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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第2四半期 286,828 2.5 6,814 △15.4 6,746 △15.0 3,481 △20.0

22年3月期第2四半期 279,910 88.5 8,058 105.1 7,939 119.5 4,353 165.5

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

23年3月期第2四半期 6,794.97 6,791.24
22年3月期第2四半期 8,496.19 8,491.16

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期第2四半期 121,408 32,968 27.2 64,342.54
22年3月期 147,390 31,061 21.1 60,619.38

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  32,968百万円 22年3月期  31,061百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年3月期 ― 3,000.00 ― 3,000.00 6,000.00

23年3月期 ― 2,750.00

23年3月期 
（予想）

― 2,750.00 5,500.00

3.  平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 571,000 0.9 13,600 △10.5 13,400 △10.5 7,000 △14.0 13,661.34



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 512,395株 22年3月期  512,395株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  ―株 22年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 512,395株 22年3月期2Q 512,367株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であります。なお、この四半期決算短信の開示時点におい
て、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）3ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間（平成22年４月～９月）におけるわが国経済は、アジアを中心とする新興国の経済成長に

伴う輸出・生産の増加、企業収益の改善や個人消費の持ち直しが見られたものの、米国を始めとする海外景気の先

行き不安に加え、円高の進行やデフレ状況、厳しい雇用環境が続く等、先行きは依然として不透明な状況にありま

した。 

当社の主な事業分野である携帯電話等販売市場においては、スマートフォンやデジタルフォトフレーム、データ

カード等のデータ通信端末の相次ぐ導入により新たな需要が喚起されたことで、販売台数は前年同期比で増加し、

市場は拡大の様相を見せつつあります。 

このような事業環境下、当社はスマートフォンやデータ通信端末の販売およびサービス廃止が予定されている旧

規格対応端末から新規格対応端末への切り替え需要の取り込み等に引き続き注力した結果、プリペイド携帯電話を

含む販売台数は270万台（前年同期比7.8％増）となりました。しかしながら、廉価端末の増加や市場競争の激化に

伴う値引き施策の拡大に加え、通信事業者の販売代理店に対する手数料体系改定の影響等により、モバイル事業に

おいては、売上高および営業利益は減少いたしました。 

ネットワーク事業においては、FTTH（Fiber To The Home）等光回線サービスの販売およびマイラインサービス

の獲得に注力したものの、市場の成熟化に伴う営業効率の悪化等により、売上高および営業利益は減少いたしまし

た。 

プリペイド決済サービス事業他では、大手コンビニエンスストア販路でのPIN（Personal Identification 

Number）販売システムを用いた電子マネー系商材やプリペイド携帯電話の販売が好調に推移した結果、売上高およ

び営業利益は増加いたしました。 

この結果、当第２四半期累計期間（平成22年４月～９月）における業績は、売上高2,868億28百万円（前年同期

比2.5％増）、営業利益68億14百万円（前年同期比15.4％減）、経常利益67億46百万円（前年同期比15.0％減）と

なりました。なお、第１四半期に「資産除去債務に関する会計基準」の適用初年度にかかる特別損失を４億円計上

した結果、四半期純利益は34億81百万円（前年同期比20.0％減）となりました。 

セグメントの業績は次のとおりであります。 

 

（モバイル事業） 

当第２四半期累計期間（平成22年４月～９月）につきましては、スマートフォンやデジタルフォトフレーム、デ

ータカード等のデータ通信端末の販売およびサービス廃止が予定されている旧規格対応端末から新規格対応端末へ

の切り替え需要の取り込み等に引き続き注力いたしました。加えて、法人営業の更なる強化等に努めた結果、プリ

ペイド携帯電話を除く販売台数は263万台（前年同期比6.9％増）となりました。 

しかしながら、廉価端末の増加や市場競争の激化に伴う値引き施策の拡大等により、売上高は2,402億88百万円

（前年同期比1.3％減）となりました。営業利益については、既存販路の 適化や業務効率化、統合効果の実現に

おいて一定の成果があったものの、前述の廉価端末の増加や値引き施策の拡大に加え、通信事業者の販売代理店に

対する手数料体系改定の影響等により50億68百万円（前年同期比14.9％減）となりました。 

 

（ネットワーク事業） 

当第２四半期累計期間（平成22年４月～９月）につきましては、引き続き有力代理店を中心とする販売体制の整

備や直販での提案営業の強化による営業品質の向上に加え、他社とのアライアンス強化等の加入促進策を実施し、

FTTH等光回線サービス販売およびマイラインサービス獲得に注力いたしました。しかしながら、市場の成熟化に伴

う未加入ユーザーの減少や獲得コストの上昇で営業効率が悪化したこと等によって、売上高は106億40百万円（前

年同期比3.7％減）、営業利益は13億19百万円（前年同期比28.8％減）となりました。 

 

（プリペイド決済サービス事業他） 

当第２四半期累計期間（平成22年４月～９月）につきましては、大手コンビニエンスストア販路における認知度

向上に加え、ネット通販やSNS（Social Networking Service）上のコンテンツ購入時における決済手段としての利

用が増加したこと等により、PIN販売システムを用いた電子マネー系商材の販売が好調に推移いたしました。加え

て、プリペイド携帯電話の販売が伸長した結果、売上高は359億円（前年同期比40.6％増）、営業利益は４億26百

万円（前年同期比69.4％増）となりました。 

（２）財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

流動資産は、前事業年度末に比べ20.0％減少し、1,023億56百万円となりました。これは、売掛金が178億83百

万円、商品が40億34百万円、未収入金が33億７百万円それぞれ減少したことによります。 

固定資産は、前事業年度末に比べ1.7％減少し、190億52百万円となりました。これは有形固定資産が２億90百
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万円、関係会社株式が２億円それぞれ増加し、のれんが７億59百万円減少したことによります。  

この結果、総資産は、前事業年度末に比べ17.6％減少し、1,214億８百万円となりました。 

（負債）  

流動負債は、前事業年度末に比べ24.8％減少し、840億69百万円となりました。これは、買掛金が194億55百万

円、短期借入金が41億円、未払金が35億11百万円それぞれ減少したことによります。 

固定負債は、前事業年度末に比べ4.9％減少し、43億70百万円となりました。これは、長期借入金が11億64百

万円減少し、資産除去債務が10億10百万円増加したことによります。  

この結果、負債合計は、前事業年度末に比べ24.0％減少し、884億39百万円となりました。 

（純資産） 

純資産は、前事業年度末に比べ6.1％増加し、329億68百万円となりました。  

（キャッシュ・フロー）  

営業活動によるキャッシュ・フローでは77億78百万円の獲得（前年同期比48.0％減）となりました。これは主

に税引前四半期純利益で64億９百万円計上したこと、売上債権の減少178億83百万円、仕入債務の減少194億55百

万円および、たな卸資産の減少40億34百万円によるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローでは６億72百万円の支出（前年同期比195.0％増）となりました。これは

主に有形固定資産の取得による支出４億61百万円および、関係会社株式取得による支出２億円によるものであり

ます。  

財務活動によるキャッシュ・フローでは72億97百万円の支出（前年同期比54.7％減）となりました。これは短

期借入金の減少41億円、長期借入金の返済による支出16億64百万円および、配当金の支払15億33百万円によるも

のであります。 

以上により、当四半期会計期間末における現金および現金同等物は前事業年度末より１億91百万円減少し、12

億73百万円となりました。 

（３）業績予想に関する定性的情報 

  平成22年５月13日に公表いたしました通期の業績予想に変更はありません。 

  当第２四半期累計期間業績の、平成22年５月13日に公表いたしました通期業績予想に対する進捗率は、売上高

50.2％、営業利益50.1％、経常利益50.3％、四半期純利益49.7％で推移しております。 

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目を重要なものに限定する方法によっております。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用してお

ります。 

これにより、当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ32百万円、税引前四半期純利益は、432百

万円減少しております。 

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,273 1,465

売掛金 54,998 72,882

商品 31,329 35,363

貯蔵品 73 74

未収入金 12,864 16,171

その他 1,824 2,086

貸倒引当金 △8 △37

流動資産合計 102,356 128,007

固定資産   

有形固定資産 3,411 3,121

無形固定資産   

のれん 8,065 8,824

その他 796 877

無形固定資産合計 8,861 9,702

投資その他の資産   

関係会社株式 200 －

敷金 4,218 4,244

その他 2,412 2,368

貸倒引当金 △51 △54

投資その他の資産合計 6,778 6,559

固定資産合計 19,052 19,383

資産合計 121,408 147,390

負債の部   

流動負債   

買掛金 46,226 65,681

短期借入金 6,400 10,500

1年内返済予定の長期借入金 8,828 9,328

未払金 18,041 21,553

未払法人税等 3,013 2,938

預り金 176 148

賞与引当金 1,053 1,249

引当金 120 114

その他 211 222

流動負債合計 84,069 111,736

固定負債   

長期借入金 2,180 3,344

退職給付引当金 441 447

資産除去債務 1,010 －

その他 738 801

固定負債合計 4,370 4,593

負債合計 88,439 116,329
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（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,098 3,098

資本剰余金 5,585 5,585

利益剰余金 24,235 22,290

株主資本合計 32,918 30,974

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 49 86

評価・換算差額等合計 49 86

純資産合計 32,968 31,061

負債純資産合計 121,408 147,390
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

売上高 279,910 286,828

売上原価 248,678 257,026

売上総利益 31,232 29,802

販売費及び一般管理費 23,174 22,987

営業利益 8,058 6,814

営業外収益   

受取利息 3 2

受取配当金 3 1

受取家賃 4 2

受取保険料 6 16

受取補償金 9 －

その他 13 20

営業外収益合計 40 43

営業外費用   

支払利息 149 103

その他 9 7

営業外費用合計 159 111

経常利益 7,939 6,746

特別利益   

貸倒引当金戻入額 7 29

過年度還付消費税等 58 －

受取補償金 － 22

退職給付制度終了益 12 －

固定資産売却益 1 25

特別利益合計 79 77

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 400

減損損失 19 －

関係会社株式評価損 77 －

固定資産除却損 5 12

固定資産売却損 － 1

その他 0 －

特別損失合計 101 414

税引前四半期純利益 7,917 6,409

法人税、住民税及び事業税 3,462 2,827

法人税等調整額 101 100

法人税等合計 3,564 2,927

四半期純利益 4,353 3,481
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（第２四半期会計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年７月１日 

 至 平成22年９月30日) 

売上高 144,604 148,015

売上原価 128,464 132,788

売上総利益 16,139 15,227

販売費及び一般管理費 12,238 11,667

営業利益 3,900 3,559

営業外収益   

受取利息 2 1

受取家賃 2 1

受取保険料 0 0

受取補償金 9 －

その他 8 12

営業外収益合計 23 15

営業外費用   

支払利息 72 51

その他 5 7

営業外費用合計 78 58

経常利益 3,845 3,516

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 0

過年度還付消費税等 58 －

受取補償金 － 22

退職給付制度終了益 12 －

固定資産売却益 1 13

特別利益合計 72 36

特別損失   

減損損失 8 －

関係会社株式評価損 77 －

固定資産除却損 3 7

その他 0 －

特別損失合計 88 7

税引前四半期純利益 3,829 3,545

法人税、住民税及び事業税 2,376 1,996

法人税等調整額 △629 △397

法人税等合計 1,746 1,599

四半期純利益 2,082 1,946
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 7,917 6,409

減価償却費 697 711

のれん償却額 765 759

減損損失 19 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 400

貸倒引当金の増減額（△は減少） △24 △31

賞与引当金の増減額（△は減少） △252 △196

短期解約損失引当金の増減額（△は減少） △9 6

退職給付引当金の増減額（△は減少） △104 △6

受取利息及び受取配当金 △6 △4

支払利息 149 103

固定資産売却損益（△は益） △1 △23

固定資産除却損 5 12

売上債権の増減額（△は増加） 15,983 17,883

未収入金の増減額（△は増加） 5,263 3,301

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,885 4,034

仕入債務の増減額（△は減少） △13,387 △19,455

未払金の増減額（△は減少） △3,910 △3,299

その他 350 △4

小計 19,339 10,601

利息及び配当金の受取額 6 4

利息の支払額 △145 △106

法人税等の支払額 △4,243 △2,722

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,957 7,778

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △418 △461

有形固定資産の売却による収入 17 47

ソフトウエアの取得による支出 △169 △176

関係会社株式の取得による支出 － △200

貸付けによる支出 － △2

貸付金の回収による収入 94 13

敷金の差入による支出 △80 △72

敷金の回収による収入 405 99

その他 △76 80

投資活動によるキャッシュ・フロー △227 △672

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） △12,900 △4,100

長期借入金の返済による支出 △1,664 △1,664

株式の発行による収入 0 －

配当金の支払額 △1,544 △1,533

財務活動によるキャッシュ・フロー △16,108 △7,297

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,378 △191

現金及び現金同等物の期首残高 2,690 1,465

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,312 1,273
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該当事項はありません。 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第２四半期累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

（単位：百万円）

（注）１．商品の種類、販売方法等の類似性、損益集計区分及び関連資産に照らし、事業区分をおこなっており

ます。 

２．各事業の主な商品 

（１）モバイル事業 … 携帯電話、PHS 

（２）ネットワーク事業 … マイライン、FTTH 

（３）プリペイド決済サービス事業他 … 携帯プリペイドカード・電子マネー・コンテンツ 

〔所在地別セグメント情報〕 

前第２四半期累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

本邦以外の国又は地域に所在する在外支店が存在しないため、該当事項はありません。 

〔海外売上高〕 

前第２四半期累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は事業内容別のセグメントから構成されており、「モバイル事業」、「ネットワーク事業」、「プリペ

イド決済サービス事業他」の３つを報告セグメントとしております。 

「モバイル事業」は、携帯電話等の通信サービスの加入契約取次事業と携帯電話等の販売事業を行っており

ます。「ネットワーク事業」は、法人・個人に対するマイライン等の固定電話回線の通信サービス利用に関す

る契約取次事業やブロードバンド化にともなうFTTH等光回線サービス販売事業を行っております。「プリペイ

ド決済サービス事業他」は、全国の主要コンビニエンスストアを通じてのPIN販売システムを利用した電子マ

ネーや国際電話等の電子決済関連商品およびプリペイド式の携帯電話・プリペイドカードの販売事業を行って

おります。 

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

（単位：百万円）

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

モバイル事業 ネットワーク事業 
プリペイド 

決済サービス事業他 
合計 

売上高  243,334  11,045  25,530  279,910

営業利益  5,953  1,853  251  8,058

  モバイル事業 ネットワーク事業 
プリペイド 

決済サービス事業他 
合計 

売上高  240,288  10,640  35,900  286,828

セグメント利益 

（営業利益） 
 5,068  1,319  426  6,814
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３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項） 

報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期損益計算書の営業利益は一致しております。 

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

（追加情報） 

第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20

年３月21日）を適用しております。 

該当事項はありません。 

（四半期損益計算書関係）  

当第２四半期累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

販売費及び一般管理費の費用及び金額は次のとおりであります。   

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）その他の注記情報

運賃   272 百万円  

派遣人件費    2,316   

役員報酬    103   

従業員給料    2,562   

臨時勤務者給料   6,454   

賞与引当金繰入額    1,053   

不動産賃借料    2,056   

減価償却費    711   

業務委託費    443   

のれん償却額    759   

その他    6,254   
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（１）事業の種類別売上高・営業利益 

（単位：百万円）

４．補足情報

    

前第２四半期累計期間

（平成22年３月期 

第２四半期） 

当第２四半期累計期間 

（平成23年３月期 

第２四半期） 

増減率 

（％） 

モバイル事業 
売上高  243,334  240,288  △1.3

営業利益  5,953  5,068  △14.9

ネットワーク事業 
売上高  11,045  10,640  △3.7

営業利益  1,853  1,319  △28.8

プリペイド 

決済サービス事業他 

売上高  25,530  35,900  40.6

営業利益  251  426  69.4

合計 
売上高  279,910  286,828  2.5

営業利益  8,058  6,814  △15.4
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