
株式会社ティーガイア 2014 年 3 月期 決算説明会 説明概要 

 
【表紙】 

皆様、本日は弊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、14 年 3 月期の決算概要、15 年 3 月

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。 

 

【2014 年 3 月期 連結決算のポイント】（P.3） 

・当期連結決算のポイントですが、売上高が前年同期比 4.1%減の 7,070 億円、営業利

益は 8.1%増の約 128 億円と、全社では減収増益となりました。 

・人気のスマートフォンの供給不足や新モデル発売前の買い控え等により夏商戦・年末

商戦を含めて第 3 四半期までの販売が想定を下回ったことに加えて、弊社の販売チャネ

ル 適化等に伴い、販売台数が減少したことが主な減収要因です。 

・また、後程ご説明いたしますが、決済サービス事業においても取扱商品構成の変化や

商品別の売上計上方法の違いにより、売上高が減少いたしました。 

・一方、キャリアショップやアクセサリー専門店等の各店舗や法人向けモバイル市場に

おいて、スマートフォン向けアクセサリーやコンテンツ等、魅力的な関連商材やサービ

スの提案を含め、スマートフォンやタブレットを拡販し、販路の採算性改善や全社的な

業務効率化などの構造改革を推進した結果、増益を確保することができました。 

 

【2014 年 3 月期 連結決算概要】（P.4） 

・決算概要につきましては、グリーンでハイライトした部分が 14/3 月期の実績値です。 

・詳しい数値はご覧の通りですが、先程ご説明しました販売台数減少の影響等により、

売上高については前年から約 298 億円、売上総利益では 33 億円強減少いたしました。 

・しかしながら、販売チャネルの採算性向上や業務改革の推進に伴い販管費が 43 億円

減少したことに加え、関連商材・サービスの販売やソリューション事業が堅調に推移し

た結果、営業利益は前期比で 9.6 億円、当期純利益では 2.5 億円増加いたしました。 

・なお、第 3 四半期までの販売が計画を下回り、期初に想定した水準まで携帯電話等の

販売台数を伸ばせなかった等の要因により、第 3 四半期決算発表に先立ち、2014 年 3

月期の業績予想を修正いたしました。 

・その際に第 3 四半期累計期間における会社計画未達分を反映する形で、売上高および

営業利益等を下方修正いたしましたが、年間 大の商戦期である第 4 四半期につきまし

ては、期初の計画を据え置きました。従って、修正後の通期計画到達までのハードルは

低くはありませんでしたが、全社を挙げてチャレンジした結果、1 月 30 日に修正した

通期業績予想値をほぼ達成することができました。 
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【2014 年 3 月期 連結決算（四半期別比較）】（P.5） 

・売上高については、通信キャリアの効果的な販売戦略も奏功し、第 1 四半期は増収と

なりましたが、第 2・第 3 四半期は販売台数減少等により、10%弱の減収となりました。

しかしながら、期末商戦において新規を中心に携帯電話等の販売市場が活性化した結果、

第 4 四半期は増収に転じました。 

・利益面では、販路 適化の効果等により第 1 四半期は（大幅）増益となりましたが、

販売台数減少の影響等で第 2・第 3 四半期は減益基調となりました。 

・けれども、2 年前にフィーチャーフォンやスマートフォンを購入された多数のお客様

の買い替えが発生したことや、消費税増税前および MNP 純増に関わるキャリアの施策

変更前の駆け込み需要から、先程ご説明したように期末商戦が盛り上がり、第 4 四半期

は 18%近い増益を確保することができ、営業利益率も向上いたしました。 

 

【全社売上高・営業利益】（P.6） 

・全社売上高と営業利益でありますが、セグメント別内訳は本ページに記載の通りです。 

・ご覧の通り売上高につきましては、14/3 期は 13/3 期に比べてモバイル事業の構成比

が若干上昇し、追ってご説明します通り商品別の計上方法の違いにより、決済サービス

事業他は低下しております。 

・営業利益につきましては、モバイル事業の構成比はほぼ横ばいですが、ソリューショ

ン事業は 3 ポイント強上昇しており、14/3 期はソリューション事業が好調であったこ

とが伺えます。 

 

【全社販売台数】（P.7） 

・全社の販売台数につきましては、前年度を下回る結果となったものので、560 万台と

修正計画通りの着地となり、スマートフォン比率は約 7 割まで上昇いたしました。 

（ご参考：期初計画 600 万台） 

・前年度比の減少要因としましては、人気端末の供給不足や新モデル発売前の買い控え

等の結果、第 3 四半期までの販売が低調に推移したことに加えて、採算性を重視した販

路見直しによる影響が大きかったと考えております。 

・また、先程からご説明しておりますように、2 年前に端末を購入された多数のお客様

の買い替えが発生したことや、増税前とキャリアの施策変更前の駆け込み需要に伴い、

新規を中心に期末商戦が盛り上がったことが、修正計画達成の主因と見ております。 

 

【モバイル事業】（P.8） 

・モバイル事業においては、販売台数が前年度を下回ったことから、減収となりました。 

・しかしながら、各店舗において業務品質と CS 向上に注力し、カバーや保護フィルム

等を始めとしてスマートフォン向けアクセサリーや各種コンテンツ等、お客様に喜んで
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いただける関連商材・サービスを提案しつつ、スマートフォンやタブレットなどスマー

トデバイスの販売を伸ばしたことが、増益に寄与いたしました。 

・更に、業務効率化を含めた構造改革に取り組み、販路の採算改善や全社的なコスト管

理を徹底したことから、当セグメントは前年度比 8%強の増益となりました。 

・一方、スマートデバイス需要の本格化に対応するべく、移転・改装等によるキャリア

ショップの大型化や拡充に努めましたが、販路見直し・ 適化を実施した結果、販売拠

点数は減少しております。 

 

【モバイル事業：TG アカデミーの取組み】（P.9） 

・弊社では 2012 年 4 月に、販売スタッフの教育・研修機関として「TG アカデミー」

を開校いたしました。 

・TGA では教育・研修のスペシャリストである SV を全国の販売拠点に派遣し、様々

な教育・研修プログラムを実施することで、販売スタッフの定着や業務スキルの向上と、

モチベーションアップを図っております。 

・本年 3 月末現在、50 名の SV と 270 名の（ショップ）トレーナーが在籍し、直営シ

ョップには店舗毎に 1 名のトレーナーが配置され、スタッフの育成に当たっております。 

 

【モバイル事業：アクセサリーショップの展開①】（Smart Labo）（P.10） 

・急速に拡大するスマホ関連市場への取り組みの一環として 2012 年 11 月に立ち上げ

たアクセサリー専門ショップ Smart Labo は、本年 3 月末時点でリアル店舗 10 店舗と

EC サイト楽天市場店を展開しております。 

・Smart Labo では、Android および iOS 向けの商品を販売し、平均取り扱いアイテ

ム数は各ショップ 1,500～2,000 と、オーソドックスな商品にとどまらず、高級品や個

性的な商品も含めて、お客様の多様なニーズに対応した幅広いラインナップを提供し、

快適なスマートフォンライフをトータルコーディネイトするセレクトショップとして、

ご好評いただいております。 

・本ページにおいては、3月にオープンした 2店舗を紹介させていただいておりますが、 

Smart Labo としては都内初出店となる「Smart Labo アトレ秋葉原」では、スマホア

クセサリーの情報発信基地となるべく、トレンド性やエンターテイメント性を意識した

商材を取り扱っております。JR 秋葉原駅の改札口に直結するアトレ秋葉原１の３F に

位置する当店は、ご来店のお客様向けに液晶保護フィルムを無償でサービスさせていた

だいておりますので、お近くにお越しの際にはぜひお立ち寄りいただければと思います。 

・また、ワンランク上のスマホスタイルを追求した Smartlabo.style 第 1 号店として、

同じく 3 月にオープンした「Smartlabo.style 阪急西宮ガーデンズ」は、芦屋発のレザ

ー製スマホカバー等、ファッション感度の高い地元のお客様の要望にお応えできるよう、

ハイセンスな商品を 2,000 点以上取り揃えています。 
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【モバイル事業：アクセサリーショップの展開②】AppBank Store（P.11） 

・同じくアクセサリーショップにつきましては、iPhone 向けレビューサイト運営やア

クセサリー販売に知見が深い AppBank Store 株式会社とのコラボレーションにより、

国内 大級のアクセサリーショップとして昨年 8 月に開店した「AppBank Store 新宿」

に続き、12 月には「AppBank Store 原宿」をオープンいたしました。 

・同店は、「クールジャパン」を象徴するスポットとして世界的に注目を集める、原宿

の竹下通りに位置し、「可愛い」をコンセプトとしたピンクを基調とする店内に、iPhone

向けアクセサリーは元より、人気の LINE やふなっしーなどのキャラクターグッズも販

売しております。 

・弊社が上海市内で運営しているチャイナユニコムショップにおいても、スマホ向けア

クセサリーに対するお客様の関心が高まり、洗練された豊富なラインナップが求められ

るようになってきておりますが、「AppBank Store 原宿」は外国人観光客にもご満足い

ただける魅力的なショップを目指して、お客様のスマホライフをサポートして行きたい

と考えております。 

 

【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、WiFi 専用タブレットを含む法人向

けの携帯電話等販売数が、前年同期比 34%、計画対比でも 33%増と大幅に増加しました。 

・また、デバイスの設定環境・情報の統合管理から盗難・紛失時の対応等まで、法人顧

客に強固なセキュリティ環境を提供する MDM（Mobile Device Mgmt.）やキッティン

グサービスおよびヘルプデスクの需要も高まっており、各種ソリューションサービスの

取り扱いが堅調に推移した結果、増収増益となりました。 

・更に、弊社独自の回線管理サービス”movinostar”の加入回線も、おかげ様で引き

続き増加基調にあります。 

 

【ソリューション事業：日本ワムネット（株）の子会社化】（P.13） 

・弊社は本年 3 月 31 日に、日本ワムネット社の株式の 63.5%を取得し、同社を連結子

会社化いたしました。同社の福井代表取締役社長は本年 4 月 1 日付で、IT ソリューシ

ョンの企画・販売を目的にビジネスソリューション事業本部管轄化に新設された「IT

ソリューション営業部」の部長に就任し、弊社の執行役員も兼任しております。 

・なお、NTT コミュニケーションズ（株）も同社株の 34%を保有される主要株主です。 

 

【ソリューション事業：日本ワムネット（株）とは】（P.14） 

・日本ワムネット社は、同社の顧客である製造業、建設業などの企業や印刷・出版社、

コンテンツ制作企業向けにクラウドベースの大容量データの伝送・共有・保管サービス
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を提供しているネットワーク・マネージメント・サービスプロバイダです。 

・その他、高機能 FAX サーバーの開発・販売事業、企業のサーバーのホスティング 

サービスなどを展開しています。 

 

【ソリューション事業：日本ワムネット（㈱）の GigaCC】（P.15） 

・特に、GigaCC は同社の主力サービスです。ここ数年で企業がクラウドサービスを業

務に利用する事例が増えていることに伴い、社外とのファイルや情報のやり取りをセキ

ュアに行うオンラインサービスも急速に需要が高まっている分野です。 

・GigaCC は大企業、海外展開する製造メーカーなどに採用されてユーザーを増やして

いる、業界でもトップクラスの実績をもつ企業向けオンラインストレージサービスです。 

このサービスにはスマートフォン用のアプリも用意されており、社外に安全に資料を持

ち出したり、タブレット端末を使って顧客へのプレゼンを効果的に行うことが可能です。 

・弊社は、スマートフォンの販売に合わせて、MDM や GigaCC のクラウドサービスな

どを組み合わせて提案し、顧客企業の営業活動の活性化や業務の効率化のためのソリュ

ーションをパッケージとして提案していきます。 

 

【ソリューション事業：当社の GigaCC の利用とコストダウン】（P. 16） 

・弊社では、この GigaCC を活用することによって、コストダウンを実現する予定です。 

現在は、弊社の多数のパートナー代理店に対して、毎月、請求書明細等の書類を郵送し

ていますが、今後は営業基幹システムからパートナー代理店毎に請求明細データを

PDF 形式で出力し、GigaCC に投入して行きます。GigaCC は自動的に代理店別のデー

タ保管庫に格納し、電子メールでパートナー代理店の担当者に通知します。 

・パートナー代理店は、ネットを介してデータとして明細を受け取ることができるので、

自社の会計システムでのデータ活用等、業務改善が可能となります。 

・弊社では、毎月の請求書明細データの出力、コピー、郵送業務等、膨大な量の業務を

人手で行っておりますが、これらが自動化されるだけでなく、宛先間違いによる誤送信

リスクの回避、郵送コストの削減も可能です。 

・具体的には郵送コストだけでも年間 1 千万円以上の削減が可能ですし、加えて、業務

の自動化・効率化に伴い、印刷・発送に関わる労務費の削減も実現できます。 

 

【決済サービス事業他（海外事業含む）】（P.17） 

・海外事業を含む決済サービス事業他において、ギフトカード商材の販売増加により、

決済サービス商材全体の取扱高は、前年度比 8.4%増となりました。しかしながら、一

部ユーザーのニーズが電子マネー系 PIN 商材からギフトカードにシフトした影響等も

あり、減収となりました。今まで何度かご説明させていただきましたが、PIN 商材では

取扱高全体（券面金額）を売上高として計上しているのに対して、ギフトカードでは受
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取手数料のみを売上高として計上されるため、ギフトカードの比率が上昇すると、売上

高が伸び悩んで見えることになります。 

・一方、中国で展開中の携帯電話販売事業では、14/3 期に計 5 店舗のチャイナユニコ

ムショップを新規出店し上海市内で 10 店舗体制を確立しておりますが、海外事業への

投資を推進したこともあり、当セグメントは減益となりました。 

・更に、2013 年 11 月には、将来の展開を見据え、シンガポールにも新たに現地法人

（Advanced Star Link 社）を設立しております。 

 

【留意事項】（P.18） 

・前期末より日本ワムネット社と Advanced Star Link 社を連結子会社とし、14/3 期に

おいては B/S のみ連結しております。 

・また、2 月 3 日より実施しておりました自己株式の公開買付けにつきましては、本ペ

ージに記載の通り終了いたしました。 

 

【新 企業理念】（P.20） 

・弊社は、今期より本ページに記載の「新 企業理念」を掲げております。ティーガイ

アの企業姿勢を示す「TG ビジョン：未来を拓く、明日への飛躍」を始めとして、社員

の行動指針である「TG アクション」と、企業として果たすべき使命「TG ミッション」

で構成される新 企業理念は、昨年夏に立ち上げた社内プロジェクトチームを中心に、

討議を重ねて創り上げたものです。 

・これにより弊社の根底を支えるスピリットが「挑戦」であり、「『コミュニケーション』

という１つの大きな業務を担う会社」であることが、再認識できました。今後は様々な

場面において、企業理念を拠り所に職務に当たって行くことになると考えております。 

 

【2015 年 3 月期 スローガン】（P.21） 

・前期に掲げておりました「『現場主義の徹底』による『スマホワールドの実現』を、

より一層進化・発展させるべく、今期は「『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」を、全社スローガンとして掲げました。 

・「現場主義」において、 も大切なのは「人財」です。引き続き TGA を中心として

「人財」育成を推進し、通信技術の進化や様々なコンテンツ、アプリケーションの拡大

等、スマートフォンが軸となる今後の我々の生活「スマホワールド」の実現に向かう変

革への適応力をつけ、勝ち残れる企業力・現場力の向上を目指してまいります。 

・また、本年 2月より、人事（・総務）部に「ダイバーシティ推進グループ」を新設し、

多様な社員活用を含めたダイバーシティを積極的に推進しております。加えて、ワーク

ライフバランスを重視し、社員一人ひとりが生き生きと活気に満ちて業務に当たり、現

場スタッフもバックオフィスのスタッフも高い業務品質とモチベーションを維持して
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更に高めていくことにより、筋肉質の企業体を作って行きたいと考えております。 

【2015 年 3 月期 連結業績予想】（P.22） 

・今期の業績予想については、モバイル事業における販路 適化の継続や市場動向の変

化により販売台数は微減となるものの、主として決済サービス事業における売上高伸長

によって全社では増収を見込んでおります。 

・また、前期の業務改革に続き、更なる本格的な構造改革を推進する一方、関連商材・

サービスの拡充に加え、ソリューション事業や決済サービス事業での利益増加により、

増益を見込んでおります。 

 

【2015 年 3 月期 連結業績予想（詳細）】（P.23） 

・今までご説明申し上げて来ました通り、業務効率化・構造改革効果や関連商材・サー

ビスを含めた収益源の多様化により、15 年 3 月期は増収増益を目指します。 

・ショップの移転・改装並びに大型化など、CS 向上に向けたショップ投資を継続し、

必要な施策を実行した上で、営業利益は約 2%増の 130 億円を計画しております。 

【2015 年 3 月期 連結業績予想（セグメント別）】（P.24） 

・売上高については、モバイル事業でほぼ横ばい、ソリューション事業と決済サービス

事業他では増収になる見込みです。 

・営業利益に関しては、モバイル事業で減益となりますが、ソリューション事業と決済

サービス他では増益を目指しております。 

 

【モバイル事業：事業環境】（P.25） 

・今期の事業環境ですが、スマートフォンについては契約比率上昇等により安定的な需

要が見込まれ、通信の高度化やエリアの拡大も進むものと想定しております。 

・また、タブレットも本格的な普及期を迎え、パーソナルユースの PC からタブレット

への移行が更に進展し、WiFi モデルも含めてタブレット市場は、中期的に拡大して行

く見通しです。 

 

【モバイル事業：通期計画）】（P.26） 

・先程もご説明申し上げましたが、モバイル事業においては、販売激化に伴う収益性の

低下等により微減収・減益を見込んでおりますが、リアル店舗・EC サイトの双方にお

いてアクセサリーショップを積極的に展開することも含めて、関連商材・サービスの拡

販を図ります。 

・また、市場環境の変化を踏まえて、販売台数も若干減少となる見込みですが、各店舗

においてタブレットを活用した提案強化を含め、フロアオペレーションの改革を推進す

る一方で、業務効率化やコストコントロールにも注力してまいります。 
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【モバイル事業：アクセサリーショップの展開】（P.27） 

・去る 4 月 11 日、名古屋市緑区に「Smart Labo イオンモール大高」をオープンいた

しました。Smart Labo としては東海地区での初出店であり、「大人リッチ」をキーワ

ードに、ファッション感度の高い商材を取り揃えております。 

・弊社は現在、11 店舗の Smart Labo と 2 店舗の AppBank Store で合計 13 店舗の

リアル店舗を展開しており、日本全国において幅広いお客様のスマホライフ充実をサポ

ートさせていただいております。 

 

【モバイル事業：オンラインショップの展開】（P.28） 

・更に、従来のスマートフォン向けアクセサリー販売サイト「Smart Labo 楽天市場」

を進化させ、4 月 1 日に弊社独自の EC サイトとして、「Smart Labo Online」をグラ

ンドオープンいたしました。 

・本サイトでは、約 2 万アイテムという業界 大規模の豊富な商品をラインナップし、

直営店舗での販売を補完するオンラインショップとして、来店客の多様なニーズに対応

すると共に、店頭での在庫切れをカバーすることにより、CS 向上を図っております。 

・また、お客様が当サイトで閲覧した商品をリアル店舗で購入する仕組みも導入するな

ど、オムニチャンネル戦略を積極的に展開しております。 

 

【ソリューション事業：通期計画】（P.29） 

・ソリューション事業の法人向け携帯販売においては、前期比8.7万台プラスを計画し、

4 割強と大幅な販売台数増を見込んでおります。 

・今後も本格化が期待されるスマホやタブレットの導入や PC からの切替え等をサポー

トすると共に、引き続き企業顧客のニーズに的確に対応した、 適なソリューションサ

ービスの提案を実施してまいります。 

・また、スマホやタブレットの普及に伴い、キッティングや MDM 等ソリューション

サービスの需要が高まりますので、契約件数増加にも繋げて行きたいと考えております。 

 

・FTTH 等固定系ネットワーク商材の加入者獲得におきましては、モバイルブロードバ

ンドの攻勢は続くものの、固定系とモバイル商材の新たなバンドルサービスが通信事業

者から提供されるようになることも想定されますので、弊社としましては、通信事業者

様との連携に基づき、事業環境や顧客ニーズの変化に合わせた商材・サービスの提供に

努めてまいります。 

 

【ソリューション事業：今後の取組み】（P.30） 

・法人顧客においても昨今はクラウドサービスのニーズが益々高まっており、「ソリュ
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ーションからクラウドサービスへ」のシフトが進みつつあります。 

・そのような事業環境下、ソリューション事業における今後の具体的な取り組みとしま

しては、お客様がスマホをどのように導入し、その事業に有効に活用されるか、アプリ

ケーションも含めてソリューションを提案することを目指し、前期末に連結子会社とな

った日本ワムネット社と連携して、クラウドサービスの開発・販売を行い、それらクラ

ウドサービスを活用したパッケージ商品の拡販等を進めてまいります。 

・また、ソリューション事業においても社内教育・研修を強化し、営業スキルや提案力

の強化により、CS 向上に注力してまいります。 

・更には、大手端末メーカーや OS メーカーとも緊密に連携し、合同セミナー等の開催

を通じてお客様のニーズに即したトータルサービスの提供にも積極的に取り組み、自社

サービスモデルの変革を図り、（単なる）回線・端末販売会社から、お客様のスマホワ

ールドをトータルにサポートする「Service Provider」への進化を目指して行きたいと

考えております。 

 

【ソリューション事業：日本ワムネット（株）とのシナジー】（P.31） 

・「今後の取り組み」でもご説明したように、日本ワムネット社とは両社の顧客基盤を

相互に有効活用し、モバイルデバイスとクラウドサービスのクロスセルやセット販売に

加えて、デバイス初期設定や業務アプリケーションのインストール、 適なデバイスご

利用のためのコンサルティング、業務デバイスに対するヘルプ代行やバージョンアップ、

設定のサポートまでをワンストップで実施する「TG Smart SUPPORT」など、当社独

自のパッケージ商品の開発・販売も推進してまいります。 

・また、弊社としての戦略的なクラウドサービス推進を踏まえて、両社間の人材交流も

含めて、総合的な営業力の更なる強化を図り、トータルソリューションサービスを提供

する中で、シナジーの 大化に取り組んでまいります。 

 

【決済サービス事業他：通期計画】（P.30） 

・決済サービス事業においては、今期増収・増益を計画しております。 

・尚、商材によって売上高の計上基準が異なりますが、券面金額に基づいた販売総額の

取扱高で見ますと、前期の 1,600億円から、今期は約 2,100億円に拡大する見込みです。

商品ラインナップ拡充と販売チャネルの多様化を図り、目標達成を目指してまいります。 

 

【決済サービス事業他：海外事業】（P.31） 

・中国の携帯販売事業では、4G サービス開始に伴い、上海市内のユニコムショップに

おいて引き続き質の高い日本式サービスの浸透に努め、お客様の顧客満足度や利便性を 

高めてまいります。現在、数店舗が単体では黒字化しておりますが、まだ採算ラインに

乗っていない店舗もございますので、スクラップ＆ビルドを実行しつつ、既存店の強化
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を図り、収益性の向上に注力してまいります。 

・また、弊社の主要株主である商社系企業を中心に、法人事業においても着実に回線管

理業務等の契約数を伸ばしてきており、16/3 期を目処に、中国事業全体の黒字化を目

指しております。 

・更に、シンガポールにおいてもギフトカードの販売を開始いたします。3 年弱に渡り

築き上げた発行元との良好な信頼関係やノウハウを活かし、決済サービス事業の展開を

図って行きたいと考えております。 

 

【株主還元策】（P.32） 

・株主の皆様への還元につきましては、14/3 期は期初の予想通り、1 株当たり 35 円の

配当をさせていただく予定です。 

・この結果、配当性向は弊社が目安としている 30%を上回る 40.3%となり、本年 2 月

から 3 月にかけて実施した自己株式取得（87.55 億円）を含めると、14/3 期は 170%近

い高水準の総還元性向となっております。 

・15/3 期については、前年度と同水準の 1 株当たり 35 円の配当を予定しており、先程

ご説明した「『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」

のスローガンの下、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の強化・多

様化を推進し、配当性向 30%以上を基本方針として株主様への利益還元を実施してま

いりますので、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 


