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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 
 

回次 第９期中 第10期中 第11期中 第９期 第10期 

会計期間 
平成11年４月１日から 

平成11年９月30日まで 

平成12年４月１日から 

平成12年９月30日まで 

平成13年４月１日から 

平成13年９月30日まで 

平成11年４月１日から 

平成12年３月31日まで 

平成12年４月１日から 

平成13年３月31日まで 

 (1) 連結経営指標等      
営業収益 (百万円) ― 2,217,467 2,612,963 3,718,694 4,686,004 
経常利益 (百万円) ― 397,258 482,521 503,116 686,918 
中間(当期)純利益 (百万円) ― 217,516 103,869 252,139 365,505 
純資産額 (百万円) ― 2,148,190 3,361,012 1,935,528 3,314,845 
総資産額 (百万円) ― 4,282,138 5,916,879 3,613,123 5,911,239 
１株当たり純資産額 (円) ― 224,330.66 334,895.62 202,122.90 330,295.50 
１株当たり中間(当期)
純利益 (円) ― 22,714.74 10,349.68 26,330.41 37,983.95 

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益 (円) ― ― ― ― ― 

自己資本比率 (％) ― 50.2 56.8 53.6 56.1 
営業活動による 
キャッシュ・フロー (百万円) ― 228,751 601,293 1,041,187 839,311 

投資活動による 
キャッシュ・フロー (百万円) ― △1,058,025 △585,612 △995,952 △2,737,112 

財務活動による 
キャッシュ・フロー (百万円) ― 423,325 △23,522 △217,330 1,535,194 

現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高 (百万円) ― 75,052 110,581 481,003 118,424 

従業員数 
(ほか平均臨時従業員数) 

(名) ― 17,366 
(3,234) 

19,790 
(3,949)

15,100 
(2,887) 

18,015 
(3,850) 

 (2) 提出会社の経営指標等      
営業収益 (百万円) 804,560 1,018,290 1,180,339 1,735,064 2,142,353 
経常利益 (百万円) 157,576 174,681 252,468 232,736 292,938 
中間(当期)純利益又は 
中間純損失(△) (百万円) 91,390 101,449 △27,805 128,573 173,005 

資本金 (百万円) 474,499 474,499 949,679 474,499 949,679 
発行済株式総数 (株) 9,576,000 9,576,000 10,036,000 9,576,000 10,036,000 
純資産額 (百万円) 1,579,423 1,708,952 2,693,143 1,611,818 2,728,774 
総資産額 (百万円) 2,519,845 3,088,095 4,393,451 2,649,350 4,460,718 
１株当たり純資産額 (円) 164,935.64 178,462.03 268,348.26 168,318.53 271,898.60 
１株当たり中間(当期)
純利益又は１株当たり 
中間純損失(△) 

(円) 9,543.74 10,594.11 △2,770.60 13,426.64 17,978.98 

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益 (円) ― ― ― ― ― 

１株当たり中間(年間)
配当額 (円) 500 500 500 1,000 1,000 

自己資本比率 (％) 62.7 55.3 61.3 60.8 61.2 
従業員数 
(ほか平均臨時従業員数) 

(名) 4,793 5,369 
(135) 

5,764 
(87)

4,799 
(194) 

5,334 
(90) 

(注) １ 営業収益には、消費税等は含まれておりません。 
２ 中間連結財務諸表規則の制定により、第10期中間連結会計期間から中間連結財務諸表を作成しておりま
すので、第９期中間連結会計期間の連結経営指標等については記載しておりません。 

３ 当社は、平成11年９月13日をもって１株につき５株の割合で株式分割を行っております。なお、１株当
たり当期純利益は、期首に分割が行われたものとして計算しております。 

４ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益は、新株引受権付社債及び転換社債の発行がないため記載
しておりません。 

５ 従業員数は、社外（連結会社外又は提出会社外）への出向者を含まず、社外からの出向者は平成12年３
月期以降含んでおります。 
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２ 【事業の内容】 
当中間連結会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更は

ありません。 

 

３ 【関係会社の状況】 
当中間連結会計期間において、新たに当社の連結子会社及び持分法適用関連会社となった会社は次

のとおりであります。 
 

名称 住所 
資本金 
（百万円） 

主要な 
事業の内容 

議決権の 
所有又は 
被所有割合 
(％) 

関係内容 

(連結子会社）      

ドコモ・テクノロジ 
株式会社 

東京都 
千代田区 

100 

携帯電話事業 
ＰＨＳ事業 
クイックキャスト事業 
その他事業 

90.00 

当社は同社と研究開発業務等の委託
等の取り引きがある 
 
役員の兼任 ４名 

(持分法適用関連会社）      

AT&T Wireless  
Services, Inc. アメリカ 

21 
(百万米ドル) 

米国における 
移動通信事業 

16.06 
（16.06） 

役員の兼任 １名 

Hutchison 3G HK 
Holdings Limited 

英領バージン
諸島 

1,195,210 
(香港ドル) 

香港移動通信事業 
会社の持株会社 

25.37 
（25.37） 

役員の兼任 ２名 

(注) 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数を記載しております。 
 

４ 【従業員の状況】 
(1) 連結会社の状況 

(平成13年９月30日現在) 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名) 

携帯電話事業 

ＰＨＳ事業 

クイックキャスト事業 

その他事業 

18,660[3,929] 

全社(共通) 1,130[  20] 

合計 19,790[3,949] 

(注) １ 従業員数は、連結会社外からの出向者(386名)を含み、連結会社外への出向者(123名)は含んでおりませ
ん。臨時従業員数は、［ ］内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。 

２ 当社及び連結子会社においては、各組織が全事業を一体的に取り扱っていることから、「事業」を一区
分で表示しております。 

３ 全社(共通)には、総務・財務部門等の共通スタッフの従業員数を記載しております。 
  

(2) 提出会社の状況 
(平成13年９月30日現在) 

従業員数(名) 5,764[  87] 

(注) 従業員数は、提出会社外からの出向者(133名)を含み、提出会社外への出向者(848名)は含んでおりません。
臨時従業員数は、［ ］内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。 
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(3) 労働組合の状況 

当社及び連結子会社においては、組合員となりうる従業員の殆どがＮＴＴ労働組合等の組合員で

あり、労使関係は安定しております。 
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第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、依然として個人消費の低迷が続いていることに加え、

米国経済の減速による影響を受け、景気好転の兆しは一向に見られず、むしろ悪化してまいりまし

た。さらに、米国の同時多発テロの発生により、景気の先行きは不透明感を増しております。 

移動通信市場は、インターネット接続サービス等のデータ通信に対する需要が堅調に推移し、平成

13年９月には携帯・自動車電話及びＰＨＳの総契約数が7,100万契約を突破、人口普及率は56％に達

しました。また、海外資本の国内市場への本格参入や各事業者の多様なサービス・料金制度の導入

などにより、事業者間の競争はますます激しさを増してきております。 

このような中、当社グループは、「音声から非音声へ（マルチメディア化）」「動くものすべて

へ（ユビキタス化）」「国内から海外へ（グローバル化）」という３つの成長戦略のもと、新商

品・新サービスの提供、料金の低廉化、ネットワーク品質の維持・向上、ならびにアフターサービ

ス体制の強化など、コアビジネスの充実・強化に努めてまいりました。 

モバイルマルチメディアの推進につきましては、「ⅰモード」サービスの充実、音楽・映像配信

サービスの提供、多彩なモバイル情報端末の開発などに取り組んでまいりました。 

「ＦＯＭＡ」につきましては、世界初のＩＭＴ－２０００による移動通信サービスとして、平成

13年５月30日から試験サービスの提供を開始し、新たなサービスに対するニーズの把握やシステム

全体の安定化等、本年10月１日からの本格サービス開始に向けた取り組みを行ってまいりました。 

また、当社が資本参加している海外移動通信事業者に対して技術・ノウハウの移転等を行うなど、

ＩＭＴ－２０００におけるＷ－ＣＤＭＡ方式の早期普及やモバイルマルチメディアビジネスのグロー

バル展開を推進していくための取り組みを行ってまいりました。加えて、当社グループの事業領域

を拡大していくために、国内外における幅広い分野の企業との提携等を進めてまいりました。 

以上のような取り組みにより、データ通信利用の大幅な拡大、契約数の増加等が図られた結果、

当中間連結会計期間の営業収益は2兆6,129億円（対前年同期増減率17.8％増）、営業利益は5,504億

円（対前年同期増減率33.6％増）、経常利益は4,825億円（対前年同期増減率21.5％増）となりまし

た。なお、金融商品に係る会計基準に則り、海外出資先であるKPN Mobile N.V.の株式の実質価額の

再評価を行い減損処理を実施し、特別損失（関係会社株式評価損）2,627億円を計上した結果、中間

純利益は1,038億円（対前年同期増減率52.2％減）となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。 

 

携帯電話事業携帯電話事業携帯電話事業携帯電話事業    

携帯・自動車電話サービスにつきましては、「デジタル・ムーバ２１０ｉ ＨＹＰＥＲ」、「ｉア

プリ」対応の「デジタル・ムーバ５０３ｉＳ ＨＹＰＥＲ」の両主力シリーズの新機種に加え、幅広

い年齢層の方が利用しやすい機能を採用した「ムーバＦ６７１ⅰ」（愛称：らくらくホンⅡ）を発

売するなど商品ラインナップの充実に取り組んでまいりました。また、基本使用料に含まれる無料

通話分の拡大、各種通話料割引サービスの適用範囲のパケット通信料への拡大等により料金の低廉

化を図ってまいりました。なお、端末の高機能化に伴い、一部端末において発生した不具合につき
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ましても、適切に対処してまいりました。 

「ｉモード」につきましては、コンテンツの充実に努めるとともに、ⅰモードメールとＡＯＬメー

ルを連携させた「ＡＯＬｉ（エーオーエル・アイ）」サービスやお客様がいる場所の近隣エリアに

関する情報を簡単に検索できる「ｉエリア」サービスの提供を開始するなど、さらなる利用促進を

図ってまいりました。 

また、インターネットを通じて大量に送信されてくる「迷惑メール」につきましては、利用者の皆

様にご迷惑であるだけでなく、当社におきましても電気通信設備に過大な負荷がかかり、サービス

の提供に支障をきたすおそれがあります。これらの対策といたしまして、ｉモードメールアドレス

初期値の英数字アドレスへの変更、メール指定受信・指定拒否機能における指定件数の拡大、毎月

最大４００パケットまでのパケット通信料無料化などを実施してまいりました。さらに、大量迷惑

メール送信者に対する法的措置等の検討を行い、その取り組みの強化を図ってまいりました。 

そのほか、多様な通信手段に対応したモバイルマルチメディア商品としてWindowsＣＥ搭載のハン

ドヘルドＰＣ「sigmarionⅡ（シグマリオンⅡ）」等の新商品を発売するなど各種ニーズへの対応に

努めてまいりました。 

以上のような取り組みにより、新規契約の獲得と解約の抑止に努めた結果、当中間連結会計期間末

における携帯・自動車電話サービスの契約数は3,843万8千契約（対前年度末増減率6.7％増）、うち

「ｉモード」契約数は2,776万9千契約（対前年度末増減率28.0％増）、衛星電話サービスの契約数

は2万8千契約（対前年度末増減率1.3％増）となり、同会計期間の携帯電話事業収入は2兆5,369億円

（対前年同期増減率18.2％増）、営業利益は5,811億円（対前年同期増減率24.0％増）となりました。

なお、携帯電話事業収入のうち、携帯・自動車電話サービスに係る収入は1兆6,432億円（対前年同

期増減率7.0％増）、「ｉモード」を含むパケット通信サービスに係る収入は3,368億円（対前年同

期増減率187.3％増）であります。 

 

ＰＨＳ事業ＰＨＳ事業ＰＨＳ事業ＰＨＳ事業    

ＰＨＳ事業につきましては、携帯電話9600bpsデータ通信等にも対応したデータカード型ＰＨＳ

「P-in m@ster（ピーイン マスター）」、音楽配信サービス「Ｍ-stage music（エムステージ・ミ

ュージック）」に対応し音声通話も可能な「Picwalk ＳＨ７１２ｍ（ピックウォークＳＨ７１２

ｍ）」等の新商品を発売するとともに、音楽配信サービスや映像配信サービスのコンテンツの充実

に努めるなど、ＰＨＳの特長を活かし、データ通信利用の促進に重点を置いた取り組みを進めてま

いりました。 

この結果、当中間連結会計期間末における契約数は189万1千契約（対前年度末増減率4.3％増）と

なりました。また、同会計期間のＰＨＳ事業収入は、データ通信利用の拡大等により582億円（対前

年同期増減率4.7％増）となり、営業損失は通信設備使用料等費用削減の貢献もあり276億円（対前

年同期増減率41.1％減）となりました。 

 

クイックキャスト事業クイックキャスト事業クイックキャスト事業クイックキャスト事業    

クイックキャスト事業につきましては、依然として市場規模が縮小する中、法人ユーザーや自治体等

に対して一斉同報サービスや電光表示板への情報配信サービスを利用したシステム販売に努めてまいり

ましたが、引き続き契約数は減少し、当中間連結会計期間末における契約数は95万2千契約（対前年度
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末増減率13.3％減）となりました。また、同会計期間のクイックキャスト事業収入は59億円（対前

年同期増減率46.4％減）となり、営業損失についてはネットワーク効率化などの費用削減を続けた

結果35億円（対前年同期増減率67.5％減）となりました。 

 

その他事業その他事業その他事業その他事業    

その他事業につきましては、当中間連結会計期間末に35万4千契約（対前年度末増減率30.1％増）

となった国際電話サービス「ＷＯＲＬＤ ＣＡＬＬ（ワールドコール）」及び「ＷＯＲＬＤ ＷＡＬ

ＫＥＲ（ワールドウォーカー）」の利用の促進に努めるとともに、当社グループ企業において各種

システム販売等を推進してまいりました。 

この結果、同会計期間のその他事業収入は118億円（対前年同期増減率125.6％増）、営業利益は5

億円（対前年同期増減率54.8％減）となりました。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における「現金及び現金同等物」（以下「資金」という。）は1,105億円と

なり、前連結会計年度末と比べ78億円減少（対前年度末増減率6.6％減）いたしました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、「税金等調整前中間純利益」は減少したものの、非資金費

用である「減価償却費」や「持分法による投資損失」及び「関係会社株式評価損」が増加したこと、

また、当中間連結会計期間は前年同期と異なり、前連結会計年度の期末日が金融機関の休業日であ

ったため、当該年度末の収納が当中間連結会計期間の収納となったこと等により、前年同期と比較

して3,725億円増加（対前年同期増減率162.9％増）し、6,012億円となりました。 

なお、当中間連結会計期間におきましても、前年同期と同様に期末日が金融機関の休業日となった

結果、例年月末に収納していた電話料金等の約2,480億円が翌月（下半期）の収納等となっておりま

す。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、「有形固定資産の取得による支出」、「無形固定資産等の

取得による支出」は増加したものの、「投資有価証券等の取得による支出」が減少したため、前年

同期と比較して4,724億円支出が減少（対前年同期増減率44.7％減）し、△5,856億円となりました。

「投資有価証券等の取得による支出」の減少は、前中間連結会計期間において、「KPN Mobile 

N.V.」及び「Hutchison 3G UK Holdings Limited」への戦略的国際投資5,919億円の支出があったこ

と等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比較して4,468億円減少し、△235億円となりま

した。この減少は、前中間連結会計期間において、戦略的国際投資資金に充当するための借入金に

よる調達が増加したこと等によるものです。 
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２ 【仕入実績】 

端末機器については、主に当社グループ独自仕様により、また一部はメーカー提案仕様により、約

10社の通信機器メーカーから当社及び地域ドコモ８社分を一括調達しており、自社製造は行っており

ません。メーカーから調達する端末機器においては、通常、当社が単独で保有する技術・ノウハウや、

当社とメーカーとが共有する技術・ノウハウが使用されます。メーカーが、当社が単独で保有する技

術・ノウハウの使用を希望する場合は、使用料（ロイヤリティ）をメーカーが当社に支払うこと等を

条件とした契約を締結した上で、当社以外の発注元の端末機器の製造、販売等に使用できることとな

っております。なお、端末調達実績については次のとおりであります。 
 

区分 

当中間連結会計期間 
平成13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

(百万円) 

対前年同期増減率(％) 

携帯電話端末機器 543,969 18.4 

ＰＨＳ端末機器 14,321 △28.9 

クイックキャスト端末機器 5 △99.8 

その他端末機器 501 651.6 

合計 558,798 15.8 

(注) １ 金額は調達価格で表示しております。 
２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

３ 【営業実績】 
(1) 主なサービスの契約数 

 

区分 
当中間連結会計期間末 
平成13年９月30日 
(千契約) 

対前年度末増減率(％) 

携帯・自動車電話 38,438 6.7 

 うちⅰモード 27,769 28.0 

ＰＨＳ 1,891 4.3 

クイックキャスト 952 △13.3 

 

(2) 売上高実績 
 

区分 

当中間連結会計期間 
平成13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

(百万円) 

対前年同期増減率(％) 

携帯電話事業 2,536,913 18.2 

 うち携帯・自動車電話収入 1,643,204 7.0 

 うちパケット通信収入 336,889 187.3 

ＰＨＳ事業 58,274 4.7 

クイックキャスト事業 5,971 △46.4 

その他事業 11,804 125.6 

合計 2,612,963 17.8 

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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４ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

 

５ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、当社グループの経営上の重要な契約等はありません。 

 

６ 【研究開発活動】 

研究開発活動につきましては、「ＦＯＭＡ」のサービス開始に向けた研究開発ならびに既存通信網

の大容量化・低コスト化を図り、より高度で多様なサービスを提供するための研究開発を進めるとと

もに、今後の移動通信の発展を見据えた基礎研究に取り組んでまいりました。 

「ＦＯＭＡ」につきましては、Ｗ－ＣＤＭＡ方式をベースとした無線アクセス系装置、ＡＴＭ方式※

をベースとしたネットワーク系装置、ならびに小型基本端末・動画像端末・データ専用端末やマルチ

メディアサービスを提供するために必要な各種装置の研究開発を行うとともに、サービス開始に向け

た総合的な試験を行ってまいりました。また、「ｉモード」の仕様を反映した次世代ＷＡＰの標準化

への取り組みなど、国際標準化に向けた活動を進めてまいりました。 

携帯・自動車電話につきましては、ネットワーク容量増大を実現した交換系装置の追加機能開発や

「ⅰアプリ」対応携帯電話等の高機能端末の開発を行ってまいりました。 

パケット通信につきましては、「ｉモード」の普及・拡大等に対応するため、通信網の大容量化、

システムの安定化のための開発を行ってまいりました。 

ＰＨＳにつきましては、新たなモバイルマルチメディアのニーズに応えていくため、映像配信サー

ビス・音楽配信サービスの開発を行ってまいりました。また、ＰＤＣ端末、Ｄｏｐａ端末と接続可能

なＰＨＳデータカードの開発等を行ってまいりました。 

将来技術につきましては、柔軟で経済的なネットワークの実現に向け、ＩＰ化したコアネットワー

ク上で音声及びデータ通信を行うためのネットワーク転送方式に関する研究を行うとともに、サービ

スの更なる高度化をめざした第四世代の移動通信システムに適用可能な技術の基礎研究を進めてまい

りました。 

当社グループの研究開発活動は、主に、当社のネットワーク研究所、ワイヤレス研究所、マルチメ

ディア研究所、電波環境特別研究室、コアネットワーク開発部、無線ネットワーク開発部、移動機開

発部、マルチメディア開発部、オペレーション開発部、無線リンク開発部、研究開発企画部、ならび

に、サービスオペレーション部、ＭＭ事業本部、ｉモード事業本部の一部で行っており、平成13年９

月末現在においては、約1,100名がこれらの業務に携わっております。また、当中間連結会計期間に

おける研究開発費は409億円であります。 

 

(注) 

※ ＡＴＭ（非同期転送モード）方式とは、情報をセルと呼ばれる箱に載せて伝送し、低速の音声通信から高速

のデータ通信を一元的に扱うことができる通信方式であります。 
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第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

 

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当連結会計年度における設備計画については、「ＦＯＭＡ」設備の拡充、通信需要の増加、通信ネ

ットワークの信頼性向上、新サービス開始等に伴う設備の新増設を進めております。 

当連結会計年度の設備投資計画額及び当中間連結会計期間支出額は次のとおりであります。 
 

事業の種類別 
セグメント等の名称 設備投資の内容 

当連結会計年度 
平成13年４月１日から 
平成14年３月31日まで 
計画額(億円) 

当中間連結会計期間 
平成13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 
支出額(億円) 

携帯電話事業 

・基地局、交換機、伝送路等の新増設 
・「ｉモード」の急速な需要増加に対
応したｉモードセンタの設備拡充及
び分散化 

・「ＦＯＭＡ」設備の拡充 

7,470 3,852 

ＰＨＳ事業 
・「６４Ｋデータ通信」の提供エリア
の充実に伴うネットワーク設備の構
築、基地局等の新増設 

140 72 

その他 
・通信需要の増加等に対応するための
通信設備用ビル等に必要な土地・建
物の取得 等 

3,090 1,357 

合計  10,700 5,283 

(注) １ 所要資金は、自己資金で賄う予定であります。 
２ 経常的な設備の更新のための除売却等を除き、重要な設備の除売却等の計画はありません。 
３ 設備投資には、無形固定資産の取得に係る投資を含んでおります。 
４ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 
 

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 38,300,000 

計 38,300,000 

 

② 【発行済株式】 
 

発行数 
種類 中間会計期間末現在(株) 

平成13年９月30日 
提出日現在(株) 
平成13年12月４日 

上場証券取引所名又 
は登録証券業協会名 

普通株式 10,036,000 10,036,000 東京証券取引所 市場第一部 

計 10,036,000 10,036,000 ― 

(注)議決権を有しております。 

 

(2) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

当中間会計期間において、発行済株式総数、資本金、資本準備金に増減はありません。 

なお、当中間会計期間末における状況は次のとおりであります。 
 

発行済株式総数 資本金 資本準備金 

年月日 
増減数 
(株) 

残高 
(株) 

増減額 
(千円) 

残高 
(千円) 

増減額 
(千円) 

残高 
(千円) 

平成13年９月30日 ― 10,036,000 ― 949,679,500 ― 1,292,385,011 
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(3) 【大株主の状況】 
平成13年９月30日現在 

氏名又は名称 住所 所有株式数 
(株) 

発行済株式総数に対する 
所有株式数の割合 (％) 

日本電信電話株式会社 東京都千代田区大手町２丁目３-１ 6,428,600 64.06 

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海１丁目８-11 318,831 3.18 

ステートストリートバンク 
アンドトラストカンパニー 
(常任代理人 株式会社富士銀行
兜町カストディ業務室) 

アメリカ・ボストン 
(東京都中央区日本橋兜町６-７) 238,233 2.37 

三菱信託銀行株式会社(信託口) 東京都千代田区永田町２丁目11-１ 206,417 2.06 

東洋信託銀行株式会社 
(信託勘定Ａ口) 東京都千代田区丸の内１丁目４-３ 133,950 1.33 

ザチエースマンハツタンバンク 
エヌエイロンドン 
(常任代理人 株式会社富士銀行
兜町カストディ業務室) 

イギリス・ロンドン 
(東京都中央区日本橋兜町６-７) 99,673 0.99 

ザチェースマンハッタンバンク 
エヌエイロンドンエスエル 
オムニバスアカウント 
(常任代理人 株式会社富士銀行
兜町カストディ業務室) 

イギリス・ロンドン 
(東京都中央区日本橋兜町６-７) 89,160 0.89 

ボストンセーフデポズイツト 
ビーエスデイーテイートリー 
テイークライアンツオムニバ 
(常任代理人 株式会社東京三菱
銀行) 

アメリカ・ボストン 
(東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 
証券管理部） 

70,227 0.70 

年金信託受託者 
中央三井信託銀行株式会社２口 東京都港区芝３丁目33-１ 68,417 0.68 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１-２ 55,750 0.56 

計 ― 7,709,258 76.82 

 

(4) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 
平成13年９月30日現在 

議決権のある株式数 議決権のない 
株式数(株) 自己株式等(株) その他(株) 

端株数(株) 

― ― 10,036,000 ― 

(注) 「議決権のある株式数(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,063株含まれております。 

 

② 【自己株式等】 
 

所有者の氏名又は名称等 所有株式数 

氏名又は名称 住所 自己名義 
(株) 

他人名義 
(株) 

計 
(株) 

発行済株式総数 
に対する所有 
株式数の割合(％) 

― ― ― ― ― ― 

計 ― ― ― ― ― 
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２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 
 

月別 平成13年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 2,580,000 2,900,000 2,360,000 2,190,000 1,900,000 1,630,000 

最低(円) 2,110,000 2,260,000 1,960,000 1,670,000 1,400,000 1,140,000 

(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

 

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおり

であります。 

(1) 退任役員 
 

役  名 職  名 氏  名 退任年月日 

代表取締役副社長 
研究開発本部長、ⅰモード事業本
部、情報システム部、資材部、知
的財産部担当 

森 永 範 興 平成13年10月10日 

 

(2) 役職の異動  
 

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏  名 異動年月日 

代表取締役副社長 

研究開発本部長、ｉモ
ード事業本部、情報シ
ステム部、資材部、知
的財産部担当 

代表取締役副社長 

研究開発本部長、情報
システム部、資材部、
知的財産部担当、東京
設備サービスセンター
担当 

森 永 範 興 
平成13年 
７月１日 

代表取締役副社長 

国際事業本部長、法人
営業本部、ＣＳ推進
部、広報部、社会環境
室、人事育成部、関連
企業部担当、各支店担
当（丸の内支店、新宿
支店、渋谷支店、多摩
支店） 
 

代表取締役副社長 

国際事業本部長、法人
営業本部、ＣＳ推進
部、広報部、社会環境
室、人事育成部、関連
企業部担当、各支店担
当（虎ノ門支店、丸の
内支店、新宿支店、上
野支店、池袋支店、渋
谷支店、多摩支店） 

宇 田 好 文 
平成13年 
７月１日 

常務取締役 
営業本部長、ＦＯＭＡ
営業推進室長兼務 

常務取締役 
営業本部長、ＦＯＭＡ
営業推進室長兼務、営
業企画部長兼務 

野 村 秀 樹 
平成13年 
７月１日 

取締役 渋谷支店長 取締役 虎ノ門支店長 阿 部 邦 人 
平成13年 
７月１日 

取締役 法人営業本部長 取締役 
法人営業本部長、第二
法人営業部長兼務 

潮 田 邦 夫 
平成13年 
７月１日 

取締役 営業企画部長 取締役 広報部長 井 上  登 
平成13年 
７月１日 

取締役 
ｉモード事業本部長、
ｉモードビジネス部長
兼務 

取締役 
ゲートウェイビジネス
部長 

榎  啓 一 
平成13年 
７月１日 
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新役名及び職名 旧役名及び職名 氏  名 異動年月日 

代表取締役副社長 

ｉモード事業本部、
研究開発本部、情報
システム部、資材
部、知的財産部、考
査室担当、各支店担
当（神奈川支店、千
葉支店、埼玉支店、
茨城支店、栃木支
店、群馬支店、山梨
支店、長野支店、新
潟支店） 

代表取締役副社長 

考査室担当、各支店
担当（神奈川支店、
千葉支店、埼玉支
店、茨城支店、栃木
支店、群馬支店、山
梨支店、長野支店、
新潟支店） 

平成13年 
10月11日 

代表取締役副社長 

考査室担当、各支店
担当（神奈川支店、
千葉支店、埼玉支
店、茨城支店、栃木
支店、群馬支店、山
梨支店、長野支店、
新潟支店） 

代表取締役副社長 

ｉモード事業本部、
研究開発本部、情報
システム部、資材
部、知的財産部、考
査室担当、各支店担
当（神奈川支店、千
葉支店、埼玉支店、
茨城支店、栃木支
店、群馬支店、山梨
支店、長野支店、新
潟支店） 

村 瀬 龍 児 

平成13年 
11月22日 

代表取締役副社長 

ネットワーク本部
長、ＩＭＴネットワ
ーク推進室長兼務、
ｉモード事業本部、
研究開発本部、情報
システム部、資材
部、知的財産部担当 

常務取締役 
ネットワーク本部
長、ＩＭＴネットワ
ーク推進室長兼務 

津 田 志 郎 
平成13年 
11月22日 

取締役 
研究開発本部長、研
究開発企画部長兼務 

取締役 
研究開発本部副本部
長、研究開発企画部
長兼務 

木 下 耕 太 
平成13年 
11月22日 
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第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

11年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)及び「電気通信事業会計規則」(昭

和60年郵政省令第26号)により作成しております。 

 

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大

蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)及び「電気通信事業会計規則」により作成し

ております。 

 

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成12年４月１日から平成

12年９月30日まで)及び当中間連結会計期間(平成13年４月１日から平成13年９月30日まで)の中間連結

財務諸表ならびに前中間会計期間(平成12年４月１日から平成12年９月30日まで)及び当中間会計期間

(平成13年４月１日から平成13年９月30日まで)の中間財務諸表について、朝日監査法人により中間監

査を受けております。 
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１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 
 

  前中間連結会計期間末 

平成12年９月30日 

当中間連結会計期間末 

平成13年９月30日 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
平成13年３月31日 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比 

(％) 金額(百万円) 構成比 
(％) 金額(百万円) 構成比 

(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 固定資産           

Ａ 電気通信事業固定資産 ※１          

(1) 有形固定資産 ※２          

１ 機械設備  1,033,073   1,098,403    1,046,896   

２ 空中線設備  326,506   374,001   355,710   

３ 通信衛星設備  6,762   5,234   5,900   

４ 端末設備  3,504   2,734   3,160   

５ 建物  243,756   284,885   265,810   

６ 工具、器具及び備品  175,969   184,818   187,051   

７ 土地  148,157   166,341   151,366   

８ 建設仮勘定  183,785   295,223   206,316   

９ その他の有形固定資産  54,878 2,176,394  68,184 2,479,827  66,664 2,288,878  

(2) 無形固定資産           

１ ソフトウェア  234,727   311,661   270,396   

２ その他の無形固定資産  63,271 297,999  60,515 372,177  67,011 337,407  

電気通信事業固定資産合計   2,474,394   2,852,004   2,626,286  

Ｂ 投資等           

１ 投資有価証券  658,453   1,566,194   1,928,426   

２ 繰延税金資産  73,749   230,559   89,614   

３ その他の投資等  57,281   67,711   66,369   

貸倒引当金  △791 788,693  △998 1,863,465  △928 2,083,481  

固定資産合計   3,263,087 76.2  4,715,470 79.7  4,709,767 79.7 

Ⅱ 流動資産           

１ 現金及び預金 ※３  76,979   112,704   116,065  

２ 受取手形及び売掛金 ※３  755,932   827,015   908,251  

３ 有価証券   299   300   199  

４ 貯蔵品   129,442   181,100   125,237  

５ 繰延税金資産   22,068   32,190   24,408  

６ その他の流動資産   56,400   71,584   50,283  

貸倒引当金   △22,072   △23,484   △22,974  

流動資産合計   1,019,050 23.8  1,201,409 20.3  1,201,472 20.3 

資産合計   4,282,138 100.0  5,916,879 100.0  5,911,239 100.0 
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  前中間連結会計期間末 

平成12年９月30日 

当中間連結会計期間末 

平成13年９月30日 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
平成13年３月31日 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比 

(％) 金額(百万円) 構成比 
(％) 金額(百万円) 構成比 

(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 固定負債           

１ 社債   133,000   448,000   296,000  

２ 長期借入金   369,174   566,049   367,282  

３ 退職給付引当金   105,579   132,978   124,595  

４ ポイントサービス引当金   ―   54,461   24,999  

５ その他の引当金   92   105   147  

６ その他の固定負債   846   3,434   3,368  

固定負債合計   608,692 14.2  1,205,029 20.4  816,393 13.8 

Ⅱ 流動負債           

１ １年以内に期限到来の 
固定負債   211,916   184,544   175,685  

２ 買掛金   282,419   305,572   364,350  

３ 短期借入金   533,800   59,160   543,700  

４ 未払法人税等   171,205   248,712   203,815  

５ 未払金 ※３  227,116   270,049   337,024  

６ その他の流動負債   33,248   193,795   80,669  

流動負債合計   1,459,706 34.1  1,261,833 21.3  1,705,246 28.8 

負債合計   2,068,398 48.3  2,466,862 41.7  2,521,639 42.6 

(少数株主持分)           

少数株主持分   65,549 1.5  89,005 1.5  74,754 1.3 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   474,499 11.1  949,679 16.1  949,679 16.1 

Ⅱ 資本準備金   817,205 19.1  1,292,385 21.8  1,292,385 21.9 

Ⅲ 連結剰余金   855,987 20.0  1,097,552 18.6  999,488 16.9 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   716 0.0  978 0.0  47,670 0.8 

Ⅴ 為替換算調整勘定   △217 △0.0  20,417 0.3  25,621 0.4 

資本合計   2,148,190 50.2  3,361,012 56.8  3,314,845 56.1 

負債、少数株主持分 
及び資本合計   4,282,138 100.0  5,916,879 100.0  5,911,239 100.0 
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② 【中間連結損益計算書】 
 

  
前中間連結会計期間 

平成12年４月１日から 
平成12年９月30日まで 

当中間連結会計期間 

平成13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
平成12年４月１日から 
平成13年３月31日まで 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比 

(％) 金額(百万円) 百分比 
(％) 金額(百万円) 百分比 

(％) 

Ⅰ 電気通信事業営業損益           

１ 営業収益 ※１  1,725,570 77.8  2,043,938 78.2  3,599,329 76.8 

２ 営業費用 ※２  1,337,957 60.4  1,520,569 58.2  2,877,394 61.4 

電気通信事業営業利益   387,613 17.4  523,368 20.0  721,935 15.4 

Ⅱ その他事業営業損益 ※３          

１ 営業収益   491,896 22.2  569,025 21.8  1,086,674 23.2 

２ 営業費用   467,457 21.1  541,986 20.7  1,031,446 22.0 

その他事業営業利益   24,439 1.1  27,038 1.1  55,227 1.2 

営業利益   412,052 18.5  550,407 21.1  777,162 16.6 

Ⅲ 営業外収益           

１ 受取利息  362   82   863   

２ 受取配当金  108   59   112   

３ 投資有価証券売却益  475   668   ―   

４ 物件貸付料  789   1,052   1,434   

５ 雑収入  2,247 3,984 0.2 2,414 4,277 0.2 8,806 11,217 0.2 

Ⅳ 営業外費用           

１ 支払利息  10,282   9,722   22,950   

２ 持分法による投資損失  2,329   59,293   31,845   

３ 貯蔵品整理損  4,159   1,943   16,786   

４ 雑支出  2,007 18,778 0.8 1,203 72,163 2.8 29,878 101,461 2.2 

経常利益   397,258 17.9  482,521 18.5  686,918 14.6 

Ⅴ 特別損失           

１ 関係会社株式評価損 ※４ ― ― ― 262,712 262,712 10.1 ― ― ― 

税金等調整前中間 
(当期)純利益   397,258 17.9  219,808 8.4  686,918 14.6 

法人税、住民税 
及び事業税  170,911   248,281   322,522   

法人税等調整額  △2,040 168,871 7.6 △146,792 101,488 3.9 △21,911 300,611 6.4 

少数株主利益   10,870 0.5  14,450 0.5  20,802 0.4 

中間(当期)純利益   217,516 9.8  103,869 4.0  365,505 7.8 

           

(注) 百分比は、電気通信事業営業収益とその他事業営業収益の合計を100％として算出しております。 
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③ 【中間連結剰余金計算書】 
 

  
前中間連結会計期間 

平成12年４月１日から 
平成12年９月30日まで 

当中間連結会計期間 

平成13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

前連結会計年度の 
要約連結剰余金計算書 
平成12年４月１日から 
平成13年３月31日まで 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 連結剰余金期首残高   643,824  999,488  643,824 

Ⅱ 連結剰余金増加高        

 １ 連結子会社の増加に伴う 
    剰余金増加高  ― ― ― ― 300 300 

Ⅲ 連結剰余金減少高        

１ 配当金  4,788  5,018  9,576  

２ 役員賞与  565  658  565  
 

３ 持分法適用会社の増加 
に伴う剰余金減少高  ― 5,353 129 5,806 0 10,141 

Ⅳ 中間(当期)純利益   217,516  103,869  365,505 

Ⅴ 連結剰余金 
中間期末(期末)残高   855,987  1,097,552  999,488 
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④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 
 

  
前中間連結会計期間 

 平成12年４月１日から 
平成12年９月30日まで 

当中間連結会計期間 

 平成13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

前連結会計年度の 
連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

 平成12年４月１日から 
平成13年３月31日まで 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー     

１ 税金等調整前 
中間(当期)純利益  397,258 219,808 686,918 

２ 減価償却費  262,651 287,485 582,167 

３ 有形固定資産除却損  12,369 10,023 48,260 

４ 受取利息及び受取配当金  △471 △141 △976 

５ 支払利息  10,282 ― ― 

６ 支払利息及びコマーシャル 
  ・ペーパー利息  ― 9,764 23,119 

７ 持分法による投資損失  2,329 59,293 31,845 

８ 関係会社株式評価損  ― 262,712 ― 

９ 売上債権の増（△）減額  △289,399 81,236 △435,546 

10 たな卸資産の増加額  △40,137 △56,225 △40,747 

11 退職給付引当金の増加額  17,068 8,382 35,495 

12 仕入債務の増減（△）額  55,652 △71,550 161,198 

13 未払消費税等の減少額  △10,269 △2,892 △3,146 

14 その他  7,420 6,082 79,438 

       小計  424,753 813,979 1,168,027 

15 利息及び配当金の受取額  499 157 988 

16 利息の支払額  △10,738 △9,459 △24,455 

17 法人税等の支払額  △185,762 △203,384 △305,249 

営業活動による 
キャッシュ・フロー  228,751 601,293 839,311 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー     

１ 有形固定資産 
の取得による支出  △436,275 △480,742 △800,133 

２ 無形固定資産等 
の取得による支出  △64,207 △92,771 △149,274 

３ 投資有価証券等 
の取得による支出  △596,711 △14,195 △1,828,173 

４ 貸付・預入による支出  △2,501 △1,422 △4,363 

５ 貸付金・預金の回収による 
収入  41,734 2,436 43,274 

６ その他  △63 1,083 1,557 

投資活動による 
キャッシュ・フロー  △1,058,025 △585,612 △2,737,112 
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前中間連結会計期間 

 平成12年４月１日から 
平成12年９月30日まで 

当中間連結会計期間 

 平成13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

前連結会計年度の 
連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

 平成12年４月１日から 
平成13年３月31日まで 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー     

１ 短期借入金の増減額  533,800 △484,540 545,800 

２ コマーシャル・ペーパーの 
  増減額  10,000 107,400 60,500 

３ 長期借入れによる収入  ― 242,000 76,000 

４ 長期借入金の返済による 
支出  △115,496 △62,373 △246,619 

   ５ 社債の発行による収入  ― 199,180 179,272 

   ６ 社債の償還による支出  ― △20,000 ― 

   ７ 株式の発行による収入  ― ― 930,006 

   ８ 配当金の支払額  △4,978 △5,189 △9,766 

財務活動による 
キャッシュ・フロー  423,325 △23,522 1,535,194 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額  △2 △1 27 

Ⅴ 現金及び現金同等物 
の減少額  △405,950 △7,842 △362,579 

Ⅵ 現金及び現金同等物 
の期首残高  481,003 118,424 481,003 

Ⅶ 現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 ※１ 75,052 110,581 118,424 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる事項 
 

項目 
前中間連結会計期間 
平成12年４月１日から 
平成12年９月30日まで 

当中間連結会計期間 
平成13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

前連結会計年度 
平成12年４月１日から 
平成13年３月31日まで 

１．連結の範囲に
関する事項 

(1) 連結子会社数   32社 
  主要な連結子会社名は、
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコ
モ関西等地域会社８社、日
本船舶通信㈱、ドコモ・サ
ービス㈱及びドコモエンジ
ニアリング㈱であります。 

(1) 連結子会社数   34社 
  主要な連結子会社は、㈱
エヌ・ティ・ティ・ドコモ
関西等地域会社８社、ドコ
モ・センツウ㈱、ドコモ・
サービス㈱及びドコモエン
ジニアリング㈱でありま
す。 
  なお、当中間連結会計期
間に設立したドコモ・テク
ノロジ㈱を新たに連結の範
囲に含めております。 

(1) 連結子会社数   33社 
  主要な連結子会社は、
「第１ 企業の概況 ４.関
係会社の状況」に記載して
いるため、省略しておりま
す。 
  なお、当連結会計年度に
株式を追加取得し、議決権
の所有割合が高まったこと
から、ドコモ・システムズ
㈱(旧社名 アイ・エヌ・エ
ス・エンジニアリング㈱)
を新たに連結の範囲に含め
ております。 
 

 (2) 主要な非連結子会社の名
称等 
  主要な非連結子会社名
は、NTT DoCoMo USA,Inc. 
 、アイ・エヌ・エス・エン
ジニアリング㈱、㈱ディー
ツーコミュニケーションズ
であります。 

(2) 主要な非連結子会社の名
称等 
  主要な非連結子会社は、
NTT DoCoMo USA,Inc. 、㈱
ドコモ・ドットコム及びモ
ビマジック㈱であります。 

(2) 主要な非連結子会社の名
称等 
  主要な非連結子会社は、
NTT DoCoMo USA,Inc. 、㈱
ドコモ・ドットコム及び
DoCoMo Communications L-
aboratories Europe GmbH
であります。 
 

 (連結の範囲から除いた理由) 
  非連結子会社15社の総資
産、売上高、中間純損益
(持分に見合う額)及び剰余
金(持分に見合う額)は、い
ずれも中間連結財務諸表に
重要な影響を及ぼしていな
いため、連結の範囲から除
いております。 

(連結の範囲から除いた理由) 
  非連結子会社25社の総資
産、売上高、中間純損益
(持分に見合う額)及び剰余
金(持分に見合う額)は、い
ずれも中間連結財務諸表に
重要な影響を及ぼしていな
いため、連結の範囲から除
いております。 
 

(連結の範囲から除いた理由) 
  非連結子会社21社の総資
産、売上高、当期純損益
(持分に見合う額)及び剰余
金(持分に見合う額)は、い
ずれも連結財務諸表に重要
な影響を及ぼしていないた
め、連結の範囲から除いて
おります。 

２．持分法の適用
に関する事項 

(1) 持分法適用の非連結子会
社数        13社 
  主要な持分法適用非連結
子会社名は、NTT DoCoMo 
USA,Inc.、アイ・エヌ・エ
ス・エンジニアリング㈱、
㈱ディーツーコミュニケー
ションズであります。 
  なお、アイ・エヌ・エ
ス・エンジニアリング㈱等
６社について、当中間連結
会計期間より持分法適用会
社としております。 

(1) 持分法適用の非連結子会
社数        24社 
  主要な持分法適用非連結
子会社は、NTT DoCoMo US-
A,Inc.、㈱ドコモ・ドット
コム及びモビマジック㈱で
あります。 
  なお、当中間連結会計期
間に株式を追加取得して子
会社となったモビマジック
㈱及び同期間に設立した
DCM Capital HKG(UK) Lim-
ited等、合計４社を新たに
持分法適用会社としており
ます。 
 

(1) 持分法適用の非連結子会
社数        20社 
  主要な持分法適用非連結
子会社は、NTT DoCoMo US-
A,Inc.、㈱ドコモ・ドット
コム及びDoCoMo Communic-
ations Laboratories Eu-
rope GmbHであります。 
  なお、当連結会計年度に
設立した㈱ドコモ・ドット
コム等13社を新たに持分法
適用会社としております。 
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項目 
前中間連結会計期間 
平成12年４月１日から 
平成12年９月30日まで 

当中間連結会計期間 
平成13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

前連結会計年度 
平成12年４月１日から 
平成13年３月31日まで 

 (2) 持分法適用の関連会社数 
９社 

  主要な持分法適用関連会
社名は、KPN Mobile N.V. 
 、Hutchison 3G UK Holdi-
ngs Limited 、 Hutchison 
Telephone Company Lim-
itedであります。 
  なお、KPN Mobile N.V.
等２社について、当中間連
結会計期間より持分法適用
会社としております。 

(2) 持分法適用の関連会社数 
13社 

  主要な持分法適用関連会
社は、AT&T Wireless Ser-
vices,Inc. 、 KPN Mobile 
N.V.及びHutchison 3G UK 
Holdings Limitedでありま
す。 
  なお、当中間連結会計期
間に関連会社となったAT&T 
Wireless Services,Inc. 及
び同期間に株式を取得した
Hutchison 3G HK Holdings 
Limitedを新たに持分法適
用会社としております。 
  AT&T Wireless Service-
s,Inc.については、平成13
年７月９日付で同社がAT&T 
Corp.から分離したことに
伴い、当社が前連結会計年
度に取得したAT&T Corp.優
先トラッキング・ストック
が、同社普通株式へ転換さ
れたことにより関連会社と
なっております。 
 

(2) 持分法適用の関連会社数 
11社 

  主要な持分法適用関連会
社は、KPN Mobile N.V.、
Hutchison 3G UK Holdings 
Limited及びKG Telecommu-
nications Co.,Ltd.であり
ます。 
  なお、当連結会計年度に
取得したKPN Mobile N.V.
等５社を、新たに持分法適
用会社としております。 
  また、当連結会計年度に
清算したモバイルインフォ
メーションダイナミックス
㈱は持分法適用会社から除
外しております。 

 (3) 持分法を適用していない
非連結子会社である㈱ロケ
ーション・エージェント、
エアメディア㈱及び関連会
社 APMT MC-DCM Holding 
Pte Ltd、モビマジック㈱
は、実質的に事業を行って
おらず、それぞれ中間連結
純損益及び連結剰余金に及
ぼす影響が軽微であり、か
つ全体としても重要性がな
いため、持分法の適用から
除外しております。 
 

(3) 持分法を適用していない
非連結子会社である㈱ロケ
ーション・エージェント及
び関連会社のAPMT MC-DCM 
Holding Pte Ltdは、実質
的に事業を行っておらず、
それぞれ中間連結純損益及
び連結剰余金に及ぼす影響
が軽微であり、かつ全体と
しても重要性がないため、
持分法の適用から除外して
おります。 

(3) 持分法を適用していない
非連結子会社である㈱ロケ
ーション・エージェント、
関 連 会 社 の APMT MC-DCM 
Holding Pte Ltd及びモビ
マジック㈱は、実質的に事
業を行っておらず、それぞ
れ連結純損益及び連結剰余
金に及ぼす影響が軽微であ
り、かつ全体としても重要
性がないため、持分法の適
用から除外しております。 
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項目 
前中間連結会計期間 
平成12年４月１日から 
平成12年９月30日まで 

当中間連結会計期間 
平成13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

前連結会計年度 
平成12年４月１日から 
平成13年３月31日まで 

 (4) 持分法の適用の手続につ
いて特に記載する必要があ
ると認められる事項 
  持分法適用会社のうち、
中間決算日が異なる会社に
ついては、当該会社の中間
会計期間にかかる中間財務
諸表を使用しております。 
  また、連結調整勘定相当
額については、効果の発現
する期間を見積もった年数
で、定額法により償却して
おります。 
  ただし、重要性が乏しい
ものについては、発生会計
年度に全額償却しておりま
す。 
 

(4) 持分法の適用の手続につ
いて特に記載する必要があ
ると認められる事項 
  持分法適用会社のうち、
中間決算日が中間連結決算
日と異なる会社について
は、当該会社の中間会計期
間にかかる中間財務諸表を
使用しております。 
  また、連結調整勘定相当
額については、効果の発現
する期間を見積もった年数
で、定額法により償却して
おります。 
  ただし、重要性が乏しい
ものについては、発生会計
年度に全額償却しておりま
す。 
 

(4) 持分法の適用の手続につ
いて特に記載する必要があ
ると認められる事項 
  持分法適用会社のうち、
決算日が異なる会社につい
ては、当該会社の事業年度
に係る財務諸表を使用して
おります。 
  また、連結調整勘定相当
額については、効果の発現
する期間を見積もった年数
で、定額法により償却して
おります。 
  ただし、重要性が乏しい
ものについては、発生会計
年度に全額償却しておりま
す。 

３．連結子会社の
中間決算日(決
算日)等に関す
る事項 

 連結子会社の中間決算日は
中間連結決算日と一致してお
ります。 

同左  連結子会社の事業年度末日
は連結決算日と一致しており
ます。 
 

４．会計処理基準
に関する事項 

   

 (1) 固定資産の
減価償却の方
法 

① 有形固定資産 
  法人税法に規定する方法
と同一の基準による定率法
(ただし建物は定額法)によ
っております。 
  なお、当社及び㈱エヌ・
ティ・ティ・ドコモ関西等
地域会社８社において、サ
ービス廃止を予定している
ポケットベルの1200bps方
式及び当社において廃止を
予定しているテレターミナ
ル事業にかかる機械設備・
空中線設備・工具、器具及
び備品、ならびに当社及び
㈱エヌ・ティ・ティ・ドコ
モ関西等地域会社８社にお
いて、IMT-2000導入に伴う
設備の更改により除却を予
定している機械設備につい
ては、残存予定使用期間に
基づく耐用年数によってお
ります。 
 

① 有形固定資産 
  定率法(ただし建物は定
額法)によっております。 
  なお、耐用年数及び残存
価額については、法人税法
に規定する方法と同一の基
準によっております。 

① 有形固定資産 
  定率法(ただし建物は定
額法)によっております。 
  なお、耐用年数及び残存
価額については、法人税法
に規定する方法と同一の基
準によっております。 
  また、当社及び㈱エヌ・
ティ・ティ・ドコモ関西等
地域会社８社におけるクイ
ックキャスト(旧 ポケット
ベル)の1200bps方式及び当
社のテレターミナル事業に
かかる機械設備・空中線設
備・工具、器具及び備品、
ならびに当社及び地域会社
８社におけるIMT-2000導入
に伴う除却対象の機械設備
については、残存予定使用
期間に基づく耐用年数によ
っております。 
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項目 
前中間連結会計期間 
平成12年４月１日から 
平成12年９月30日まで 

当中間連結会計期間 
平成13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

前連結会計年度 
平成12年４月１日から 
平成13年３月31日まで 

 ② 無形固定資産 
  法人税法に規定する方法
と同一の基準による定額法
によっております。 
  なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内に
おける利用可能期間(５年)
に基づく定額法によってお
ります。 

② 無形固定資産 
  定額法によっておりま
す。 
  なお、耐用年数について
は、法人税法に規定する方
法と同一の基準によってお
ります。 
  ただし、ソフトウェアの
減価償却の方法は次のとお
りであります。 
ア.市場販売目的のソフトウ
ェア 
  見込販売期間(３年以内)
における見込販売数量に基
づく償却額と販売可能な残
存販売期間に基づく均等配
分額を比較し、いずれか大
きい額を計上する方法によ
っております。 
イ.自社利用のソフトウェア 
  社内における利用可能期
間(５年以内)に基づく定額
法によっております。 
 

② 無形固定資産 
同左 

 (2) 資産の評価
基準及び評価
方法 

① 有価証券 
 満期保有目的債券 
  償却原価法 
 
 その他有価証券 
  時価のあるもの 

中間連結会計期間末
の市場価格等に基づく
時価法(評価差額は全
部資本直入法により処
理し、売却原価は移動
平均法により算定) 

  時価のないもの 
移動平均法による原
価法 

 

① 有価証券 
 満期保有目的債券 

同左 
 
 その他有価証券 
  時価のあるもの 

同左 
 
 
 
 
 

  時価のないもの 
同左 

① 有価証券 
 満期保有目的債券 

同左 
 
 その他有価証券 
  時価のあるもの 

当連結決算日の市場
価格等に基づく時価法
(評価差額は全部資本
直入法により処理し、
売却原価は移動平均法
により算定) 

  時価のないもの 
同左 

 ② たな卸資産 
  貯蔵品のうち、端末機器
については主として先入先
出法による原価法、その他
については主として個別法
による原価法によっており
ます。 
 

② たな卸資産 
同左 

② たな卸資産 
同左 
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項目 
前中間連結会計期間 
平成12年４月１日から 
平成12年９月30日まで 

当中間連結会計期間 
平成13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

前連結会計年度 
平成12年４月１日から 
平成13年３月31日まで 

 (3) 引当金の計
上基準 

① 貸倒引当金 
  債権の貸倒れによる損失
に備えるため、一般債権に
ついては貸倒実績率によ
り、破産更生債権等特定の
債権については個別に回収
可能性を検討し、回収不能
見込額を計上しておりま
す。 
 

① 貸倒引当金 
同左 

① 貸倒引当金 
同左 

 ② 退職給付引当金 
  従業員の退職給付に備え
るため、当連結会計年度末
における退職給付債務及び
年金資産の見込額に基づ
き、当中間連結会計期間末
において発生していると認
められる額を計上しており
ます。 
  なお、会計基準変更時差
異(9,490百万円)について
は、当中間連結会計期間に
全額を費用処理しておりま
す。 

② 退職給付引当金 
  従業員の退職給付に備え
るため、当連結会計年度末
における退職給付債務及び
年金資産の見込額に基づ
き、当中間連結会計期間末
において発生していると認
められる額を計上しており
ます。 
  なお、数理計算上の差異
については、発生年度に全
額を費用処理しておりま
す。 

② 退職給付引当金 
  従業員の退職給付に備え
るため、当連結会計年度末
における退職給付債務及び
年金資産に基づき、当連結
会計年度末において発生し
ている額を計上しておりま
す。 
  なお、数理計算上の差異
については、発生年度に全
額を費用処理しておりま
す。また、会計基準変更時
差異(9,625百万円)は、当
連結会計年度に全額を費用
処理しております。 
 

 ――――― ③ ポイントサービス引当金 
  将来の「ドコモポイント
サ ー ビ ス 」 及 び 「 Club 
DoCoMo」の利用による費用
負担に備えるため、利用実
績率に基づき当連結会計年
度下半期以降に利用される
と見込まれるポイントに対
する所要額を計上しており
ます。 

③ ポイントサービス引当金 
  将来の「ドコモポイント
サ ー ビ ス 」 及 び 「 Club 
DoCoMo」の利用による費用
負担に備えるため、利用実
績率に基づき翌連結会計年
度以降に利用されると見込
まれるポイントに対する所
要額を計上しております。 
  なお、当連結会計年度下
半期に「ドコモポイントサ
ービス」制度を新設すると
ともに、ポイントの有効期
間 を 延 長 す る 等 「 Club 
DoCoMo」制度を充実したた
め、当連結会計年度末より
ポイントサービス引当金を
計上しております。 
  これにより、営業費用が
24,999百万円増加し、営業
利益、経常利益及び税金等
調整前当期純利益はそれぞ
れ同額減少しております。 
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項目 
前中間連結会計期間 
平成12年４月１日から 
平成12年９月30日まで 

当中間連結会計期間 
平成13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

前連結会計年度 
平成12年４月１日から 
平成13年３月31日まで 

 (4) 外貨建の資
産及び負債の
本邦通貨への
換算基準 

  外貨建金銭債権債務は、
中間連結会計期間末の直物
為替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として
処理しております。 
  なお、在外子会社等の資
産及び負債、収益及び費用
は、在外子会社等の中間決
算日の直物為替相場により
円貨に換算し、換算差額は
資本の部における為替換算
調整勘定に含めておりま
す。 
 

  外貨建金銭債権債務は、
中間連結決算日の直物為替
相場により円貨に換算し、
換算差額は損益として処理
しております。 
  なお、在外子会社等の資
産及び負債、収益及び費用
は、在外子会社等の中間決
算日の直物為替相場により
円貨に換算し、換算差額は
資本の部における為替換算
調整勘定に含めておりま
す。 

  外貨建金銭債権債務は、
連結決算日の直物為替相場
により円貨に換算し、換算
差額は損益として処理して
おります。 
  なお、在外子会社等の資
産及び負債、収益及び費用
は、在外子会社等の決算日
の直物為替相場により円貨
に換算し、換算差額は資本
の部における為替換算調整
勘定に含めております。 

 (5) リース取引
の処理方法 

  リース物件の所有権が借
主に移転すると認められる
もの以外のファイナンス・
リース取引については、通
常の賃貸借取引にかかる方
法に準じた会計処理によっ
ております。 
 

同左 同左 

 (6) ヘッジ会計
の方法 

① ヘッジ会計の方法 
  繰延ヘッジ処理を採用し
ております。 
  なお、為替予約取引につ
いては、振当処理の要件を
満たしている場合は振当処
理を、金利スワップ取引に
ついては、特例処理の要件
を満たしている場合は特例
処理を採用しております。 
 

① ヘッジ会計の方法 
同左 

① ヘッジ会計の方法 
同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 
  外貨建取引は為替予約取
引、借入金の支払利息は金
利スワップ取引で行ってお
ります。 
 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 
同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 
同左 

 ③ ヘッジ方針 
  当社グループでは、社内
規程に基づき、将来の市場
価格の変動にかかるリスク
を回避する目的で行ってお
ります。 
 

③ ヘッジ方針 
同左 

③ ヘッジ方針 
同左 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 
  為替予約取引及び金利ス
ワップ取引については、そ
れぞれ振当処理及び特例処
理の要件を満たしているた
め、有効性の判定を省略し
ております。 
 

④ ヘッジ有効性評価の方法 
同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 
同左 
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項目 
前中間連結会計期間 
平成12年４月１日から 
平成12年９月30日まで 

当中間連結会計期間 
平成13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

前連結会計年度 
平成12年４月１日から 
平成13年３月31日まで 

 (7) 消費税等の
会計処理 

  消費税及び地方消費税
は、税抜方式によっており
ます。 
 

同左 同左 

５．中間連結キャ
ッシュ・フロ
ー計算書(連
結 キ ャ ッ シ
ュ・フロー計
算書)におけ
る資金の範囲 

  中間連結キャッシュ・フ
ロー計算書における資金
(現金及び現金同等物)は、
手許現金、随時引き出し可
能な預金及び容易に換金可
能であり、かつ、価値の変
動について僅少なリスクし
か負わない取得日から３か
月以内に償還期限の到来す
る短期投資からなっており
ます。 

同左   連結キャッシュ・フロー
計算書における資金(現金
及び現金同等物)は、手許
現金、随時引き出し可能な
預金及び容易に換金可能で
あり、かつ、価値の変動に
ついて僅少なリスクしか負
わない取得日から３か月以
内に償還期限の到来する短
期投資からなっておりま
す。 
 

 



ファイル名:090_b_0076100501312.doc 更新日時:01/12/02 11:13 印刷日時:01/12/05 9:24 

― 29 ― 29 

追加情報 
 

前中間連結会計期間 
平成12年４月１日から 
平成12年９月30日まで 

当中間連結会計期間 
平成13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

前連結会計年度 
平成12年４月１日から 
平成13年３月31日まで 

(退職給付会計) 
  当中間連結会計期間から退職給
付に係る会計基準(「退職給付に係
る会計基準の設定に関する意見
書」(企業会計審議会 平成10年６
月16日))を適用しております。 
  これにより、従来と同一の方法
を採用した場合と比較して、退職
給付費用は9,062百万円増加し、営
業利益、経常利益及び税金等調整
前中間純利益はそれぞれ同額減少
しております。 
  また、従来の「退職給与引当
金」は、当中間連結会計期間から
「退職給付引当金」に含めて表示
しております。 
 

――――― (退職給付会計) 
  当連結会計年度より退職給付に
係る会計基準(「退職給付に係る会
計基準の設定に関する意見書」(企
業会計審議会 平成10年６月16
日))を適用しております。 
  これにより、従来と同一の方法
を採用した場合と比較して、退職
給付費用は20,262百万円増加し、
営業利益、経常利益及び税金等調
整前当期純利益はそれぞれ同額減
少しております。 
  また、従来の「退職給与引当
金」は、当連結会計年度より「退
職給付引当金」に含めて表示して
おります。 
 

(金融商品会計) 
  当中間連結会計期間から金融商
品に係る会計基準(「金融商品に係
る会計基準の設定に関する意見
書」(企業会計審議会 平成11年１
月22日))を適用し、有価証券及び
ゴルフ会員権の評価の方法、なら
びに貸倒見積高の算定方法を変更
しております。 
  これにより、従来と同一の方法
を採用した場合と比較して、経常
利益及び税金等調整前中間純利益
はそれぞれ966百万円減少しており
ます。 
  また、期首時点で保有する有価
証券の保有目的を検討し、満期保
有目的の債券のうち１年内に満期
の到来するものは「有価証券」と
して、それら以外は「投資有価証
券」として表示しております。 
  その結果、流動資産の「有価証
券」は299百万円増加し、「投資有
価証券」は同額減少しておりま
す。 
 

――――― (金融商品会計) 
  当連結会計年度より金融商品に
係る会計基準(「金融商品に係る会
計基準の設定に関する意見書」(企
業会計審議会 平成11年１月22
日))を適用し、有価証券及びゴル
フ会員権の評価の方法、ならびに
貸倒見積高の算定方法を変更して
おります。 
  これにより、従来と同一の方法
を採用した場合と比較して、経常
利益及び税金等調整前当期純利益
はそれぞれ6,373百万円減少してお
ります。 
  また、期首時点で保有する有価
証券の保有目的を検討し、満期保
有目的の債券のうち１年内に満期
の到来するものは「有価証券」と
して、それら以外は「投資有価証
券」として表示しております。 
  その結果、流動資産の「有価証
券」は199百万円増加し、「投資有
価証券」は同額減少しておりま
す。 
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前中間連結会計期間 
平成12年４月１日から 
平成12年９月30日まで 

当中間連結会計期間 
平成13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

前連結会計年度 
平成12年４月１日から 
平成13年３月31日まで 

(外貨建取引等会計基準) 
  当中間連結会計期間から改訂後
の外貨建取引等会計処理基準(「外
貨建取引等会計処理基準の改訂に
関する意見書」(企業会計審議会 
平成11年10月22日))を適用してお
ります。 
  この変更による損益への影響は
軽微であります。 
  また、前連結会計年度におい
て、「資産の部」の「無形固定資
産」に含めて計上していた為替換
算調整勘定は、中間連結財務諸表
規則の改正により、「資本の部」
に含めて計上しております。 

――――― (外貨建取引等会計基準) 
  当連結会計年度より改訂後の外
貨建取引等会計処理基準(「外貨建
取引等会計処理基準の改訂に関す
る意見書」(企業会計審議会 平成
11年10月22日))を適用しておりま
す。 
  この変更による損益への影響は
軽微であります。 
  また、前連結会計年度におい
て、「資産の部」の「無形固定資
産」に含めて計上していた為替換
算調整勘定は、連結財務諸表規則
の改正により、「資本の部」に含
めて計上しております。 
 

――――― (移動体事業者間の携帯電話サービ
スにおける「エンドエンド料金制
度」の導入) 
  従来、移動体事業者間の携帯電
話サービスにおける相互接続通話
においては、それぞれのサービス
提供区間にユーザー料金を設定し
ておりましたが、平成13年４月１
日よりエンドエンド料金制度を導
入したことに伴い、お客様に対
し、発信事業者側が全通話区間の
料金を設定することとなりまし
た。 
  これに伴い新料金制度導入後の
通話料金は、その総額を音声伝送
収入に計上するとともに事業者間
接続料金(アクセスチャージ)を通
信設備使用料に計上しておりま
す。 
  この新料金制度の導入により、
従来の通話料金の設定方式と比較
して、電気通信事業営業収益(音声
伝送収入)及び電気通信事業営業費
用(通信設備使用料)はそれぞれ
83,940百万円増加しております。 
 

――――― 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 
 

前中間連結会計期間末 
平成12年９月30日 

当中間連結会計期間末 
平成13年９月30日 

前連結会計年度末 
平成13年３月31日 

※１．特別第二種電気通信事業及び
その他事業にかかる固定資産に
ついては、少額なため電気通信
事業固定資産に含めて表示して
おります。 

 

※１．一般第二種電気通信事業、特
別第二種電気通信事業及びその
他事業にかかる固定資産につい
ては、少額なため電気通信事業
固定資産に含めて表示しており
ます。 

 

※１．特別第二種電気通信事業及び
その他事業にかかる固定資産に
ついては、少額なため電気通信
事業固定資産に含めて表示して
おります。 

※２．有形固定資産の減価償却累計額 
1,572,821百万円 

 

※２．有形固定資産の減価償却累計額 
1,866,344百万円 

※２．有形固定資産の減価償却累計額 
1,662,905百万円 

※３．当中間連結会計期間は期末日
が金融機関の休業日であり、例
年９月30日に処理される各種料
金が10月２日に処理されました
が、これによる影響額は次のと
おりであります。 
現金及び預金 約△2,150億円 
売掛金 約 2,340億円 
未払金 約  190億円 

  

※３．当中間連結会計期間は期末日
が金融機関の休業日であり、例
年９月30日に処理される各種料
金が10月１日に処理されました
が、これによる影響額は次のと
おりであります。 
現金及び預金 約△2,480億円 
売掛金 約 2,690億円 
未払金 約  210億円 

 

※３．当連結会計年度は期末日が金
融機関の休業日であり、例年３
月31日に処理される各種料金が
４月２日に処理されましたが、
これによる影響額は次のとおり
であります。 
現金及び預金 約△2,240億円 
売掛金 約 2,460億円 
未払金 約  220億円 

 

※４．保証債務 
  当 社 は 関 係 会 社 で あ る
Hutchison Telephone Company 
Limitedが事業継続のために関
係省庁に負っている契約義務に
関して金融機関が行っている履
行保証に対し、出資比率に基づ
き19,000千香港ドル(271百万
円)を上限として再保証を行っ
ております。 

   なお、当中間連結会計期間末
時点の当社保証残高は17,081千
香港ドル(243百万円)となって
おります。 

※４．保証債務 
  当 社 は 関 係 会 社 で あ る
Hutchison Telephone Company 
Limitedが事業継続のために関
係省庁に負っている契約義務に
関して金融機関が行っている履
行保証に対し、出資比率に基づ
き25,370千香港ドル(399百万
円)を上限として再保証を行っ
ております。 

   なお、当中間連結会計期間末
時点の当社保証残高は2,269千
香港ドル(35百万円)となってお
ります。 

 

※４．保証債務 
  当 社 は 関 係 会 社 で あ る
Hutchison Telephone Company 
Limitedが事業継続のために関
係省庁に負っている契約義務に
関して金融機関が行っている履
行保証に対し、出資比率に基づ
き19,000千香港ドル(310百万
円)を上限として再保証を行っ
ております。 

   なお、当期末時点の当社保証
残高は17,081千香港ドル(278百
万円)となっております。 
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(中間連結損益計算書関係) 
 

前中間連結会計期間 
平成12年４月１日から 
平成12年９月30日まで 

当中間連結会計期間 
平成13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

前連結会計年度 
平成12年４月１日から 
平成13年３月31日まで 

※１．電気通信事業営業収益の内訳
は、次のとおりであります。 
音声伝送収入 1,594,163百万円 
データ伝送収入 127,177百万円 
その他の収入 4,230百万円 

  

※１．電気通信事業営業収益の内訳
は、次のとおりであります。 
音声伝送収入 1,694,256百万円 
データ伝送収入 342,636百万円 
その他の収入 7,045百万円 

 

※１．電気通信事業営業収益の内訳
は、次のとおりであります。 
音声伝送収入 3,219,853百万円 
データ伝送収入 370,281百万円 
その他の収入 9,195百万円 

 

※２．電気通信事業営業費用の内訳
は、次のとおりであります。 
営業費 719,017百万円 
施設保全費 70,775百万円 
共通費 19,400百万円 
管理費 56,318百万円 
試験研究費 21,305百万円 
減価償却費 257,555百万円 
固定資産除却費 15,968百万円 
通信設備使用料 163,838百万円 
租税公課 13,777百万円 

  

※２．電気通信事業営業費用の内訳
は、次のとおりであります。 
営業費 803,500百万円 
施設保全費 89,404百万円 
共通費 21,167百万円 
管理費 59,128百万円 
試験研究費 25,948百万円 
減価償却費 281,159百万円 
固定資産除却費 13,219百万円 
通信設備使用料 213,182百万円 
租税公課 13,858百万円 

 

※２．電気通信事業営業費用の内訳
は、次のとおりであります。 
営業費 1,537,100百万円 
施設保全費 168,409百万円 
共通費 37,853百万円 
管理費 122,966百万円 
試験研究費 60,554百万円 
減価償却費 570,086百万円 
固定資産除却費 68,119百万円 
通信設備使用料 287,144百万円 
租税公課 25,159百万円 

 

※３．特別第二種電気通信事業にか
かる収益及び費用については、
少額なためその他事業に含めて
表示しております。 

 
 
※４．   ――――― 

※３．一般第二種電気通信事業及び
特別第二種電気通信事業にかか
る収益及び費用については、少
額なためその他事業に含めて表
示しております。 

 
※４．「関係会社株式評価損」は、
関連会社である KPN Mobile 
N.V.の株式の実質価額が著しく
低下し、かつ、回復する見込が
ないと判断したことにより実施
した評価減にかかるものであり
ます。 

 

※３．特別第二種電気通信事業にか
かる収益及び費用については、
少額なためその他事業に含めて
表示しております。 

 
 
※４．   ――――― 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

前中間連結会計期間 
平成12年４月１日から 
平成12年９月30日まで 

当中間連結会計期間 
平成13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

前連結会計年度 
平成12年４月１日から 
平成13年３月31日まで 

※１．現金及び現金同等物の中間期
末残高と中間連結貸借対照表に
掲記されている科目の金額との
関係 

(平成12年９月30日現在) 
現金及び預金 76,979百万円 
預入期間が３か月を 
超える定期預金等 △2,626百万円 

その他の流動資産に 
含まれる短期貸付金 700百万円 

現金及び現金同等物 75,052百万円 
 

※１．現金及び現金同等物の中間期
末残高と中間連結貸借対照表に
掲記されている科目の金額との
関係 

(平成13年９月30日現在) 
現金及び預金 112,704百万円 
預入期間が３か月を 
超える定期預金等 △2,122百万円 

現金及び現金同等物 110,581百万円 
 

※１．現金及び現金同等物の期末残
高と連結貸借対照表に掲記され
ている科目の金額との関係 

 
(平成13年３月31日現在) 

現金及び預金 116,065百万円 
預入期間が３か月を 
超える定期預金等 △2,933百万円 

その他の流動資産に 
含まれる短期貸付金 5,291百万円 

現金及び現金同等物 118,424百万円 
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(リース取引関係) 
 

前中間連結会計期間 
平成12年４月１日から 
平成12年９月30日まで 

当中間連結会計期間 
平成13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

前連結会計年度 
平成12年４月１日から 
平成13年３月31日まで 

１．リース物件の所有権が借主に移
転すると認められるもの以外のフ
ァイナンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当
額、減価償却累計額相当額及び
中間期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間 
期末残高 
相当額 
(百万円) 

車両 2,853 1,331 1,521 

工具、 
器具及 
び備品 

31,909 20,353 11,556 

ソフト 
ウェア 2,561 1,527 1,034 

合計 37,324 23,212 14,111 

 (注)取得価額相当額は、未経過リ
ース料中間期末残高が有形固定
資産の中間期末残高等に占める
割合が低いため、支払利子込み
法により算定しております。 

 

１．リース物件の所有権が借主に移
転すると認められるもの以外のフ
ァイナンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当
額、減価償却累計額相当額及び
中間期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間 
期末残高 
相当額 
(百万円) 

車両 3,640 1,609 2,030 

工具、 
器具及 
び備品 

24,288 15,108 9,180 

ソフト 
ウェア 2,467 1,265 1,202 

合計 30,396 17,983 12,413 

 (注)    同左 

１．リース物件の所有権が借主に移
転すると認められるもの以外のフ
ァイナンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当
額、減価償却累計額相当額及び
期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高 
相当額 
(百万円) 

車両 3,851 1,809 2,042 

工具、 
器具及 
び備品 

26,335 16,371 9,964 

ソフト 
ウェア 1,506 839 666 

合計 31,693 19,019 12,673 

 (注)取得価額相当額は、未経過リ
ース料期末残高が有形固定資産
の期末残高等に占める割合が低
いため、支払利子込み法により
算定しております。 

 (2) 未経過リース料中間期末残高
相当額 
１年内 7,094百万円 
１年超 7,017百万円 
合計 14,111百万円 

 (注)未経過リース料中間期末残高
相当額は、未経過リース料中間
期末残高が有形固定資産の中間
期末残高等に占める割合が低い
ため、支払利子込み法により算
定しております。 

 

 (2) 未経過リース料中間期末残高
相当額 
１年内 5,777百万円 
１年超 6,636百万円 
合計 12,413百万円 

 (注)    同左 

 (2) 未経過リース料期末残高相当
額 
１年内 6,239百万円 
１年超 6,434百万円 
合計 12,673百万円 

 (注)未経過リース料期末残高相当
額は、未経過リース料期末残高
が有形固定資産の期末残高等に
占める割合が低いため、支払利
子込み法により算定しておりま
す。 

 (3) 支払リース料及び減価償却費
相当額 
支払リース料 4,525百万円 
減価償却費 
相当額 4,525百万円 

  

 (3) 支払リース料及び減価償却費
相当額 
支払リース料 3,839百万円 
減価償却費 
相当額 3,839百万円 

 

 (3) 支払リース料及び減価償却費
相当額 
支払リース料 9,602百万円 
減価償却費 
相当額 9,602百万円 

 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 
   リース期間を耐用年数とし、
残存価額を零とする定額法によ
っております。 

 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 
同左 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 
同左 

２．オペレーティング・リース取引 
  未経過リース料 

１年内 63百万円 
１年超 85百万円 
合計 149百万円 

  

２．オペレーティング・リース取引 
  未経過リース料 

１年内 9百万円 
１年超 12百万円 
合計 21百万円 

 

２．オペレーティング・リース取引 
  未経過リース料 

１年内 28百万円 
１年超 23百万円 
合計 52百万円 

 
 



ファイル名:090_f_0076100501312.doc 更新日時:01/12/02 11:13 印刷日時:01/12/05 9:26 

― 34 ― 

(有価証券関係) 
 
前中間連結会計期間末（平成12年９月30日） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

種類 中間連結貸借対照表計上額 時価 差額 
 (百万円) (百万円) (百万円) 

国債・地方債等 29 30 1 
社債 3,597 3,703 106 
その他 － － － 

合計 3,626 3,734 108 
２．その他有価証券で時価のあるもの 

種類 取得原価 中間連結貸借対照表計上額 差額 
 (百万円) (百万円) (百万円) 

株式 526 3,025 2,499 
債券 － － － 
その他 － － － 

合計 526 3,025 2,499 
３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

種類 中間連結貸借対照表計上額 
 (百万円) 

満期保有目的の債券  
 非上場債券 100 
その他有価証券  
 非上場株式(店頭売買株式を除く) 10,587 
子会社株式及び関連会社株式  
 非上場株式 641,412 
 
当中間連結会計期間末（平成13年９月30日） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

種類 中間連結貸借対照表計上額 時価 差額 
 (百万円) (百万円) (百万円) 

国債・地方債等 26 27 1 
社債 3,298 3,526 228 
その他 － － － 

合計 3,324 3,554 229 
２．その他有価証券で時価のあるもの 

種類 取得原価 中間連結貸借対照表計上額 差額 
 (百万円) (百万円) (百万円) 

株式 1,013 2,579 1,566 
債券 3 3 0 
その他 － － － 

合計 1,016 2,582 1,566 
３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

種類 中間連結貸借対照表計上額 
 (百万円) 

満期保有目的の債券  
 非上場債券 100 
その他有価証券  
 非上場株式(店頭売買株式を除く) 8,358 
子会社株式及び関連会社株式  
 非上場株式 1,552,128 
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前連結会計年度末（平成13年３月31日） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 
種類 連結貸借対照表計上額 時価 差額 
 (百万円) (百万円) (百万円) 

国債・地方債等 26 27 1 
社債 3,497 3,730 232 
その他 － － － 

合計 3,524 3,758 234 
２．その他有価証券で時価のあるもの 

種類 取得原価 連結貸借対照表計上額 差額 
 (百万円) (百万円) (百万円) 

株式 1,013 6,853 5,840 
債券 3 3 0 
その他 － － － 

合計 1,016 6,857 5,840 
３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

種類 連結貸借対照表計上額 
 (百万円) 

満期保有目的の債券 
非上場債券 

 
100 

その他有価証券 
非上場株式(店頭売買株式を除く) 

 
8,431 

合計 8,531 

 

 

 

 (デリバティブ取引関係) 

 

当社グループのデリバティブ取引にはヘッジ会計が適用されているため、前中間連結会計期間、当中

間連結会計期間及び前連結会計年度のいずれにおいても該当事項はありません。 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(平成12年４月１日から平成12年９月30日まで) 
 

 
携帯電話 
事業 
(百万円) 

ＰＨＳ 
事業 
(百万円) 

ポケット 
ベル事業 
(百万円) 

その他 
事業 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高        

(1) 外部顧客に 
対する売上高 2,145,446 55,639 11,147 5,233 2,217,467 ― 2,217,467 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 ― ― ― ― ― ― ― 

計 2,145,446 55,639 11,147 5,233 2,217,467 ― 2,217,467 

営業費用 1,676,691 102,621 22,004 4,096 1,805,414 ― 1,805,414 

営業利益 
(又は営業損失(△)) 468,755 △46,981 △10,857 1,136 412,052 ― 412,052 

(注) １．事業区分の方法 
事業の区分は、内部管理上採用している区分であり、具体的には以下のとおりであります。 
(1) 携帯電話事業 ………… 携帯・自動車電話サービス、パケット通信サービス、衛星電話サービス、

航空機電話サービス、各サービスの端末機器販売 等 
(2) ＰＨＳ事業 …………… ＰＨＳサービス、ＰＨＳ端末機器販売 
(3) ポケットベル事業 …… 無線呼出(ポケットベル)サービス、ポケットベル端末機器販売 
(4) その他事業 …………… 国際電話サービス 等 

２．前連結会計年度において「その他事業」に含めておりましたIMT-2000は、事業変更許可及び無線局予備
免許を取得したこと等により、当中間連結会計期間より「携帯電話事業」に含めて表示しております。 
なお、この変更をしない場合と比較して、営業費用及び営業損益に与える影響は軽微であります。 

 

当中間連結会計期間(平成13年４月１日から平成13年９月30日まで) 
 

 
携帯電話 
事業 
(百万円) 

ＰＨＳ 
事業 
(百万円) 

クイックキャ
スト事業 
(百万円) 

その他 
事業 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高        

(1) 外部顧客に 
対する売上高 2,536,913 58,274 5,971 11,804 2,612,963 ― 2,612,963 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 ― ― ― ― ― ― ― 

計 2,536,913 58,274 5,971 11,804 2,612,963 ― 2,612,963 

営業費用 1,955,810 85,954 9,500 11,291 2,062,556 ― 2,062,556 

営業利益 
(又は営業損失(△)) 581,103 △27,680 △3,528 513 550,407 ― 550,407 

(注) 事業区分の方法 
事業の区分は、内部管理上採用している区分であり、具体的には以下のとおりであります。 
(1) 携帯電話事業 ……………… 携帯・自動車電話サービス、パケット通信サービス、衛星電話サービス、

航空機電話サービス、各サービスの端末機器販売 等 
(2) ＰＨＳ事業 ………………… ＰＨＳサービス、ＰＨＳ端末機器販売 
(3) クイックキャスト事業 …… 無線呼出(クイックキャスト)サービス、クイックキャスト端末機器販売 
(4) その他事業 ………………… 国際電話サービス 等 
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前連結会計年度(平成12年４月１日から平成13年３月31日まで) 
 

 
携帯電話 
事業 
(百万円) 

ＰＨＳ 
事業 
(百万円) 

クイックキャ
スト事業 
(百万円) 

その他 
事業 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高        

(1) 外部顧客に 
対する売上高 4,529,944 113,076 18,563 24,420 4,686,004 ― 4,686,004 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 ― ― ― ― ― ― ― 

計 4,529,944 113,076 18,563 24,420 4,686,004 ― 4,686,004 

営業費用 3,640,784 204,775 39,740 23,540 3,908,841 ― 3,908,841 

営業利益 
(又は営業損失(△)) 889,159 △91,699 △21,177 880 777,162 ― 777,162 

(注) １．事業区分の方法 
事業の区分は、内部管理上採用している区分であり、具体的には以下のとおりであります。 
(1) 携帯電話事業 ……………… 携帯・自動車電話サービス、パケット通信サービス、衛星電話サービス、

航空機電話サービス、各サービスの端末機器販売 等 
(2) ＰＨＳ事業 ………………… ＰＨＳサービス、ＰＨＳ端末機器販売 
(3) クイックキャスト事業 …… 無線呼出(クイックキャスト)サービス、クイックキャスト端末機器販売 
(4) その他事業 ………………… 国際電話サービス 等 
２．事業の種類の名称変更 
平成13年１月より、サービスブランド名を「ポケットベル」から「クイックキャスト」に変更したこと
に伴い、「ポケットベル事業」を「クイックキャスト事業」に名称変更いたしました。 
 

（追加情報） 
前連結会計年度において「その他事業」に含めておりましたIMT－2000は、事業変更許可及び無線局予備
免許を取得したこと等により、当連結会計年度より「携帯電話事業」に含めて表示しております。 
なお、この変更をしない場合と比較して、営業費用及び営業損益に与える影響は軽微であります。 

 

【所在地別セグメント情報】 
前中間連結会計期間（平成12年４月１日から平成12年９月30日まで）及び当中間連結会計期間（平
成13年４月１日から平成13年９月30日まで） 
当社及び連結子会社は、国内に所在しており、全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を

超えているため、所在地別セグメント情報の記載は行っておりません。 

 

前連結会計年度（平成12年４月１日から平成13年３月31日まで） 
当社及び連結子会社は、国内に所在しており、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額

の合計額に占める日本の割合が、いずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載は行ってお
りません。 

 

【海外売上高】 
前中間連結会計期間（平成12年４月１日から平成12年９月30日まで）、当中間連結会計期間（平成
13年４月１日から平成13年９月30日まで）及び前連結会計年度（平成12年４月１日から平成13年３
月31日まで） 
海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、記載は行っておりません。 
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 (１株当たり情報) 
 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

１株当たり 
純資産額 224,330円66銭 
 

１株当たり 
純資産額 334,895円62銭 
 

１株当たり 
純資産額 330,295円50銭 
 

１株当たり 
中間純利益 22,714円74銭 
 

１株当たり 
中間純利益 10,349円68銭 
 

１株当たり 
当期純利益 37,983円95銭 
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益金額については、新株引
受権付社債及び転換社債を発行して
いないため記載しておりません。 
 

 
同左 

 なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額については、新株引
受権付社債及び転換社債を発行して
いないため記載しておりません。 

 

(重要な後発事象) 
 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

１．料金の改定 
  当社及び㈱エヌ・ティ・ティ・
ドコモ関西等地域会社８社は、平
成12年11月14日に、郵政大臣へ携
帯・自動車電話サービスの料金表
の変更届出を行い、同年12月１日
より通話料の値下げを実施いたし
ました。 

 

1．社債の発行 
  当社は、平成13年９月28日開催
の取締役会において、同年10月か
ら12月中に長期資金を国内社債及
び外貨建社債等ならびに長期借入
により、総額2,000億円以下で調
達することを決議し、これに基づ
き、下記の国内社債を発行してお
ります。 

1．社債の発行 
  当社は、平成13年３月22日開催
の取締役会において、同年４月か
ら６月中に長期資金を国内社債及
び外貨建社債ならびに長期借入に
より、総額6,000億円以下で調達
することを決議し、これに基づ
き、下記の国内社債を発行してお
ります。 

２．米国法人への資本参加 
  当社は、平成12年11月30日開催
の取締役会において、米国法人
AT&T Corp.(以下AT&T)のワイヤレ
ス部門AT&T Wireless Group(以下
AT&Tワイヤレス)への資本参加に
関する覚書をAT&Tとの間で締結す
ることを決議し、同日締結いたし
ました。 

  当該株式取得は、米国における
W-CDMAの普及促進及びｉモードを
はじめとした当社の技術・ノウハ
ウの提供を通じたモバイルマルチ
メディアサービスの早期共同展開
を目的としております。 

 (1) 資本参加対象の事業内容：
AT&Tのワイヤレス事業(平成12
年９月末現在：約1,500万契約) 

 (2) 取得株式：AT&Tワイヤレスの
トラッキング・ストック(特定
事業部門の業績連動株)16％相
当への転換権を有するAT&T優先
トラッキング・ストック 

 (3) 取得ワラント：AT&Tワイヤレ
スのトラッキング・ストック41
百万株相当のワラント(行使価
格：１株当たり35米ドル、行使
期間：本出資から５年間) 

 

 
 

区分 

㈱エヌ・ティ・ 

ティ・ドコモ 

第10回無担保 

国内普通社債 

発行年月日 平成13.10.26 

発行総額 100,000百万円 

発行価格 99.94円 

利率 1.49％ 

償還期限 平成23.９.20 

使途 債務償還資金等 

 

区分 

㈱エヌ・ティ・ 

ティ・ドコモ 

第11回無担保 

国内普通社債 

発行年月日 平成13.11.27 

発行総額 50,000百万円 

発行価格 99.95円 

利率 0.96％ 

償還期限 平成20.12.22 

使途 債務償還資金等 
 

 
 

区分 

㈱エヌ・ティ・ 

ティ・ドコモ 

第８回無担保 

国内普通社債 

発行年月日 平成13.５.25 

発行総額 120,000百万円 

発行価格 99.92円 

利率 1.43％ 

償還期限 平成23.３.21 

使途 投融資資金等 

 

区分 

㈱エヌ・ティ・ 

ティ・ドコモ 

第９回無担保 

国内普通社債 

発行年月日 平成13.６.22 

発行総額 80,000百万円 

発行価格 99.97円 

利率 0.53％ 

償還期限 平成18.６.20 

使途 投融資資金等 
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前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

 (4) 出資形態 ： 英国持株会社
(100％子会社、設立予定)を通
じた資本参加 

 (5) 株式取得の時期：平成13年１
月中旬(予定) 

 (6) 取得価額：9,811百万米ドル
(約１兆792億円：１米ドル110
円換算) 

   なお、資金につきましては短
期借入による一括支払を予定し
ております。 

 

 

３．台湾法人への資本参加 
  当社は、平成12年11月30日開催
の取締役会において、台湾法人KG 
Telecommunications Co.,Ltd.(和
信電訊(股))(以下KGテレコム)へ
の資本参加に関し、株式売買契約
を主要株主であるTaiwan Cement 
Corp.(台湾水泥(股))(以下台湾セ
メント)との間で締結することを
決議し、同日締結いたしました。 

  当該株式取得は、台湾における
GPRSネットワーク上でのｉモード
を中心としたモバイルマルチメデ
ィアサービスの早期実現及びW-
CDMA技術を用いた第三世代移動通
信システムの早期構築を目的とし
ております。 

 (1) 資本参加対象の事業内容：セ
ルラー事業(GSM)(平成12年10月
末現在：約305万契約) 

 (2) 取得株式：台湾セメント及び
その子会社が保有するKGテレコ
ムの発行済株式の20％ 

 (3)出資形態 ： 英国持株会社
(100％子会社、設立済)及び台
湾持株会社(英国持株会社の
100％子会社、設立予定)を通じ
た資本参加 

  ・英国持株会社：KGテレコム発
行済株式のうち12.28％を保
有 

  ・台湾持株会社：KGテレコム発
行済株式のうち7.72％を保有 

 (4) 株式取得の時期：平成13年１
月下旬(予定) 

 (5) 取得価額：17,088百万台湾ド
ル(約598億円：１台湾ドル3.5
円換算) 

   なお、資金につきましては短
期借入による一括支払を予定し
ております。 

 

 

２．料金の改定 
  当社及び㈱エヌ・ティ・ティ・
ドコモ関西等地域会社８社は、平
成13年５月９日に、携帯・自動車
電話サービスの料金改定について
総務大臣へ料金表の変更届出を行
い、同年６月１日より基本使用料
に含まれる無料通話料の拡大及び
各種通話料割引サービスのパケッ
ト通信料への適用拡大等を実施い
たしました。 

  また、当社及び地域会社８社
は、同年６月18日にパケット通信
サービスの料金改定について総務
大臣へ料金表の変更届出を行い、
同年８月１日よりｉモードの付加
機能使用料に新たに無料通信料を
設定する予定であります。 
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(2) 【その他】 

該当事項はありません。 
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２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 
 

 
 

 
前中間会計期間末 

平成12年９月30日 

当中間会計期間末 

平成13年９月30日 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
平成13年３月31日 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 構成比 
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 固定資産           

Ａ 電気通信事業固定資産 ※１          

(1) 有形固定資産 ※２          

１ 機械設備  423,752   480,336   432,395   

２ 空中線設備  106,768   128,686   117,921   

３ 通信衛星設備  6,762   5,234   5,900   

４ 端末設備  3,451   2,709   3,130   

５ 建物  127,248   148,959   134,159   

６ 工具、器具及び備品  139,517   146,161   148,628   

７ 土地  88,330   93,139   88,487   

８ 建設仮勘定  109,412   127,016   124,913   

９ その他の有形固定資産  20,469 1,025,714  27,745 1,159,988  27,741 1,083,278  

(2) 無形固定資産           

１ ソフトウェア  224,636   297,982   257,478   

２ その他の無形固定資産  41,438 266,075  37,084 335,067  44,487 301,966  

電気通信事業固定資産合計   1,291,789   1,495,056   1,385,245  

Ｂ 投資等           

１ 関係会社投資  879,744   1,825,242   2,112,507   

２ 長期貸付金  29,500   ―   ―   

３ 繰延税金資産  37,118   177,062   46,318   

４ その他の投資等  43,801   42,339   46,378   

貸倒引当金  △320 989,843  △311 2,044,333  △338 2,204,866  

固定資産合計   2,281,632 73.9  3,539,389 80.6  3,590,111 80.5 

Ⅱ 流動資産           

１ 現金及び預金 ※３ 23,726   50,655   52,633   

２ 売掛金 ※３ 408,213   471,774   507,300   

３ 未収入金  178,330   217,010   218,528   

４ 貯蔵品  58,528   69,349   50,271   

５ 繰延税金資産  9,640   13,779   8,788   

６ その他の流動資産  136,156   39,971   41,356   

貸倒引当金  △8,133   △8,479   △8,271   

流動資産合計   806,462 26.1  854,061 19.4  870,606 19.5 

資産合計   3,088,095 100.0  4,393,451 100.0  4,460,718 100.0 
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前中間会計期間末 

平成12年９月30日 

当中間会計期間末 

平成13年９月30日 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
平成13年３月31日 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 固定負債           

１ 社債  70,000   424,000   250,000   

２ 長期借入金  175,774   427,962   208,418   

３ 退職給付引当金  39,523   50,335   47,283   

４ ポイントサービス引当金  ―   24,417   13,879   

５ その他の固定負債  474   495   462   

固定負債合計   285,772 9.3  927,210 21.1  520,043 11.7 

Ⅱ 流動負債           

１  １年以内に期限到来の 
固定負債 

 98,837   84,812   75,912   

２ 買掛金  258,292   288,015   313,676   

３ 短期借入金  480,000   ―   502,500   

４ 未払金 ※3,4 143,453   178,511   219,826   

５ 未払法人税等  69,377   113,028   69,204   

６ 預り金 ※３ 27,021   25,568   24,583   

７ その他の流動負債  16,388   83,162   6,196   

流動負債合計   1,093,370 35.4  773,097 17.6  1,211,900 27.1 

負債合計   1,379,143 44.7  1,700,307 38.7  1,731,944 38.8 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   474,499 15.4  949,679 21.6  949,679 21.3 

Ⅱ 資本準備金   817,205 26.4  1,292,385 29.4  1,292,385 28.9 

Ⅲ 利益準備金   3,104 0.1  4,099 0.1  3,583 0.1 

Ⅳ その他の剰余金           

１ 任意積立金  301,000   463,000   301,000   

２ 中間(当期)未処分利益 
   又は中間未処理損失(△) 

 112,542   △16,653   178,831   

その他の剰余金合計   413,542 13.4  446,346 10.2  479,831 10.8 

Ⅴ その他有価証券評価差額金   600 0.0  632 0.0  3,294 0.1 

資本合計   1,708,952 55.3  2,693,143 61.3  2,728,774 61.2 

負債・資本合計   3,088,095 100.0  4,393,451 100.0  4,460,718 100.0 
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② 【中間損益計算書】 
 

  
前中間会計期間 

平成12年４月１日から 
平成12年９月30日まで 

当中間会計期間 

平成13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

前事業年度の 
要約損益計算書 

平成12年４月１日から 
平成13年３月31日まで 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 電気通信事業営業損益           

１ 営業収益   808,414 79.4  957,814 81.1  1,694,220 79.0 

２ 営業費用 ※１  637,883 62.6  708,076 59.9  1,376,245 64.2 

電気通信事業営業利益   170,530 16.8  249,737 21.2  317,975 14.8 

Ⅱ 附帯事業営業損益 ※２          

１ 営業収益   209,875 20.6  222,525 18.9  448,132 20.9 

２ 営業費用 ※１  200,340 19.7  215,988 18.3  429,548 20.0 

附帯事業営業利益   9,535 0.9  6,536 0.6  18,583 0.9 

営業利益   180,066 17.7  256,274 21.8  336,558 15.7 

Ⅲ 営業外収益 ※３  3,438 0.4  3,957 0.3  8,565 0.4 

Ⅳ 営業外費用 ※４  8,824 0.9  7,762 0.7  52,186 2.4 

経常利益   174,681 17.2  252,468 21.4  292,938 13.7 

Ⅴ 特別損失           

１ 関係会社株式評価損 ※５ ― ― ― 300,883 300,883 25.5 ― ― ― 

税引前中間(当期)純利益 
又は税引前中間純損失(△) 

  174,681 17.2  △48,414 △4.1  292,938 13.7 

法人税等  69,600   113,200   126,600   

法人税等調整額  3,632 73,232 7.2 △133,808 △20,608 △1.7 △6,666 119,933 5.6 

中間(当期)純利益 
又は中間純損失(△) 

  101,449 10.0  △27,805 △2.4  173,005 8.1 

前期繰越利益   11,093   11,152   11,093  

中間配当額   ―   ―   4,788  

中間配当に伴う 
利益準備金積立額 

  ―   ―   478  

中間(当期)未処分利益 
又は中間未処理損失(△) 

  112,542   △16,653   178,831  

           

(注) 百分比は、電気通信事業営業収益と附帯事業営業収益の合計を100％として算出しております。 
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中間財務諸表作成の基本となる事項 
 

項目 
前中間会計期間 

平成12年４月１日から 
平成12年９月30日まで 

当中間会計期間 
平成13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

前事業年度 
平成12年４月１日から 
平成13年３月31日まで 

１．固定資産の減
価償却の方法 

(1) 有形固定資産 
  法人税法に規定する方法
と同一の基準による定率法
(ただし建物は定額法)によ
っております。 
  なお、サービス廃止を予
定しているポケットベルの
1200bps方式及びテレター
ミナル事業にかかる機械設
備・空中線設備・工具、器
具及び備品、ならびにIMT-
2000導入に伴う設備の更改
により除却を予定している
機械設備については、残存
予定使用期間に基づく耐用
年数によっております。 
 

(1) 有形固定資産 
  定率法(ただし建物は定
額法)によっております。 
  なお、耐用年数及び残存
価額については、法人税法
に規定する方法と同一の基
準によっております。 

(1) 有形固定資産 
  定率法(ただし建物は定
額法)によっております。 
  なお、耐用年数及び残存
価額については、法人税法
に規定する方法と同一の基
準によっております。 
  また、クイックキャスト
( 旧  ポ ケ ッ ト ベル ) の
1200bps方式及びテレター
ミナル事業にかかる機械設
備・空中線設備・工具、器
具及び備品、ならびにIMT-
2000導入に伴う除却対象の
機械設備については、残存
予定使用期間に基づく耐用
年数によっております。 
 

 (2) 無形固定資産 
  法人税法に規定する方法
と同一の基準による定額法
によっております。 
  なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内に
おける利用可能期間(５年)
に基づく定額法によってお
ります。 
 

(2) 無形固定資産 
  定額法によっておりま
す。 
  なお、耐用年数について
は、法人税法に規定する方
法と同一の基準によってお
ります。 
  また、自社利用のソフト
ウェアについては、社内に
おける利用可能期間(５年
以内)に基づく定額法によ
っております。 
 

(2) 無形固定資産 
同左 

２．資産の評価基
準及び評価方法 

(1) 有価証券 
  子会社株式及び関連会社
株式 
   移動平均法による原価
法 

 
  その他有価証券 
   時価のあるもの 

中間会計期間末の
市場価格等に基づく
時価法(評価差額は
全部資本直入法によ
り処理し、売却原価
は移動平均法により
算定) 

   時価のないもの 
移動平均法による
原価法(ただし、債
券については償却原
価法) 

 

(1) 有価証券 
  子会社株式及び関連会社
株式 

同左 
 

 
  その他有価証券 
   時価のあるもの 

同左 
 
 
 
 
 
 
   時価のないもの 

同左 

(1) 有価証券 
  子会社株式及び関連会社
株式 

同左 
 
 
  その他有価証券 
   時価のあるもの 

期末日の市場価格
等に基づく時価法
(評価差額は全部資
本直入法により処理
し、売却原価は移動
平均法により算定) 
 

   時価のないもの 
同左 

 (2) たな卸資産 
  貯蔵品のうち、端末機器
については先入先出法によ
る原価法、その他について
は個別法による原価法によ
っております。 
 

(2) たな卸資産 
同左 

(2) たな卸資産 
同左 
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項目 
前中間会計期間 

平成12年４月１日から 
平成12年９月30日まで 

当中間会計期間 
平成13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

前事業年度 
平成12年４月１日から 
平成13年３月31日まで 

３．引当金の計上
基準 

(1) 貸倒引当金 
  債権の貸倒れによる損失
に備えるため、一般債権に
ついては貸倒実績率によ
り、破産更生債権等特定の
債権については個別に回収
可能性を検討し、回収不能
見込額を計上しておりま
す。 

 

(1) 貸倒引当金 
同左 

(1) 貸倒引当金 
同左 

 (2) 退職給付引当金 
  従業員の退職給付に備え
るため、当事業年度末にお
ける退職給付債務及び年金
資産の見込額に基づき、当
中間会計期間末において発
生していると認められる額
を計上しております。 
  なお、会計基準変更時差
異(2,108百万円)について
は、当中間会計期間に全額
を費用処理しております。 
 

(2) 退職給付引当金 
  従業員の退職給付に備え
るため、当事業年度末にお
ける退職給付債務及び年金
資産の見込額に基づき、当
中間会計期間末において発
生していると認められる額
を計上しております。 
  なお、数理計算上の差異
については、発生年度に全
額を費用処理しておりま
す。 
 

(2) 退職給付引当金 
  従業員の退職給付に備え
るため、当期末における退
職給付債務及び年金資産に
基づき、当期末において発
生している額を計上してお
ります。 
  なお、数理計算上の差異
については、発生年度に全
額を費用処理しておりま
す。 
  また、会計基準変更時差
異(2,108百万円)は、当期
に全額を費用処理しており
ます。 
 

 ――――― (3) ポイントサービス引当金 
  将来の「ドコモポイント
サ ー ビ ス 」 及 び 「 Club 
DoCoMo」の利用による費用
負担に備えるため、利用実
績率に基づき当事業年度下
半期以降に利用されると見
込まれるポイントに対する
所要額を計上しておりま
す。 

(3) ポイントサービス引当金 
  将来の「ドコモポイント
サ ー ビ ス 」 及 び 「 Club 
DoCoMo」の利用による費用
負担に備えるため、利用実
績率に基づき翌期以降に利
用されると見込まれるポイ
ントに対する所要額を計上
しております。 
  なお、当下半期に「ドコ
モポイントサービス」制度
を新設するとともに、ポイ
ントの有効期間を延長する
等「Club DoCoMo」制度を
充実したため、当期末より
ポイントサービス引当金を
計上しております。 
  これにより、営業費用が
13,879百万円増加し、営業
利益、経常利益及び税引前
当期純利益はそれぞれ同額
減少しております。 
 

４．外貨建の資産
及び負債の本邦
通貨への換算基
準 

  外貨建金銭債権債務は、
中間会計期間末の直物為替
相場により円貨に換算し、
換算差額は損益として処理
しております。 
 

  外貨建金銭債権債務は、
中間決算日の直物為替相場
により円貨に換算し、換算
差額は損益として処理して
おります。 
 

  外貨建金銭債権債務は、
期末日の直物為替相場によ
り円貨に換算し、換算差額
は損益として処理しており
ます。 
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項目 
前中間会計期間 

平成12年４月１日から 
平成12年９月30日まで 

当中間会計期間 
平成13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

前事業年度 
平成12年４月１日から 
平成13年３月31日まで 

５．リース取引の
処理方法 

  リース物件の所有権が借
主に移転すると認められる
もの以外のファイナンス・
リース取引については、通
常の賃貸借取引にかかる方
法に準じた会計処理によっ
ております。 
 

同左 同左 

６．ヘッジ会計の
方法 

(1) ヘッジ会計の方法 
  繰延ヘッジ処理を採用し
ております。 
  なお、為替予約取引につ
いては、振当処理の要件を
満たしている場合は振当処
理を、金利スワップ取引に
ついては、特例処理の要件
を満たしている場合は特例
処理を採用しております。 
 

(1) ヘッジ会計の方法 
同左 

(1) ヘッジ会計の方法 
同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
  外貨建取引は為替予約取
引、借入金の支払利息は金
利スワップ取引で行ってお
ります。 
 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
同左 

 (3) ヘッジ方針 
  社内規程に基づき、将来
の市場価格の変動にかかる
リスクを回避する目的で行
っております。 
 

(3) ヘッジ方針 
同左 

(3) ヘッジ方針 
同左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 
  為替予約取引及び金利ス
ワップ取引については、そ
れぞれ振当処理及び特例処
理の要件を満たしているた
め、有効性の判定を省略し
ております。 
 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 
同左 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 
同左 

７．消費税等の会
計処理 

  消費税及び地方消費税
は、税抜方式によっており
ます。 
 

同左 同左 
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追加情報 
 

前中間会計期間 
平成12年４月１日から 
平成12年９月30日まで 

当中間会計期間 
平成13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

前事業年度 
平成12年４月１日から 
平成13年３月31日まで 

(退職給付会計) 
  当中間会計期間から退職給付に
係る会計基準(「退職給付に係る会
計基準の設定に関する意見書」(企
業会計審議会 平成10年６月16
日))を適用しております。 
  これにより、従来と同一の方法
を採用した場合と比較して、退職
給付費用は2,415百万円増加し、営
業利益、経常利益及び税引前中間
純利益はそれぞれ同額減少してお
ります。 
  また、従来の「退職給与引当
金」は、当中間会計期間から「退
職給付引当金」に含めて表示して
おります。 
 

――――― (退職給付会計) 
  当期より退職給付に係る会計基
準(「退職給付に係る会計基準の設
定に関する意見書」(企業会計審議
会 平成10年６月16日))を適用し
ております。 
  これにより、従来と同一の方法
を採用した場合と比較して、退職
給付費用は5,636百万円増加し、営
業利益、経常利益及び税引前当期
純利益はそれぞれ同額減少してお
ります。 
  また、従来の「退職給与引当
金」は、当期より「退職給付引当
金」に含めて表示しております。 

(金融商品会計) 
  当中間会計期間から金融商品に
係る会計基準(「金融商品に係る会
計基準の設定に関する意見書」(企
業会計審議会 平成11年１月22
日))を適用し、有価証券及びゴル
フ会員権の評価の方法、ならびに
貸倒見積高の算定方法を変更して
おります。 
  これにより、従来と同一の方法
を採用した場合と比較して、経常
利益及び税引前中間純利益はそれ
ぞれ474百万円減少しております。 
 

――――― (金融商品会計) 
  当期より金融商品に係る会計基
準(「金融商品に係る会計基準の設
定に関する意見書」(企業会計審議
会 平成11年１月22日))を適用
し、有価証券及びゴルフ会員権の
評価の方法、ならびに貸倒見積高
の算定方法を変更しております。 
  これにより、従来と同一の方法
を採用した場合と比較して、経常
利益及び税引前当期純利益はそれ
ぞれ5,696百万円減少しておりま
す。 
 

(外貨建取引等会計基準) 
  当中間会計期間から改訂後の外
貨建取引等会計処理基準(「外貨建
取引等会計処理基準の改訂に関す
る意見書」(企業会計審議会 平成
11年10月22日))を適用しておりま
す。 
  この変更による損益への影響は
軽微であります。 
 

――――― (外貨建取引等会計基準) 
  当期より改訂後の外貨建取引等
会計処理基準(「外貨建取引等会計
処理基準の改訂に関する意見書」
(企業会計審議会 平成11年10月22
日))を適用しております。 
  この変更による損益への影響は
軽微であります。 
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前中間会計期間 

平成12年４月１日から 
平成12年９月30日まで 

当中間会計期間 
平成13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

前事業年度 
平成12年４月１日から 
平成13年３月31日まで 

――――― (移動体事業者間の携帯電話サービ
スにおける「エンドエンド料金制
度」の導入) 
  従来、移動体事業者間の携帯電
話サービスにおける相互接続通話
においては、それぞれのサービス
提供区間にユーザー料金を設定し
ておりましたが、平成13年４月１
日よりエンドエンド料金制度を導
入したことに伴い、お客様に対
し、発信事業者側が全通話区間の
料金を設定することとなりまし
た。 
  これに伴い新料金制度導入後の
通話料金は、その総額を音声伝送
収入に計上するとともに事業者間
接続料金(アクセスチャージ)を通
信設備使用料に計上しておりま
す。 
  この新料金制度の導入により、
従来の通話料金の設定方式と比較
して、電気通信事業営業収益(音声
伝送収入)及び電気通信事業営業費
用(通信設備使用料)はそれぞれ
37,837百万円増加しております。 
 

――――― 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 
 

前中間会計期間末 
平成12年９月30日 

当中間会計期間末 
平成13年９月30日 

前事業年度末 
平成13年３月31日 

※１．特別第二種電気通信事業及び
附帯事業にかかる固定資産につ
いては、少額なため電気通信事
業固定資産に含めて表示してお
ります。 

 

※１．    同左 ※１．    同左 

※２．有形固定資産の減価償却累計額 
726,780百万円 

 

※２．有形固定資産の減価償却累計額 
841,126百万円 

※２．有形固定資産の減価償却累計額 
742,161百万円 

※３．当中間会計期間は期末日が金
融機関の休業日であり、例年９
月30日に処理される各種料金が
10月２日に処理されましたが、
これによる影響額は次のとおり
であります。 
現金及び預金 約△2,060億円 
売掛金 約 1,180億円 
未払金 約  190億円 
預り金 約△1,070億円 

   なお、預り金の影響額につい
ては、地域会社８社との資金未
精算にかかるものであります。 

 

※３．当中間会計期間は期末日が金
融機関の休業日であり、例年９
月30日に処理される各種料金が
10月１日に処理されましたが、
これによる影響額は次のとおり
であります。 
現金及び預金 約△2,370億円 
売掛金 約 1,310億円 
未払金 約  210億円 
預り金 約△1,270億円 

   なお、預り金の影響額につい
ては、㈱エヌ・ティ・ティ・ド
コモ関西等地域会社８社との資
金未精算にかかるものでありま
す。 

 

※３．当期は期末日が金融機関の休
業日であり、例年３月31日に処
理される各種料金が４月２日に
処理されましたが、これによる
影響額は次のとおりでありま
す。 
現金及び預金 約△2,150億円 
売掛金 約 1,220億円 
未払金 約  220億円 
預り金 約△1,150億円 

   なお、預り金の影響額につい
ては、㈱エヌ・ティ・ティ・ド
コモ関西等地域会社８社との資
金未精算にかかるものでありま
す。 

※４．消費税等については、預り消
費税等計上額から仮払消費税等
計上額を控除した残額を未払金
に含めて表示しております。 

   なお、未払金に含まれている
金額は、1,626百万円でありま
す。 

 

※４．消費税等については、預り消
費税等計上額から仮払消費税等
計上額を控除した残額を未払金
に含めて表示しております。 

   なお、未払金に含まれている
金額は、6,220百万円でありま
す。 

※４．   ――――― 

※５．保証債務 
  当 社 は 関 係 会 社 で あ る
Hutchison Telephone Company 
Limitedが事業継続のために関
係省庁に負っている契約義務に
関して金融機関が行っている履
行保証に対し、出資比率に基づ
き19,000千香港ドル(271百万
円)を上限として再保証を行っ
ております。 

   なお、当中間会計期間末時点
の当社保証残高は17,081千香港
ドル(243百万円)となっており
ます。 

※５．保証債務 
  当 社 は 関 係 会 社 で あ る
Hutchison Telephone Company 
Limitedが事業継続のために関
係省庁に負っている契約義務に
関して金融機関が行っている履
行保証に対し、出資比率に基づ
き25,370千香港ドル(399百万
円)を上限として再保証を行っ
ております。 

   なお、当中間会計期間末時点
の当社保証残高は2,269千香港
ドル(35百万円)となっておりま
す。 

 

※５．保証債務 
  当 社 は 関 係 会 社 で あ る
Hutchison Telephone Company 
Limitedが事業継続のために関
係省庁に負っている契約義務に
関して金融機関が行っている履
行保証に対し、出資比率に基づ
き19,000千香港ドル(310百万
円)を上限として再保証を行っ
ております。 

   なお、当期末時点の当社保証
残高は17,081千香港ドル(278百
万円)となっております。 
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(中間損益計算書関係) 
 

前中間会計期間 
平成12年４月１日から 
平成12年９月30日まで 

当中間会計期間 
平成13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

前事業年度 
平成12年４月１日から 
平成13年３月31日まで 

※１．営業費用のうち減価償却実施額 
有形固定資産 104,959百万円 
無形固定資産 35,950百万円 

  

※１．営業費用のうち減価償却実施額 
有形固定資産 116,401百万円 
無形固定資産 45,205百万円 

 

※１．営業費用のうち減価償却実施額 
有形固定資産 234,091百万円 
無形固定資産 76,656百万円 

 

※２．特別第二種電気通信事業にか
かる収益及び費用については、
少額なため附帯事業に含めて表
示しております。 

 

※２．    同左 ※２．    同左 

※３．営業外収益の主要なもの 
受取配当金 1,491百万円 
受取利息 
及び割引料 581百万円 

  

※３．営業外収益の主要なもの 
受取配当金 1,749百万円 
受取利息 
及び割引料 68百万円 

 

※３．営業外収益の主要なもの 
受取配当金 1,491百万円 
受取利息 
及び割引料 1,097百万円 

 

※４．営業外費用の主要なもの 
   支払利息及び割引料 
   (社債利息を含む) 

5,241百万円 

※４．営業外費用の主要なもの 
   支払利息及び割引料 
   (社債利息を含む) 

6,337百万円 
 

※４．営業外費用の主要なもの 
   支払利息及び割引料 
   (社債利息を含む) 

13,555百万円 

※５．   ――――― ※５．「関係会社株式評価損」は、
関連会社である KPN Mobile 
N.V.の株式の実質価額が著しく
低下し、かつ、回復する見込が
ないと判断したことにより、当
該株式を保有する当社子会社で
あるDCM Capital NL(UK) Lim-
itedについて実施した減損処理
にかかるものであります。 

 

※５．   ――――― 
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(リース取引関係) 
 

前中間会計期間 
平成12年４月１日から 
平成12年９月30日まで 

当中間会計期間 
平成13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

前事業年度 
平成12年４月１日から 
平成13年３月31日まで 

１．リース物件の所有権が借主に移
転すると認められるもの以外のフ
ァイナンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当
額、減価償却累計額相当額及び
中間期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間 
期末残高 
相当額 
(百万円) 

車両 925 420 504 

工具、 
器具及 
び備品 

25,060 16,502 8,558 

ソフト 
ウェア 310 232 77 

合計 26,295 17,155 9,140 

 (注)取得価額相当額は、未経過リ
ース料中間期末残高が有形固
定資産の中間期末残高等に占
める割合が低いため、支払利
子込み法により算定しており
ます。 

１．リース物件の所有権が借主に移
転すると認められるもの以外のフ
ァイナンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当
額、減価償却累計額相当額及び
中間期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間 
期末残高 
相当額 
(百万円) 

車両 1,150 621 528 

工具、 
器具及 
び備品 

17,008 11,561 5,447 

ソフト 
ウェア 213 99 114 

合計 18,372 12,282 6,089 

 (注)    同左 

１．リース物件の所有権が借主に移
転すると認められるもの以外のフ
ァイナンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当
額、減価償却累計額相当額及び
期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高 
相当額 
(百万円) 

車両 1,125 569 556 

工具、 
器具及 
び備品 

19,735 12,623 7,112 

ソフト 
ウェア 217 79 138 

合計 21,079 13,272 7,807 

 (注)取得価額相当額は、未経過リ
ース料期末残高が有形固定資
産の期末残高等に占める割合
が低いため、支払利子込み法
により算定しております。 

 (2) 未経過リース料中間期末残高
相当額 
１年内 5,152百万円 
１年超 3,987百万円 
合計 9,140百万円 

 (注)未経過リース料中間期末残高
相当額は、未経過リース料中
間期末残高が有形固定資産の
中間期末残高等に占める割合
が低いため、支払利子込み法
により算定しております。 

 (2) 未経過リース料中間期末残高
相当額 
１年内 3,594百万円 
１年超 2,495百万円 
合計 6,089百万円 

 (注)    同左 

 (2) 未経過リース料期末残高相当
額 
１年内 4,546百万円 
１年超 3,260百万円 
合計 7,807百万円 

 (注)未経過リース料期末残高相当
額は、未経過リース料期末残
高が有形固定資産の期末残高
等に占める割合が低いため、
支払利子込み法により算定し
ております。 

 (3) 支払リース料及び減価償却費
相当額 
支払リース料 3,383百万円 
減価償却費 
相当額 3,383百万円 

 

 (3) 支払リース料及び減価償却費
相当額 
支払リース料 2,644百万円 
減価償却費 
相当額 2,644百万円 

 

 (3) 支払リース料及び減価償却費
相当額 
支払リース料 7,702百万円 
減価償却費 
相当額 7,702百万円 

 
 (4) 減価償却費相当額の算定方法 
   リース期間を耐用年数とし、
残存価額を零とする定額法によ
っております。 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 
同左 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 
同左 

２．オペレーティング・リース取引 
  未経過リース料 

１年内 33百万円 
１年超 53百万円 
合計 87百万円 

 

２．オペレーティング・リース取引 
  未経過リース料 

１年内 7百万円 
１年超 11百万円 
合計 18百万円 

 

２．オペレーティング・リース取引 
  未経過リース料 

１年内 8百万円 
１年超 12百万円 
合計 20百万円 
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(有価証券関係) 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても、当社が直接保有する子会社株

式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

 

 

(１株当たり情報) 
 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

１株当たり 
純資産額 178,462円03銭 
 

１株当たり 
純資産額 268,348円26銭 
 

１株当たり 
純資産額 271,898円60銭 
 

１株当たり 
中間純利益 10,594円11銭 
 

１株当たり 
中間純損失 2,770円60銭 
 

１株当たり 
当期純利益 17,978円98銭 
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益金額については、新株引
受権付社債及び転換社債を発行して
いないため記載しておりません。 
 

 
同左 

 なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額については、新株引
受権付社債及び転換社債を発行して
いないため記載しておりません。 
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(重要な後発事象) 
 

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

１．料金の改定 
  平成12年11月14日開催の取締役
会において、携帯・自動車電話サ
ービスの通話料改定について決議
いたしました。 

  同日、郵政大臣へ料金表の変更
届出を行い、同年12月１日より通
話料の値下げを実施いたしまし
た。 

 

1．社債の発行 
  当社は、平成13年９月28日開催
の取締役会において、同年10月か
ら12月中に長期資金を国内社債及
び外貨建社債等ならびに長期借入
により、総額2,000億円以下で調
達することを決議し、これに基づ
き、下記の国内社債を発行してお
ります。 

1．社債の発行 
  当社は、平成13年３月22日開催
の取締役会において、同年４月か
ら６月中に長期資金を国内社債及
び外貨建社債ならびに長期借入に
より、総額6,000億円以下で調達
することを決議し、これに基づ
き、下記の国内社債を発行してお
ります。 

２．米国法人への資本参加 
  平成12年11月30日開催の取締役
会 に お い て 、 米 国 法 人 AT&T 
corp.(以下AT&T)のワイヤレス部
門AT&T Wireless Group(以下AT&T
ワイヤレス)への資本参加に関す
る覚書をAT&Tとの間で締結するこ
とを決議し、同日締結いたしまし
た。 

  当該株式取得は、米国における
W-CDMAの普及促進及びｉモードを
はじめとした当社の技術・ノウハ
ウの提供を通じたモバイルマルチ
メディアサービスの早期共同展開
を目的としております。 

 (1) 資本参加対象の事業内容：
AT&Tのワイヤレス事業(平成12
年９月末現在：約1,500万契約) 

 (2) 取得株式：AT&Tワイヤレスの
トラッキング・ストック(特定
事業部門の業績連動株)16％相
当への転換権を有するAT&T優先
トラッキング・ストック 

 (3) 取得ワラント：AT&Tワイヤレ
スのトラッキング・ストック41
百万株相当のワラント(行使価
格：１株当たり35米ドル、行使
期間：本出資から５年間) 

 (4) 出資形態 ： 英国持株会社
(100％子会社、設立予定)を通
じた資本参加 

 (5) 株式取得の時期：平成13年１
月中旬(予定) 

 (6) 取得価額：9,811百万米ドル
(約１兆792億円：１米ドル110
円換算) 

   なお、資金につきましては短
期借入による一括支払を予定し
ております。 

 

 
 

区分 

㈱エヌ・ティ・ 

ティ・ドコモ 

第10回無担保 

国内普通社債 

発行年月日 平成13.10.26 

発行総額 100,000百万円 

発行価格 99.94円 

利率 1.49％ 

償還期限 平成23.９.20 

使途 債務償還資金等 

 

区分 

㈱エヌ・ティ・ 

ティ・ドコモ 

第11回無担保 

国内普通社債 

発行年月日 平成13.11.27 

発行総額 50,000百万円 

発行価格 99.95円 

利率 0.96％ 

償還期限 平成20.12.22 

使途 債務償還資金等 
 

 
 

区分 

㈱エヌ・ティ・ 

ティ・ドコモ 

第８回無担保 

国内普通社債 

発行年月日 平成13.５.25 

発行総額 120,000百万円 

発行価格 99.92円 

利率 1.43％ 

償還期限 平成23.３.21 

使途 投融資資金等 

 

区分 

㈱エヌ・ティ・ 

ティ・ドコモ 

第９回無担保 

国内普通社債 

発行年月日 平成13.６.22 

発行総額 80,000百万円 

発行価格 99.97円 

利率 0.53％ 

償還期限 平成18.６.20 

使途 投融資資金等 
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前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

３．台湾法人への資本参加 
  平成12年11月30日開催の取締役
会 に お い て 、 台 湾 法 人 KG 
Telecommunications Co.,Ltd.(和
信電訊(股))(以下KGテレコム)へ
の資本参加に関し、株式売買契約
を主要株主であるTaiwan Cement 
Corp.(台湾水泥(股))(以下台湾セ
メント)との間で締結することを
決議し、同日締結いたしました。 

  当該株式取得は、台湾における
GPRSネットワーク上でのｉモード
を中心としたモバイルマルチメデ
ィアサービスの早期実現及びW-
CDMA技術を用いた第三世代移動通
信システムの早期構築を目的とし
ております。 

 (1) 資本参加対象の事業内容：セ
ルラー事業(GSM)(平成12年10月
末現在：約305万契約) 

 (2) 取得株式：台湾セメント及び
その子会社が保有するKGテレコ
ムの発行済株式の20％ 

 (3) 出資形態 ： 英国持株会社
(100％子会社、設立済)及び台
湾持株会社(英国持株会社の
100％子会社、設立予定)を通じ
た資本参加 

  ・英国持株会社：KGテレコム発
行済株式のうち12.28％を保
有 

  ・台湾持株会社：KGテレコム発
行済株式のうち7.72％を保有 

 (4) 株式取得の時期：平成13年１
月下旬(予定) 

 (5) 取得価額：17,088百万台湾ド
ル(約598億円：１台湾ドル3.5
円換算) 

   なお、資金につきましては短
期借入による一括支払を予定し
ております。 

 

 ２．料金の改定 
  平成13年５月９日開催の取締役
会において、携帯・自動車電話サ
ービスの料金改定について決議い
たしました。同日、総務大臣へ料
金表の変更届出を行い、同年６月
１日より基本使用料に含まれる無
料通話料の拡大及び各種通話料割
引サービスのパケット通信料への
適用拡大等を実施いたしました。 

  また、同年６月18日開催の取締
役会において、パケット通信サー
ビスの料金改定について決議いた
しました。同日、総務大臣へ料金
表の変更届出を行い、同年８月１
日よりｉモードの付加機能使用料
に新たに無料通信料を設定する予
定であります。 

 

 

 (2) 【その他】 

平成13年11月７日開催の取締役会において、平成13年９月30日において株主名簿及び実質株主名

簿に記載された株主に対し、第11期の中間配当を次のとおり行うことを決議いたしました。 

中間配当金の総額 5,018百万円 

１株当たりの中間配当金 500円 

支払請求権の効力発生日 
ならびに支払開始日 平成13年11月21日 
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第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 
 

(1) 発行登録追補書類（普通社債）及びその添付書類 平成13年５月15日 
関東財務局長に提出 

(2) 発行登録追補書類（普通社債）及びその添付書類 平成13年６月12日 
関東財務局長に提出 

(3) 有価証券報告書 及びその添付書類  
事業年度 
(第10期)  

自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日  

平成13年６月27日 
関東財務局長に提出 

(4) 臨時報告書      平成13年10月11日 関東財務局長に提出 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（代表取締役の異動）に基づく臨時報告書
である。 

(5) 発行登録追補書類（普通社債）及びその添付書類 平成13年10月16日 
関東財務局長に提出 

(6) 発行登録追補書類（普通社債）及びその添付書類 平成13年11月14日 
関東財務局長に提出 

(7) 臨時報告書      平成13年11月26日 関東財務局長に提出 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（代表取締役の異動）に基づく臨時報告書
である。 

(8) 訂正発行登録書     及び
及び 

平成13年６月27日 
平成13年10月11日 
平成13年11月26日 
関東財務局長に提出 
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 



ファイル名:701_kansa_0076100501312.doc 更新日時:01/12/02 11:15 印刷日時:01/12/05 9:30 

中 間 監 査 報 告 書 
 

 

平成12年12月18日 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

代表取締役社長 立 川 敬 二 殿 

朝日監査法人 

 

代表社員 
関与社員  公認会計士  亀  岡  義  一  印 

 

代表社員 
関与社員  公認会計士  落  合  孝  彰  印 

 

関与社員  公認会計士  金  井  沢  治  印 

 

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら
れている株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの平成12年４月１日から平成13年３月31日までの連結会計
年度の中間連結会計期間(平成12年４月１日から平成12年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すな
わち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フ
ロー計算書について中間監査を行った。 
この中間監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠し、中
間監査に係る通常実施すべき監査手続を実施した。すなわち、この中間監査において当監査法人は、中
間監査実施基準二に準拠して財務諸表の監査に係る通常実施すべき監査手続の一部を省略し、また、連
結子会社等については、中間監査実施基準三に準拠して分析的手続、質問及び閲覧等から構成される監
査手続を実施した。 
中間監査の結果、中間連結財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正
妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し、かつ、前連結会計年度と同一の基準に従って
継続して適用されており、また、中間連結財務諸表の表示方法は、「中間連結財務諸表の用語、様式及
び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24号)の定めるところに準拠しているものと認められた。 
よって、当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ及び連結子会
社の平成12年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平成12年４月１日
から平成12年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示してい
るものと認める。 
会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
 
(注) 会社は、当中間連結会計期間より中間連結財務諸表作成のための基本となる事項及び追加情報の注記に記
載のとおり、退職給付に係る会計基準、金融商品に係る会計基準及び改訂後の外貨建取引等会計処理基準が
適用されることとなるため、これらの会計基準により中間連結財務諸表を作成している。 

以 上 
 
 
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。 



 
 

中 間 監 査 報 告 書 
 

平成 13 年 12 月 4 日 
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 
 
代表取締役社長    立 川  敬 二 殿 

 
 
                                     朝  日  監  査  法  人 
 

代表社員 
関与社員 

公認会計士     亀 岡 義 一  印 

 
     
代表社員 
関与社員 

 
 
公認会計士     落 合 孝 彰  印 

 
 
代表社員 
関与社員 

 
 

公認会計士     金 井 沢 治  印 

 
 
  当監査法人は、証券取引法第 193 条の 2 の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に
掲げられている株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの平成 13 年 4 月 1 日から平成 14 年 3 月 31 日ま
での連結会計年度の中間連結会計期間（平成 13 年 4 月 1 日から平成 13 年 9 月 30 日まで）に係る中
間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及
び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。  
この中間監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠し、

中間監査に係る通常実施すべき監査手続を実施した。すなわち、この中間監査において当監査法人
は、中間監査実施基準二に準拠して財務諸表の監査に係る通常実施すべき監査手続の一部を省略し、
また、連結子会社等については、中間監査実施基準三に準拠して分析的手続、質問及び閲覧等から
構成される監査手続を実施した。 
中間監査の結果、中間連結財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に

公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し、かつ、前連結会計年度と同一の基準
に従って継続して適用されており、また、中間連結財務諸表の表示方法は、「中間連結財務諸表の
用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成 11 年大蔵省令第 24 号）の定めるところに準拠して
いるものと認められた。 
よって、当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ及び連結

子会社の平成 13 年 9 月 30 日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成
13 年 4 月 1 日から平成 13 年 9 月 30 日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有
用な情報を表示しているものと認める。 
会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 
 

以 上 
  

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。 
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中 間 監 査 報 告 書 
 

 

平成12年12月18日 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

代表取締役社長 立 川 敬 二 殿 

朝日監査法人 

 

代表社員 
関与社員  公認会計士  亀  岡  義  一  印 

 

代表社員 
関与社員  公認会計士  落  合  孝  彰  印 

 

関与社員  公認会計士  金  井  沢  治  印 

 

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの平成12年４月１日から平成13年３月31日までの第10期事

業年度の中間会計期間(平成12年４月１日から平成12年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、

中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。 

この中間監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠し、中

間監査に係る通常実施すべき監査手続を実施した。すなわち、この中間監査において当監査法人は、中

間監査実施基準二に準拠して財務諸表の監査に係る通常実施すべき監査手続の一部を省略した。 

中間監査の結果、中間財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当

と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し、かつ、前事業年度と同一の基準に従って継続して適用

されており、また、中間財務諸表の表示方法は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する

規則」(昭和52年大蔵省令第38号)の定めるところに準拠しているものと認められた。 

よって、当監査法人は、上記の中間財務諸表が株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの平成12年９月30

日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成12年４月１日から平成12年９月30日ま

で)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
 
(注) 会社は、当中間会計期間より中間財務諸表作成の基本となる事項及び追加情報の注記に記載のとおり、退
職給付に係る会計基準、金融商品に係る会計基準及び改訂後の外貨建取引等会計処理基準が適用されること
となるため、これらの会計基準により中間財務諸表を作成している。 

以 上 
 
 
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。 



 
 

中 間 監 査 報 告 書 
 

平成 13 年 12 月 4 日 
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 
 
代表取締役社長    立 川  敬 二 殿 

 
 
                                     朝  日  監  査  法  人 
 

代表社員 
関与社員 

公認会計士     亀 岡 義 一  印 

 
     
代表社員 
関与社員 

 
 

公認会計士     落 合 孝 彰  印 

 
 
代表社員 
関与社員 

 
 

公認会計士     金 井 沢 治  印 

 
 
当監査法人は、証券取引法第 193 条の 2 の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に
掲げられている株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの平成 13 年 4 月 1 日から平成 14 年 3 月 31 日ま
での第 11 期事業年度の中間会計期間（平成 13 年 4 月 1 日から平成 13 年 9 月 30 日まで）に係る中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。 
 この中間監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠し、
中間監査に係る通常実施すべき監査手続を実施した。すなわち、この中間監査において当監査法人
は、中間監査実施基準二に準拠して財務諸表の監査に係る通常実施すべき監査手続の一部を省略し
た。 
 中間監査の結果、中間財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正
妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し、かつ、前事業年度と同一の基準に従って継続
して適用されており、また、中間財務諸表の表示方法は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成
方法に関する規則」（昭和 52 年大蔵省令第 38 号）の定めるところに準拠しているものと認められ
た。 
よって、当監査法人は、上記の中間財務諸表が株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの平成 13 年 9
月 30 日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成 13 年 4 月 1 日から平成 13 年
9 月 30 日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 
 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。 
 

以 上 
  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。 
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