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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 28,006 △6.0 1,791 41.1 1,874 38.6 1,068 38.5
21年3月期第1四半期 29,807 ― 1,269 ― 1,352 ― 771 ―

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

22年3月期第1四半期 73.49 ―

21年3月期第1四半期 53.04 ―

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

22年3月期第1四半期 57,878 32,013 55.3 2,203.31
21年3月期 60,267 31,164 51.7 2,144.91

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  32,013百万円 21年3月期  31,164百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 30.00 ― 30.00 60.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

35.00 ― 35.00 70.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期 
累計期間

58,500 △2.3 3,000 0.1 3,100 △1.9 1,750 △4.7 120.45

通期 120,000 △3.6 6,550 0.4 6,750 0.1 3,800 14.5 261.54
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4.  その他 

(1) 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  有  
［（注） 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。］ 

(2) 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（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もの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 14,529,400株 21年3月期  14,529,400株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  70株 21年3月期  70株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 14,529,330株 21年3月期第1四半期 14,529,354株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・上記及び添付資料に記載した業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものです。実際の業績は、今後様々な不確定な要因
や事業運営における経済情勢、社会情勢等により異なる場合がありますので、ご承知おきください。 
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(1)全般的状況 

当第１四半期累計期間の我が国経済は、個人消費や輸出、生産などに一部持ち直しの兆しが見られたも
のの、設備投資や企業収益は大幅に減少しており、厳しい状況が続きました。 
携帯電話販売市場は、景気の低迷が継続していることに加え、端末取替期間の長期化や主要キャリアに

おける解約率の低下等により、当第１四半期累計期間における端末販売台数が前年同期比で1割を超える
減少となるなど低調に推移しました。 
このような事業環境のもと、当社は高機能端末への取替需要の積極的取り込みを行うとともに、経営効

率の改善にも取り組みました。 
この結果、当第１四半期累計期間の売上高は、モバイルサービス事業での携帯電話端末の保守サ－ビス

需要の増加があったものの、モバイルセールス事業での携帯電話端末販売台数の減少などにより、280億6
百万円（前年同期比6.0％減）となりました。利益面では、経営効率の改善に努めたことや保守サービス
需要が増加したことなどにより、営業利益は17億91百万円（同41.1％増）、経常利益は18億74百万円（同
38.6％増）、四半期純利益については10億68百万円(同38.5％増）となりました。 

  

(2)部門別概況 

（モバイルセールス事業） 
当第１四半期累計期間においては、ワンセグやＧＰＳ、音楽配信、決済機能、防水機能に対応した高機

能端末中心の新機種販売などがあったものの、携帯電話の販売市場は低調に推移しました。 
このような状況のもと、高機能端末の拡販や販売チャンネルの拡充などに注力しましたが、販売台数は

市場低調の影響を受け、31万7千台と前年同期比で1割を超える減少となりました。 
この結果、売上高は208億99百万円（前年同期比15.0％減）となりました。営業利益については、経営

効率の改善に努めたことなどにより、6億90百万円（同59.6％増）となりました。 
  

（モバイルサービス事業） 
当第１四半期累計期間においては、前年同期に比べ、販売台数が減少する一方で、保守サービス需要は

増加しました。 
この結果、事業者向けの基地局整備関連の需要減少はあったものの、売上高は71億7百万円（前年同期

比36.1％増）となりました。営業利益については、売上高の増加や経営効率の改善などにより、11億1百
万円（同31.5％増）となりました。 

  

当第１四半期会計期間末における資産合計は578億78百万円となり、前事業年度末に比べ23億89百万円
減少しました。 
負債合計は258億65百万円と32億38百万円の減少、純資産合計は320億13百万円と8億49百万円の増加と

なりました。 
この結果、当第１四半期会計期間末における自己資本比率は55.3％となり、前事業年度末よりも3.6ポ

イント改善いたしました。 
  

営業活動によるキャッシュ・フローは、6億59百万円の収入となりました。 
これは、税引前四半期純利益の計上や売上債権及び未収入金の減少等の資金増加要因が、たな卸資産の

増加、未払費用の減少や法人税等の支払等の資金減少要因を上回ったことによるものであります。 
前年同期比では、税引前四半期純利益は増加しましたが、資産及び負債の増減による影響や法人税等の

支払額が増加したことにより、3億63百万円の収入減となりました。 
  

投資活動によるキャッシュ・フローは、2億42百万円の支出となりました。 
これは主に固定資産の取得による支出であります。 
前年同期比では、14億2百万円の支出減となりましたが、これは主に前年同期において投資有価証券の

取得による支出があったことによるものです。 
  

財務活動によるキャッシュ・フローでは、第37期期末配当金の支払等により4億30百万円の支出となり
ました。 
前年同期比では、１株当たり配当金の増額等により、41百万円の支出増となりました。 

  
以上により、当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末より13百万円減少

し、210億55百万円となりました。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報
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業績予想は、平成21年5月11日に公表した数値から見直しておりません。 
  

  税金費用の計算 
  当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前 
四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

  

  該当事項はありません。 
  

  

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他
(1) 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

(2) 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
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５．【四半期財務諸表】 
 (1)【四半期貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,056 11,069

受取手形及び売掛金 13,756 15,843

有価証券 999 998

商品及び製品 4,319 3,085

仕掛品 921 654

原材料及び貯蔵品 1,193 704

未収入金 4,875 7,277

関係会社預け金 9,000 9,001

その他 1,537 1,521

貸倒引当金 △5 △6

流動資産合計 47,651 50,146

固定資産   

有形固定資産 1,434 1,453

無形固定資産 959 1,040

投資その他の資産 7,834 7,628

固定資産合計 10,227 10,121

資産合計 57,878 60,267

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,391 12,658

未払法人税等 778 1,650

賞与引当金 571 －

未払費用 5,834 9,413

その他 1,425 1,508

流動負債合計 21,999 25,229

固定負債   

退職給付引当金 3,388 3,400

その他 478 474

固定負債合計 3,866 3,874

負債合計 25,865 29,103

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,371 2,371

資本剰余金 2,707 2,707

利益剰余金 27,252 26,620

自己株式 △0 △0

株主資本合計 32,330 31,698

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △317 △534

評価・換算差額等合計 △317 △534

純資産合計 32,013 31,164

負債純資産合計 57,878 60,267
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 (2)【四半期損益計算書】 
  【第１四半期累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年６月30日) 

売上高 29,807 28,006

売上原価 26,614 24,158

売上総利益 3,193 3,848

販売費及び一般管理費 1,924 2,057

営業利益 1,269 1,791

営業外収益   

受取利息 13 19

受取配当金 74 74

雑収入 6 2

営業外収益合計 93 95

営業外費用   

支払利息 0 1

固定資産除却損 9 11

雑支出 1 0

営業外費用合計 10 12

経常利益 1,352 1,874

税引前四半期純利益 1,352 1,874

法人税等 581 806

四半期純利益 771 1,068
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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１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年６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 1,352 1,874

減価償却費 162 175

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 3

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12 1

受取利息及び受取配当金 △87 △93

支払利息 0 1

為替差損益（△は益） △3 0

固定資産除却損 9 11

売上債権の増減額（△は増加） 2,458 2,087

たな卸資産の増減額（△は増加） △892 △1,992

未収入金の増減額（△は増加） 2,392 2,402

仕入債務の増減額（△は減少） △407 709

未払費用の増減額（△は減少） △3,184 △3,579

未払消費税等の増減額（△は減少） 26 △86

預り金の増減額（△は減少） 201 235

その他 55 470

小計 2,095 2,218

利息及び配当金の受取額 87 93

利息の支払額 △0 △1

法人税等の支払額 △1,160 △1,651

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,022 659

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 △147 △158

無形固定資産の取得による支出 △61 △97

投資有価証券の取得による支出 △1,227 －

その他 △209 13

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,644 △242

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △387 △425

リース債務の返済による支出 △2 △5

自己株式の取得による支出 △0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △389 △430

現金及び現金同等物に係る換算差額 3 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,008 △13

現金及び現金同等物の期首残高 16,947 21,068

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,939 21,055
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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ＮＥＣモバイリング株式会社

事業区分別売上高・営業利益・営業利益率

（単位：百万円）

前年同期比

構成比 構成比 増減率

（％） （％）

売　上　高 24,586     82.5%    20,899     74.6%    △15.0%   

営業利益 432         34.0%    690         38.5%    59.6%      

（営業利益率） (1.8%) (3.3%)

売　上　高 5,221       17.5%    7,107       25.4%    36.1%      

営業利益 837         66.0%    1,101       61.5%    31.5%      

（営業利益率） (16.0%) (15.5%) 

合計 売　上　高 29,807     100.0%  28,006     100.0%  △6.0%    

営業利益 1,269       100.0%  1,791       100.0%  41.1%      

（営業利益率） (4.3%) (6.4%)

金額

平成21年7月28日

平成20年度 平成21年度
第1四半期累計期間 第1四半期累計期間

金額

（百万円） （百万円）

モバイルサービス
事業

モバイルセールス
事業
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