拡充に繋げて行きます。 

・また、派遣社員を含む全ての新人スタッフを対象に同業他社に先駆けて、東京・大阪で

の 1週間の集合研修も実施する等、人財育成にも従来以上に積極的に取り組んでおります。 

・限りある人財の定着率・熟練度を上げることが、生産性向上のために重要であるとの 

認識の下、このような人事面での諸施策を最優先で推進いたします。 

・加えて、全社的な基盤システムの新開発や最新のクラウド・ＷｉＦＩ・カメラをフル 

活用したＩＴ環境の整備・活用、および自社倉庫の見直しにより、ロジスティクスの高度

化等積極的に推進して行きます。 

・このような取組みを通じて、生産性においても業界No.1を目指してまいります。 

 

【2018年 3月期 全社連結業績予想】（P.26） 

・18年 3月期の全社連結業績予想はご覧の通りです。 

・今年度発売が予定されている魅力的な新モデルへ注力するとともに、サブブランドや

MVNO を含めた販売を積極的に強化することで、総販売台数は前期比 3.4%増の 462 万台

を計画しております。 

・全社販売台数の増加に加えて、お客様のニーズや通信事業者の施策を踏まえた店舗運営

力の更なる向上による収益力の強化で、連結売上高は 5,650億円と、前期比 2.4%の増収を

予想しております。 

・一方、ショップや人財、システム投資など、将来の成長に向けた戦略的投資を各セグ 

メントで積極的に推進いたします。 

・このため、販管費は前期比 6.2%増の 504億円になる見通しですが、モバイル事業および

ソリューション事業セグメントでの増益を見込み、連結営業利益は前期比 6.5%増の 152億

円を計画しております。 



【モバイル事業 業績予想】（P.27） 

・モバイル事業におきましては、全社業績予想のページで申し上げた販売強化策を通じて、

セグメント販売台数が前期比 3.2%増の 445 万台、売上高は前期比 2.8%増の 4,780 億円を

見込んでおります。 

・更なるショップの移転・改装・大型化などのキャリアショップの拡充や、人財投資・ 

登用に加え、サブブランドショップやMVNOショップの出店加速等、戦略投資の推進に 

伴い販管費が増加いたします。 

・一方、店舗の生産性向上を徹底することでセグメント営業利益は前期比 8.8%増益の 120

億 5千万円を確保する見込みです。 

 

【新コンセプトショップ】（P.28） 

・前期の決算パートでもご説明いたしましたが、17年 3月期の第 4四半期において、 

イオンモール秋田とららぽーと湘南平塚に、楽天モバイルショップとアクセサリー 

ショップ Smart Laboをコラボさせた新コンセプトショップをオープンいたしました。 

・更に、本年 4月には関西エリアを代表する商業地区である阪急三番街にも、同様の 

コラボショップを出店いたしました。これらの店舗では既に、相互送客や店舗運営の 

効率化などの相乗効果が現れております。 

・今後もこのような、モバイルとアクセサリーの両方を取り扱う当社の強みを活かした、 

ショップの出店を継続的に実施してまいります。 

 

【アクセサリー】（P.29） 

・アクセサリー事業については、4月 27日付のリリースの通り、Smart Laboにとって 

初の自社製品、プライベートブランドとなる「Etincese（エタンセス）」を立ち上げ、今週

末より Smat Laboの店舗と Onlineで販売を開始いたします。 

・本ブランドは、20～30代の女性をメインターゲットとしており、個性的なデザインや 

高い機能性を特徴としております。 

・第 1弾のテーマである「trip to Hawaii」では、12のデザインを展開予定です。 

 

【ソリューション事業 業績予想】（P.30） 

・ソリューション事業セグメントの法人向けモバイルソリューションにおける販売台数は、 

進行中の大口案件の獲得やスマートフォンへの切替需要等を見込み、前期比 10.6%増の 

16万 7千台を見込んでおります。 

・ヘルプデスク等の法人顧客向けソリューションサービスの獲得増加、および ISP光や TG

光の販売拡大等に伴うネットワーク事業における増収効果もあり、セグメント売上高は 

前期比 21.6%増の 270億円となる見込みです。 

・一方、人員体制強化を踏まえ、本セグメントでも販管費が増える見通しですが、セグ 

メント営業利益は前期比 5.5%増益の 19億 5千万円を計画しております。 



【PCテクノロジー㈱への出資】（P.31） 

・お手元に別の資料をお配りしておりますが、本日付でリリースさせていただいたように、 

当社は PCテクノロジー株式会社と、ICT機器ヘルプデスク事業や文教向け ICT事業に 

ついて業務提携することに合意し、同社に 40％出資しました。 

・当社はスマートフォンを利用される法人顧客向けソリューションサービス「TGスマート 

サポート」を提供してきましたが、ヘルプデスクを始めとして本サービスへの需要が拡大

しております。 

・今回の提携に伴い、ＰＣテクノロジーのＰＣ向けコールセンター運営の経験とノウハウ

を生かし、更なる拡大を推進いたします。 

・また、すでに開始している塾や学校向けビジネスでの活用も図ってまいります。 

 

【決済サービス事業 業績予想】（P.32） 

・決済サービス事業は、デジタルコードの普及、法人での需要増加を見据えた、販売関連 

システムへの投資や販売施策の展開を予定しており、また東南アジアの事業も今上半期中

には、具体的なプランを確定させる予定です。 

・またギフトカード販路では、コンビニエンスストア再編による影響も予想されております。 

・これらの状況を踏まえてセグメント営業利益は、前期比 10.4%減の 12億円を計画して 

おります。 

 

【ROE・営業利益 推移】（P.33） 

・当社のROEは設立以来高水準で推移しており、今期においても 30.8%を予想しております。 

・このような実績が評価され、「日経インデックス 400」にも継続採用されているものと 

考えております。 

・今後も資本効率を重視し続けます。 

 

【株主還元策】（P.34） 

・株主還元策につきまして、17 年 3 月期は期初の予想通り 1 株当たり 26 円の期末配当を

予定しており、年間では 52円となります。 

・18年 3月期の年間配当においても 17年 3月期比 3円増配の 1株当たり 55円を予想して 

おり、4期連続の増配を見込んでおります。 

・今後も株主還元を重視し、30%以上の配当性向を維持しつつ、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。 

 

  



【職場環境の整備】（P.35） 

・職場環境の整備について説明させていただきます。 

・当社では、女性の登用や障がい者の積極採用、育児・介護と仕事の両立支援等を積極的

に推進しております。 

 また、障がい者雇用についても、2008 年のティーガイア設立以来、常に 2%以上の雇用

率を維持しております。 

 女性管理職比率は、以前から目標としてきた 10%を今期中に超える見込みです。 

・また、本年 3月に、一般財団法人 日本次世代企業普及機構が主催する第 2回「ホワイト

企業アワード」において、「労働時間削減部門大賞」を受賞いたしました。 

・「地域や責任者が異なる複数の店舗や事務所において変形労働制（メリハリシフト）を 

実行し、成果を上げている点が評価された結果であり、まずは生産性アップのための最初

の施策が評価されたことを喜ばしく思っております。 

・今後も職場環境を整備し、更なる生産性アップと ES向上を促進していきたいと考えて 

おります。 

 

【CSR活動】（P.36） 

・ご参考までにこちらには、当社の CSR活動について記載しておりますので、お時間の 

ある時にお読みください。 

・本社周辺の清掃や献血活動など、「社員参加型」のボランティア活動も積極的に実施して

おります。 

 

【（参考）全国携帯電話販売代理店協会の取組み】（P.37） 

・最後に、当社が中心的存在として深く関与している全国携帯電話販売代理店協会 

（全携協）の取組みについてご説明させていただきます。 

・同協会主導により 17年より開始された「あんしんショップ認定制度」においては、業界 

全体の更なる健全化を目指し、優良ショップに「あんしんショップ認定マーク」授与を 

スタートしております。 

・本年 4月 1日現在、協会に加盟する販売代理店のキャリアショップの内、64%に相当 

する 5,328店舗が認定済みとなっており、当社の直営ショップの認定率は 100％です。 

・また、子供たちが安心・安全にインターネットを利用できるよう、子供や保護者、 

教職員を対象に実施するセミナーの「e-ネットキャラバン」も展開しております。 

・当社の役職員も講師資格を取得し、100名以上が手を挙げてボランティアとして積極的に 

参画しております。 

・以上で私からの説明を終わります。 

・本日はご清聴いただきまして、誠にありがとうございました。 

 


