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【表紙】  

【提出書類】 半期報告書 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成14年12月11日 

【中間会計期間】 第12期中(自 平成14年４月１日 至 平成14年９月30日)

【会社名】 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

【英訳名】 NTT DoCoMo,Inc. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  立 川 敬 二 

【本店の所在の場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番１号 

【電話番号】 (03)5156－1111 

【事務連絡者氏名】 総務部株式担当部長  竹 内  健 

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番１号 

【電話番号】 (03)5156－1111 

【事務連絡者氏名】 総務部株式担当部長  竹 内  健 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

 

（注）将来に関する記述等についてのご注意 

本半期報告書に記載されている、当社グループに関連する業績予想、方針、経営戦略、目標、予定、事実の認

識・評価などといった、将来に関する記述を含む歴史的事実以外のすべての事実は、当社グループが現在入手して

いる情報に基づく、現時点における予測、期待、想定、計画、認識、評価等を基礎として記載されているに過ぎま

せん。また、予想数値を算定するためには、過去に確定し正確に認識された事実以外に、予想を行うために不可欠

となる一定の前提（仮定）を用いています。これらの記述ないし事実または前提（仮定）については、その性質上、

客観的に正確であるという保証や将来その通りに実現するという保証はいたし兼ねます。すなわち、これらの記述

ないし事実または前提（仮定）が、客観的には不正確であったり将来実現しないという可能性がありますが、その

原因となる潜在的リスクや不確定要因は無数にあります。その内、現在想定し得る主要なものとして、以下の事項

の成否如何を挙げることができます。 

・当社グループが将来にわたり顧客及び契約数を獲得維持し続けること 

・ＭＯＵ（１契約当たり平均月間通話時間）及びＡＲＰＵ（１契約当たり平均月間収入）が、ドコモが期待する水

準で維持されること 

・現在のネットワーク容量を必要に応じて拡大すること 

・第三世代（３Ｇ）移動通信（「ＦＯＭＡ」）のサービスを期待通り拡大し、契約数を確保すること 

・国際的提携や海外投資等を通じて、国際的事業展開を成功裡に行うこと 

・種々の法令・規制の導入や変更等の状況、及び当社グループがこれらに対して適切に対応できること 

・競争の激しい市場で変化の早い消費者の嗜好や技術革新に対応して、競争力のある商品やサービスを提供し続け

ること 

・日本国内外の経済、証券市場その他の状況の変化、及び当社グループがこれらに対して適切に対応できること 

・通信事業者間の料金設定権ならびに接続形態等が、従来通りの枠組みで維持されること 

なお潜在的リスクや不確定要因はこれらに限られるものではありませんので御留意下さい。 
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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】 

(1)連結経営指標等 

①日本会計基準 

回次 第10期中 第11期中 第12期中 第10期 第11期 

会計期間 
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14年４月１日から

平成14年９月30日まで

平成12年４月１日から 

平成13年３月31日まで 

平成13年４月１日から

平成14年３月31日まで

営業収益 (百万円) 2,217,467 2,612,963 ― 4,686,004 5,171,546

経常利益 (百万円) 397,258 482,521 ― 686,918 853,373

中間(当期)純利益 (百万円) 217,516 103,869 ― 365,505 862

純資産額 (百万円) 2,148,190 3,361,012 ― 3,314,845 3,235,068

総資産額 (百万円) 4,282,138 5,916,879 ― 5,911,239 5,912,581

１株当たり純資産額 (円) 224,330.66 334,895.62 ― 330,295.50 322,346.43

１株当たり中間(当期)純利益 (円) 22,714.74 10,349.68 ― 37,983.95 85.95
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 ― 56.1 54.7
営業活動によるキャッシュ・
フロー 

(百万円) 228,751 601,293 ― 839,311 1,329,615

投資活動によるキャッシュ・
フロー 

(百万円) △1,058,025 △585,612 ― △2,737,112 △1,122,037

財務活動によるキャッシュ・
フロー 

(百万円) 423,325 △23,522 ― 1,535,194 △24,953

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 ― 118,424 301,048

従業員数 
(ほか平均臨時従業員数) 

(名) 
17,366
(3,234)

19,790
(3,949)

21,191
(2,152)

18,015 
(3,850)

19,700
(2,956)

(注) １ 平成14年３月に「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」及び「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」が改正されたことに伴い、第12期中間連結会計期間より中間連結
財務諸表を米国会計基準により作成しております。よって、当該期間の数値は記載しておりません。 

２ 営業収益には、消費税等は含まれておりません。 
３ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益は、新株予約権付社債等潜在株式の発行がないため記載し

ておりません。 
４ 従業員数は、連結会社外からの出向者を含み、連結会社外への出向者は含んでおりません。 

 

②米国会計基準 

回次 第12期中 

会計期間 
平成14年４月１日から

平成14年９月30日まで

営業収益 (百万円) 2,384,264

税引前利益 (百万円) 627,967

中間純利益 (百万円) 4,174

純資産額 (百万円) 3,009,985

総資産額 (百万円) 5,682,819

１株当たり純資産額 (円) 61,042.08

１株当たり中間純利益 (円) 83.68
潜在株式調整後１株当たり中間
純利益 

(円) ―

自己資本比率 (％) 53.0
営業活動によるキャッシュ・
フロー 

(百万円) 846,156

投資活動によるキャッシュ・
フロー 

(百万円) △489,843

財務活動によるキャッシュ・
フロー 

(百万円) △219,867

現金及び現金同等物の中間期末
残高 

(百万円) 437,488

従業員数 
(ほか平均臨時従業員数) 

(名) 
21,191
(2,152)
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(注) １ 営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

２ 当社は、平成14年５月15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

たり中間純利益は、期首に分割が行われたものとして計算しております。 

３ １株当たり純資産額及び１株当たり中間純利益は、発行済株式数から自己株式数を控除して計算してお

ります。 

４ 潜在株式調整後１株当たり中間純利益は、新株予約権付社債等潜在株式の発行がないため記載しており
ません。 

５ 従業員数は、連結会社外からの出向者を含み、連結会社外への出向者は含んでおりません。 

６ 第11期中間連結会計期間及び第11期連結会計年度の米国基準連結財務情報は、「第５ 経理の状況 １ 

中間連結財務諸表等 (2) その他」に記載しております。 

 

(2)提出会社の経営指標等 

回次 第10期中 第11期中 第12期中 第10期 第11期 

会計期間 
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14年４月１日から

平成14年９月30日まで

平成12年４月１日から 

平成13年３月31日まで 

平成13年４月１日から

平成14年３月31日まで

営業収益 (百万円) 1,018,290 1,180,339 1,206,683 2,142,353 2,355,760

経常利益 (百万円) 174,681 252,468 281,780 292,938 406,471
中間(当期)純利益又は中間

(当期)純損失(△) 
(百万円) 101,449 △27,805 △168,351 173,005 △310,720

資本金 (百万円) 474,499 949,679 949,679 949,679 949,679

発行済株式総数 (株) 9,576,000 10,036,000 50,180,000 10,036,000 10,036,000

純資産額 (百万円) 1,708,952 2,693,143 1,991,606 2,728,774 2,405,426

総資産額 (百万円) 3,088,095 4,393,451 3,970,450 4,460,718 4,252,097

１株当たり純資産額 (円) 178,462.03 268,348.26 40,389.50 271,898.60 239,679.84
１株当たり中間(当期)純利益

又は１株当たり中間(当期)純損

失(△) 

(円) 10,594.11 △2,770.60 △3,374.97 17,978.98 △30,960.55

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 0 1,000 1,500

自己資本比率 (％) 55.3 61.3 50.2 61.2 56.6
従業員数 

(ほか平均臨時従業員数) 
(名) 

5,369
(135)

5,764
(87)

5,691
(66)

5,334 
(90)

5,794
(79)

(注) １ 営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

２ 当社は、平成14年５月15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、第12期

中間会計期間の１株当たり中間純損失は、期首に分割が行われたものとして計算しております。 

３ 第12期中間会計期間より自己株式を資本に対する控除項目としており、また、第12期中間会計期間の１

株当たり純資産額及び１株当たり中間純損失は、発行済株式数から自己株式数を控除して計算しており

ます。 

４ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益は、新株予約権付社債等潜在株式の発行がないため記載し
ておりません。 

５ 第12期の中間配当は、当社第11回定時株主総会において株式交換に必要な自己株式の取得等につき承認

いただいた結果、その実施に必要な商法上の要件を満たすことができませんので見送りとしております。 

６ 従業員数は、提出会社外からの出向者を含み、提出会社外への出向者は含んでおりません。 

 

 

 

 

 

 
 
 

（注）「ＦＯＭＡ」「クイックキャスト／QUICKCAST」「ⅰモード」「ⅰアプリ／アイアプリ」「ムーバ」「ⅰショ

ット／アイショット」「デュアルネットワーク」「ミュゼア／musea」「DLP Service／ディー・エル・ピー・サ

ービス」「ポジシーク／Posiseek」「M-stage／エムステージ」「Ｐ－ｐ＠ｃ」「Ｐ－ｉｎ／ピーイン」「M-

stage visual」「Lookwalk」「モバイラーズチェック／MOBILER’S CHECK」「WORLD CALL／ワールドコール」

「WORLD WALKER／ワールドウォーカー」「Ｍｚｏｎｅ」「パルディオＥメール」は、㈱ＮＴＴドコモの商標また

は登録商標です。 
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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 
所有割合 
(％) 

関係内容 

(連結子会社)    

ドコモモバイル中国 
株式会社 

広島県広島市 
西区 

30

携帯電話事業 
ＰＨＳ事業 
クイックキャスト事業
その他事業 

100 
 

(100)

当社の地域会社は同社と故障修理業
務等の委託等の取り引きがある 

ドコモアイ九州株式会社 
福岡県福岡市 
中央区 

30

携帯電話事業 
ＰＨＳ事業 
クイックキャスト事業
その他事業 

100 

(100)

当社の地域会社は同社とシステム開
発・保守業務等の委託等の取り引き
がある 

(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14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 

20,011［2,132］ 

全社(共通) 1,180［   20］ 

合計 21,191［2,152］ 

(注) １ 従業員数は、連結会社外からの出向者(310名)を含み、連結会社外への出向者(149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14年９月30日現在) 

従業員数(名)         5,691［   66］ 

(注) 従業員数は、提出会社外からの出向者(135名)を含み、提出会社外への出向者(1,455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。 

 

(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】 

以下の業績等の概要は、「第５ 経理の状況 １ 中間連結財務諸表等 (1) 中間連結財務諸表」に

記載しております当中間連結会計期間の中間連結財務諸表（米国会計基準）及び「第５ 経理の状況 

１ 中間連結財務諸表等 (2) その他」に記載しております前中間連結会計期間の米国基準連結財務

情報（監査対象外）に基づき記載しております。 

 

(1) 業績 

概況 

当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、輸出はアジア向けを中心に増加しているものの、企

業収益については低水準で横ばいとなっており、雇用情勢は失業率が高い水準で続き、個人消費も

低調に推移するなど依然として厳しい状況が続いてまいりました。 

移動通信市場は、人口普及率の高まりとともに市場全体の伸びは鈍化しており、既に急成長期から

安定成長期へと移行しているものの、引き続き拡大を続け、当中間連結会計期間における携帯電話

にＰＨＳを加えた移動電話の純増数は289万契約となりました。これにより、本年９月末には、総契

約数は7,771万契約を超え、人口普及率は61％に達しました。一方、各事業者の多様なサービス導入

等により、事業者間の競争はますます激化しております。 

このような市場環境に即応するため、当社は売上重視から利益重視の経営にシフトし、コアビジネ

スの充実を図るとともに、「マルチメディア化」「ユビキタス化」「グローバル化」を成長戦略の

３つの軸とした事業展開を着実に進めることにより、新たな事業領域の拡大に努めてまいりました。 

また、地域ドコモ各社との事業戦略・資本戦略の展開の一体性を高め、ドコモグループトータルの

企業価値の向上を図ることなどを目的に、株式交換により地域ドコモ各社を完全子会社化すること

とし、本年８月にこれに必要な自己株式87万株（総額2,345億円）の取得を終了しました。なお、同

年11月１日に地域ドコモ各社を完全子会社化しております。 

さらに当社は、平成４年７月１日の営業開始以来、本年７月で営業開始10周年を迎えたことから、

お客様への感謝を込めた期間限定の料金割引や、平成14年３月期の期末配当において株主様への記

念配当を実施するとともに、企業市民としての社会貢献活動を重視した様々な施策を実施しており

ます。 

当中間連結会計期間における主な経営成績は次のとおりであります。 

業績 

 

当中間連結会計期間 

平成14年４月１日から 

平成14年９月30日まで 

（億円） 

対前年同期増減率(％) 

営業収益 23,843 1.9  

営業利益 6,400 17.5  

税引前利益 6,280 22.3  

中間純利益 42 △95.3  

ＥＢＩＴＤＡ 9,813 15.4  

ＥＢＩＴＤＡマージン 41.2％ 4.8ポイント増 

(注) 当中間連結会計期間より中間連結財務諸表を米国会計基準に基づき作成しており、前中間連結会計期間

に係る中間連結財務諸表も米国会計基準に基づき作成（監査対象外）のうえ、比較し記載しております。 
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営業収益 

営業収益は、2兆3,843億円（対前年同期増減率1.9％増）となりました。その主な内容は、「携帯

自動車電話収入」が、データ通信利用へのシフトなど利用状況の変化等により1兆6,404億円（対前

年同期増減率0.2％増）と僅かな伸びに止まったものの、「ⅰモード」サービスの契約数の増加に伴

い「パケット通信収入」が4,173億円（対前年同期増減率23.8％増）となったことなどであります。 

 

営業費用 

営業費用は、1兆7,443億円（対前年同期増減率2.8％減）となりました。その主な内容は、「ＦＯ

ＭＡ」サービスの開始に伴い減価償却費が449億円増加しているものの、移動通信市場が安定成長期

へと移行し、携帯電話の契約数増加の伸びが鈍化したことに伴い、端末機器の原価、代理店への手数

料等携帯電話の販売にかかるコストが減少したことなどであります。 

 

海外関連会社投資の減損 

当中間連結会計期間における全海外出資先関連会社株式の時価及び実質価額の評価を行った結果、

米国法人AT&T Wireless Services,Inc.（AT&Tワイヤレス）、オランダ法人KPN Mobile N.V.（KPNモ

バイル）、英国法人Hutchison 3G UK Holdings Limited（H3G UK）に係る減損処理に関連し、税効

果調整後でAT&Tワイヤレス 1,676億円、KPNモバイル 679億円、H3G UK 722億円、合計3,078億円

（税効果調整額2,175億円）の損失を計上いたしました。 

 

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 

携帯自動車電話サービスにつきましては、「ｉモード」ＡＲＰＵ（１契約当たり平均月間データ伝

送収入）の向上を目的としてパケット通信の高速化（受信時最大28.8Kbps）と「ｉアプリ」のコン

テンツサイズを拡大し、「ｉアプリ」を起動中でも電話やメールを受けられる「ｉアプリ待受画面

機能」等によりお客様の利便性向上を図ってまいりました。また、新商品といたしましては、「ｉ

モード」の高機能化と赤外線通信機能等に対応した「ムーバ５０４ｉ」シリーズ、画像付メール送

信サービス「ｉショット」に対応したカメラ付携帯電話「ムーバ２５１ｉ」シリーズを発売いたし

ました。さらに、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Ｆ６７１ｉＳ」（愛

称：らくらくホンⅡＳ）を発売するなど、商品ラインアップの充実を図ってまいりました。 

以上のような取り組みを行ってきたものの、携帯自動車電話サービスの音声ＡＲＰＵ（１契約当た

り平均月間音声伝送収入）は6,490円（対前年同期増減率9.7％減）と減少しており、その主な要因

としては、低利用者層への普及、音声通話から「ｉモード」メールへの利用方法の変化などが挙げ

られます。このため「ｉモード」の普及拡大及び高機能化による利用促進により「ｉモード」ＡＲ

ＰＵは1,670円（対前年同期増減率12.1％増）と増加したものの、総合ＡＲＰＵ（１契約当たり平均

月間収入）は8,160円（対前年同期増減率6.0％減）となりました。 

「ＦＯＭＡ」サービスにつきましては、順次サービスエリアの拡大を図り、本年９月末には全国で

の人口カバー率は約77％となりました。また、一つの電話番号で800ＭＨｚデジタル方式対応端末と

「ＦＯＭＡ」サービス対応端末を切り替えて利用できる「デュアルネットワーク」サービスの提供

を開始し、お客様の利便性向上に努めてまいりました。さらに、テレビ電話対応ＰＤＡ一体型の

「ＦＯＭＡ ＳＨ２１０１Ｖ」、連続待受時間を向上させた「ＦＯＭＡ Ｔ２１０１Ｖ」を発売す

るなど端末の充実にも努めてまいりましたが、利用可能なコンテンツを含めて消費者ニーズを完全

に満たすには至らず、低調な販売数となりました。 
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また、４月にオランダでKPNモバイルが、６月に台湾でKG Telecommunications Co.,Ltd.（KGテレ

コム）がそれぞれ「ｉモード」サービスを開始し、さらにフランスのBouygues Telecom S.A.（ブイ

グテレコム）・スペインのTelefonica Moviles S.A.（テレフォニカ・モビレス）との「ⅰモード」

サービスに関する技術提携を進めグローバル化の推進に努めてまいりました。 

一方、「迷惑メール」に対しては、「ドメイン指定受信機能」の機能変更等を行うとともに、い

わゆる「ワン切り」に対しても、「着信拒否機能」提供への取り組みを進めるなど、それらの根絶

に向けた施策を継続的に実施してまいりました。今後もお客様に当社グループのサービスを安心し

てご利用いただけるよう、事業者として最大限の対応を行ってまいります。 

そのほか、モバイルマルチメディア商品としてPocket PC 2002を搭載したＰＤＡ端末「musea（ミ

ュゼア）」、ＧＰＳを利用した企業向け位置情報サービス「ＤＬＰサービス」対応端末「Posiseek 

R（ポジシーク アール）」を発売するなどますます多様化するモバイルマルチメディアへのニーズ

に対応してまいりました。 

契約数及び事業収入・損益の状況は次のとおりであります。 

サービス別契約数 

 
当中間連結会計期間末 

平成14年９月30日 

（千契約） 

対前年度末増減率(％) 

携帯自動車電話サービス 42,026 3.3  

ＦＯＭＡサービス 136 51.8  

ｉモードサービス 34,883 8.5  

衛星電話サービス 28 1.4  

(注) ⅰモードサービスは、携帯自動車電話分（34,761千契約）、ＦＯＭＡ分（123千契約）の合計を記載し

ております。 

サービス別収入 

 

当中間連結会計期間 

平成14年４月１日から 

平成14年９月30日まで 

（億円） 

対前年同期増減率(％) 

携帯自動車電話収入 16,404 0.2  

ＦＯＭＡ収入 55 ―  

パケット通信収入 4,173 23.8  

衛星電話収入 36 △25.3  

(注) １ 当中間連結会計期間より中間連結財務諸表を米国会計基準に基づき作成しており、前中間連結会計

期間に係る中間連結財務諸表も米国会計基準に基づき作成（監査対象外）のうえ、比較し記載して

おります。 

２ ＦＯＭＡ契約のパケット通信収入を含みます。 

業績 

 

当中間連結会計期間 

平成14年４月１日から 

平成14年９月30日まで 

（億円） 

携帯電話事業収入 23,258 

携帯電話事業損益 6,561 

(注) 各セグメント（携帯電話事業、ＰＨＳ事業、クイックキャスト事業、その他事業）の業績は、当中間連

結会計期間より米国会計基準に基づき作成しております。 
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(注) １ ＡＲＰＵ（Average monthly revenue per unit）：１契約当たり平均月間収入 

総合ＡＲＰＵ＝音声ＡＲＰＵ＋「ⅰモード」ＡＲＰＵ 

２ 「ⅰモード」ＡＲＰＵ＝「ｉモード」単独ＡＲＰＵ×（「ｉモード」稼動契約数÷携帯電話稼動契約

数） 

稼動契約数＝（前期末契約数＋当該期末契約数）÷２×稼動月数 

３ 以上の用語の定義につきましては、「４ 対処すべき課題」において同様であります。 

 

ＰＨＳ事業 

ＰＨＳ事業につきましては、データ通信向け料金割引サービス「Ｐ－ｐ＠ｃ（ピーパック）」の販

売、「Ｐ－ｐ＠ｃ」と連動したデータカード型ＰＨＳ「Ｐ－ｉｎ（ピーイン）」シリーズの販売促

進に努めるとともに、映像配信サービス「M-stage visual（エムステージ・ビジュアル）」に対応

し、テレビ電話機能を搭載したＰＨＳビジュアルホン「LookwalkＰ７５１ｖ（ルックウォークＰ７

５１ｖ）」等の新商品を発売するなど、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。 

また、通話料金等をプリペイドカードにより前払いで支払うことが可能な「ドコモテレカ モバイ

ラーズチェック」サービスの対象をＰＨＳサービスの料金へ拡大し、利用促進に努めてまいりまし

たが、厳しい市場環境の下、契約数は減少し、ＰＨＳ ＡＲＰＵ（１契約当たり平均月間収入）も

3,550円（対前年同期増減率9.2％減）と減少しました。 

しかしながら、ネットワーク設備の効率化など一層のコスト低減に努め、当中間連結会計期間にお

ける事業損失は156億円となりました。 

契約数及び事業収入・損益の状況は次のとおりであります。 

契約数 

 
当中間連結会計期間末 

平成14年９月30日 

（千契約） 

対前年度末増減率(％) 

ＰＨＳサービス 1,829 △4.8  

業績 

 

当中間連結会計期間 

平成14年４月１日から 

平成14年９月30日まで 

（億円） 

ＰＨＳ事業収入 436 

ＰＨＳ事業損益 △156 

 

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なか、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、当中間連結会計期間における契約数は引き続き減少となりました。また、収支

改善に向け、人員の見直し等によるコスト削減を進めてまいりました。 

契約数及び事業収入・損益の状況は次のとおりであります。 

契約数 

 
当中間連結会計期間末 

平成14年９月30日 

（千契約） 

対前年度末増減率(％) 

クイックキャストサービス 709 △14.2  
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業績 

 

当中間連結会計期間 

平成14年４月１日から 

平成14年９月30日まで 

（億円） 

クイックキャスト事業収入 43 

クイックキャスト事業損益 △10 

 

その他事業 

国際電話サービス「ＷＯＲＬＤ ＣＡＬＬ（ワールドコール）」につきましては、より多くのユー

ザーにご利用いただけるよう携帯自動車電話新規契約者の申込み不要化を実施いたしました。また、

国際ローミングサービス「ＷＯＲＬＤ ＷＡＬＫＥＲ（ワールドウォーカー）」につきましても、

アメリカにおいてより安価な料金でご利用いただけるよう新サービスを追加いたしました。 

公衆無線ＬＡＮサービスにつきましては、「ＦＯＭＡ」サービスとの連携による新たな市場拡大を

目指し、「Ｍｚｏｎｅ（エムゾーン）」の提供を開始いたしました。 

また、当社グループ企業におきましては、独自のノウハウを活かしたシステム開発やシステム提案

等により、事業領域の拡大に取り組んでまいりました。 

事業収入・損益の状況は次のとおりであります。 

業績 

 

当中間連結会計期間 

平成14年４月１日から 

平成14年９月30日まで 

（億円） 

その他事業収入 106 

その他事業損益 4 

 

(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4,375億円と

なり、前連結会計年度末と比べ1,364億円増加（対前年度末増減率45.3％増）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、「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」が増加したこと、また、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、当該年度末の電話料金等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、前年同期と比べ2,396億円増加（対前年同期増減率39.5％増）し、8,462億円とな

りました。 

 

（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」、「無形固定資産及

びその他の資産の取得による支出」、「投資による支出」いずれも減少したことにより、前年同期

と比べ974億円支出が減少（対前年同期増減率16.6％減）し、△4,898億円となりました。 

 

（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、自己株式の取得に2,345億円を支出したこと等により前年

同期と比べ1,928億円減少し、△2,199億円となりました。 
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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、端末調達実績は次のとおりであります。 
 

区分 

当中間連結会計期間 

平成14年４月１日から 

平成14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 473,385 △13.0 

ＰＨＳ端末機器 6,741 △52.9 

クイックキャスト端末機器 1 △85.4 

その他端末機器 1,015 102.4 

合計 481,142 △13.9 

(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14年９月30日 
（千契約） 

対前年度末増減率(％) 

携帯自動車電話サービス 42,026 3.3 

ＦＯＭＡサービス 136 51.8 

ｉモードサービス 34,883 8.5 

ＰＨＳサービス 1,829 △4.8 

クイックキャストサービス 709 △14.2 

(注) ｉモードサービスは、携帯自動車電話分（34,761千契約）、ＦＯＭＡ分（123千契約）の合計を記載してお

ります。 

(2) 売上高実績 

区分 

当中間連結会計期間 

平成14年４月１日から 

平成14年９月30日まで 
（百万円） 

携帯電話事業 2,325,758 

ＰＨＳ事業 43,585 

クイックキャスト事業 4,271 

その他事業 10,650 

合計 2,384,264 

(注) １ 各セグメント（携帯電話事業、ＰＨＳ事業、クイックキャスト事業、その他事業）の業績は、当中間連

結会計期間より米国会計基準に基づき作成しております。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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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は、第11期有価証券報告書に記載の「対処すべき課題」に向けた取り

組みを進めてまいりましたが、引き続き、コアビジネスの充実を図るとともに、「マルチメディア

化」「ユビキタス化」「グローバル化」の３つを軸とする事業領域の拡大とコスト削減の徹底等、経

営体質の強化を図ってまいります。 

コアビジネスの充実強化につきましては、お客様のニーズに対応したサービス・商品の提供や利用

料金の多様化を推進し、新規契約の獲得、解約の抑止ならびに利用促進を図ってまいります。また、

引き続き携帯電話を利用したキャッシュレスショッピングが可能な電子商取引サービスや情報家電の

遠隔操作等、移動通信の利用用途の拡大を図ってまいります。このような取り組みのなかで、携帯自

動車電話サービスのＡＲＰＵにつきましては、引き続き、低利用者層への普及ならびに音声通話から

「ⅰモード」メールへの利用方法の変化等により音声ＡＲＰＵの減少が見込まれるものの、「ⅰモー

ド」の普及拡大及び高機能化による利用促進を図り、「ｉモード」ＡＲＰＵの増加に努めてまいりま

す。 

「ＦＯＭＡ」サービスにつきましては、通話エリア、待受時間、利用可能なコンテンツを要因とし

て販売数が伸び悩んでいることを踏まえ、次のような取り組みを強化してまいります。通話エリアに

つきましては、平成15年３月末までに人口カバー率を約90％へと高めるとともに、屋内基地局の導入

等、通話品質の向上も図ってまいります。また、小型・軽量化及び連続待受時間を向上させた端末の

導入、「ＦＯＭＡ」ならではの特長を活かした映像メールや「M-stageサービス」の充実等、新たな

サービスの提供を推進してまいります。さらに、引き続き法人ユーザーに対するソリューションビジ

ネスの強化を図り、サービスの普及拡大に努めてまいります。 

グローバル化につきましては、ドイツ、オランダ、台湾、ベルギーに続き、フランスでも「ⅰモー

ド」サービスを開始するなど、モバイルマルチメディアサービスの展開を着実に推進しております。

また、「ＦＯＭＡ」のサービス展開を通じて当社が獲得した技術・ノウハウ等をイギリスなどの出資

先企業へ提供し、ＩＭＴ－２０００の導入に向けた支援の推進を図ってまいります。さらに、アジア

を中心に引き続き出資の機会を探ると同時に、出資を伴わない提携等につきましても相手先の状況等

を見極めつつ柔軟に検討を進めてまいります。 

ＰＨＳ、「クイックキャスト」、衛星電話等のサービスにつきましては、引き続きコスト低減・収

支改善などの事業の効率化に努めてまいります。携帯自動車電話を含め、ユーザー動向の変化により

利用数が著しく減少したサービスにつきましては、新規販売の受付停止または多岐にわたる料金プラ

ンの絞込みなどの見直しに取り組んでまいります。 

また、地域ドコモ各社とのグループ経営体制の一層の強化を図るとともに、業務委託型子会社につ

いては、事業戦略上必要な一体性を確保しつつ効率的なグループ経営を推進し、グループトータルと

して企業価値の向上を図ってまいります。 

（注）本項における将来に関する記述等につきましては、表紙に記載の「将来に関する記述等につい

てのご注意」を併せてご参照ください。 
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５ 【経営上の重要な契約等】 

(1) ＮＴＴが行う基盤的研究開発及びグループ経営運営に関する契約 

当社とＮＴＴは、ＮＴＴが行う基盤的研究開発に関し、同社から当社へ提供される役務及び便益

ならびにその対価の支払等を内容とする契約を平成11年７月１日に締結しております。 

また、当社とＮＴＴは、ＮＴＴが行うグループ経営運営に関し、同社から当社グループへ提供さ

れる役務及び便益ならびにその対価の支払等を内容とする契約を平成14年４月１日に締結しており

ます（平成14年３月31日以前は、当社及び地域ドコモ８社とＮＴＴがそれぞれ締結）。 

 

(2) 株式交換契約の締結 

当社と株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西等地域会社８社は、事業戦略・資本戦略の展開の

一体性を高め、ドコモグループトータルの企業価値の向上を図ることなどを目的として、平成14年

８月20日に、株式交換により各地域会社が当社の完全子会社となる旨の株式交換契約を締結いたし

ました。その概要は次のとおりであります。 

① 株式交換日  平成14年11月１日 

② 株式交換比率 

各地域会社の普通株式１株につき、それぞれ株式交換比率欄の株数における当社の普通株式

を割当交付します。ただし、当社が保有する各地域会社の株式に対しては、割当を行いません。 
  

会社名 株式交換比率 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

（完全親会社） 
１ 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道

（完全子会社） 
16.51 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北 

（完全子会社） 
37.02 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 

（完全子会社） 
27.80 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸 

（完全子会社） 
19.44 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西 

（完全子会社） 
33.53 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国 

（完全子会社） 
26.71 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国 

（完全子会社） 
19.12 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州 

（完全子会社） 
47.72 

 

（注）株式交換の完了 

平成14年11月１日に株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西等地域会社８社を当社の完全子会

社とする株式交換が完了いたしました（「第５ 経理の状況 １ 中間連結財務諸表等（２ 中間財

務諸表等）」の重要な後発事象をご参照ください）。 
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６ 【研究開発活動】 

研究開発活動につきましては、「ＦＯＭＡ」及び既存通信網の大容量化・低コスト化を図り、さら

に高度で多様なサービスの提供に向けた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

た基盤的研究に取り組んでまいりました。 

「ＦＯＭＡ」サービスにつきましては、無線アクセス系装置、ネットワーク系装置ならびに各種端

末やモバイル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継続して行うと

ともに、システムのさらなる高度化、安定化に取り組んでまいりました。端末につきましては、送受

信とも最大384Kbpsの通信速度に対応したＳＯＨＯ端末及びテレビ電話対応ＰＤＡ一体型端末を開発

提供するとともに、それぞれについてBluetoothTMにより本体と小型ハンドセットとを接続することを

実現いたしました。また、待受時間を従来の２倍以上とした端末を開発提供いたしました。さらに、

今後のサービスの高度化・グローバル化を推進していくため、映像メールや国際ローミングの実現に

向けた開発を進めてまいりました。そのほか、「ＦＯＭＡ」等の移動通信サービスを補完する公衆無

線ＬＡＮサービスを開始いたしました。 

携帯自動車電話サービスにつきましては、画像付メール送信機能「ｉショット」に対応した端末を

開発するとともに、「ＦＯＭＡ」システムとの間の「デュアルネットワーク」サービスの開発及び実

用化を行ってまいりました。また、いわゆる「ワン切り」への対策等にも取り組んでまいりました。 

パケット通信サービスにつきましては、「ｉモード」の通信速度を従来の約３倍の最大28.8Kbpsま

で対応した端末の開発及び実用化を行うとともに、迷惑メール対策としてドメイン指定受信機能の強

化や未承諾広告メールの受信拒否機能等の様々な開発を進めてまいりました。また、「ｉモード」サ

ービスのオープン化の早期実現に向け、接続用装置等の開発を進めてまいりました。 

ＰＨＳサービスにつきましては、テレビ電話・動画添付メールに対応した端末の開発提供を行って

まいりました。また、「パルディオＥメール」サービスの機能拡張等にも取り組んでまいりました。 

さらに、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技術をベース

とした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や、最大100Mbpsの高速パケット通信

を可能とする無線アクセス方式に関する研究ならびに伝送実験を行うとともに、サービスのさらなる

高度化をめざした第四世代以降の移動通信システムに適用可能な技術の基盤的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、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14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547億

円であります。 

 

（注）BluetoothTMとは、免許が不要な2.4ＧＨｚ帯の電波を使って、情報機器間10ｍ程度の短距離無線通信を実

現する規格であります。BluetoothTMにより、パソコンや通信機器等をワイヤレスで接続し、音声やデータ

をやりとりできます。 

Bluetoothは、その商標権者が所有している商標であり、当社はライセンスに基づき使用しています。 
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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おいては、「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が、「ＦＯＭＡ」

について需要見合いでの設備容量の見直し、資材調達価格の低減等による設備投資の効率化を図って

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の事業の種類別セグメント等によ

る内訳は次のとおりであります。 

（注）本項における将来に関する記述等につきましては、表紙に記載の「将来に関する記述等につい

てのご注意」を併せてご参照ください。 

 

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14年４月１日から 
平成15年３月31日まで 

計画額(億円) 

当中間連結会計期間 
平成14年４月１日から
平成14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」センタの設備拡充 

・「ＦＯＭＡ」設備の拡充 等 

6,250 3,304

ＰＨＳ事業 
・ネットワーク設備ならびに基地局等

の維持・改善 
80 18

その他 ・通信設備用ビル等の取得 等 2,580 1,046

合計  8,910 4,368

(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 上記の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 191,500,000 

計 191,500,000 

 

② 【発行済株式】 

 

発行数 

種類 
中間会計期間末現在(株)
(平成14年９月30日) 

提出日現在(株) 
(平成14年12月11日)

上場証券取引所名又 
は登録証券業協会名 

内容 

普通株式 50,180,000 50,180,000

東京証券取引所 
市場第一部 
ニューヨーク証券取引所 
ロンドン証券取引所 

― 

計 50,180,000 50,180,000 ― ― 

 

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

 

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 

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14年５月15日 40,144,000 50,180,000 ― 949,679,500 ― 1,292,385,011

平成14年７月22日 ― 50,180,000 ― 949,679,500 △1,000,000,000 292,385,011

(注) １ 平成14年５月15日の発行済株式総数の増加は株式分割によるものであります。 

分割比率 １：５ 

２ 平成14年７月22日の資本準備金の減少は自己株式取得及び今後の柔軟な資本政策の展開ならびに配当可

能原資の確保を目的とした、商法第289条第２項の規定に基づくものであります。 
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(4) 【大株主の状況】 
平成14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 31,592,000 62.96

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 1,619,757 3.23

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） 

東京都港区浜松町２丁目11－３ 1,432,672 2.86

ＵＦＪ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―３ 873,895 1.74

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 株式会社みずほ
コーポレート銀行兜町証券決済
業務室） 

アメリカ・ボストン 
（東京都中央区日本橋兜町６―７） 

556,771 1.11

年金信託受託者三井アセット信
託銀行株式会社２口 

東京都港区芝３丁目23－１ 352,107 0.70

ザチェースマンハッタンバンク
エヌエイロンドン 
（常任代理人 株式会社みずほ
コーポレート銀行兜町証券決済
業務室） 

イギリス・ロンドン 
（東京都中央区日本橋兜町６―７） 

345,711 0.69

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11－１ 312,106 0.62

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―１) 

285,054 0.57

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１－２ 253,750 0.51

計 ― 37,623,823 74.98

(注) 当社の自己株式（所有株式数870,000株、発行済株式総数に対する所有株式数の割合1.73％）は、上記の表に

は含めておりません。 
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(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成14年９月30日現在 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

普通株式   870,000
― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式 49,310,000 49,310,000 ― 

端株 ― ― ― 

発行済株式総数 50,180,000 ― ― 

総株主の議決権 ― 49,310,000 ― 

(注) 「総株主の議決権」の「議決権の数」欄には、証券保管振替機構名義の株式分が1,411個含まれております。 

② 【自己株式等】 

平成14年９月30日現在 

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) 

合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 

株式数の割合(％)

株式会社エヌ・ティ・テ
ィ・ドコモ 

東京都千代田区永田町二丁
目11番１号 

870,000 ― 870,000 1.73

計 ― 870,000 ― 870,000 1.73

 

２ 【株価の推移】 

【当中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 

月別 平成14年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 
373,000 

○ 372,000 
348,000

○ 332,000
337,000 303,000 286,000 253,000

最低(円) 
313,000 

○ 312,000 
301,000

○ 301,000
274,000 244,000 248,000 201,000

(注) １ 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。 

２ ○は発行日決済取引による株価であります。 
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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。 

 

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 

営業本部長 

ＣＳ推進部、広報部、

社会環境室、総務部担

当 

代表取締役副社長

営業本部長 

ＦＯＭＡ営業推進室長

兼務 

ＣＳ推進部、広報部、

社会環境室、総務部担

当 

中 村 維 夫 
平成14年

７月１日

常務取締役 ネットワーク本部長 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 

石 川 國 雄 
平成14年

７月１日

取締役 
ユビキタスビジネス部

長 
取締役 ＭＭビジネス部長 三 石 多 門 

平成14年

７月１日

取締役 ＭＭ企画部長 取締役 

ＭＭ企画部長 

Ｍ－Stageビジネス部

長兼務 

新 美 英 樹 
平成14年

７月１日

代表取締役副社長 

考査室、社会環境室担

当 

各支店担当（丸の内支

店、新宿支店、渋谷支

店、多摩支店、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（丸の内支

店、新宿支店、渋谷支

店、多摩支店、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） 

加 藤 豊太郎 
平成14年

７月23日

代表取締役副社長 

営業本部長 

ＣＳ推進部、広報部、

総務部担当 

代表取締役副社長

営業本部長 

ＣＳ推進部、広報部、

社会環境室、総務部担

当 

中 村 維 夫 
平成14年

７月23日

 

 



ファイル名:050_0076100501412.doc 更新日時:2002/12/11 20:39 印刷日時:02/12/12 13:08 

― 19 ― 

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) 当社の前中間連結会計期間（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

は、改正前の「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、当中間連結会計期間（平成14年４月１日から平成14年９月30日まで）の中間連結財

務諸表は、改正後の「中間連結財務諸表規則」第81条の規定により、米国預託証券の発行等に関し

て要請されている用語、様式及び作成方法、即ち、米国において一般に公正妥当と認められた会計

原則に基づき作成しております。 

  なお、財務諸表利用者の比較を可能にするため、前中間連結会計期間及び前連結会計年度にかか

る米国基準連結財務情報（監査対象外）を「第５ 経理の状況 １ 中間連結財務諸表等 (２)そ

の他」に記載しております。 

また、当中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び米国基準連結財務情報の記載金額は、百万円

未満の端数を四捨五入して表示しております。 

   

 

(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。 

なお、前中間会計期間(平成13年４月１日から平成13年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表

等規則及び電気通信事業会計規則に基づき、当中間会計期間(平成14年４月１日から平成14年９月30

日まで)は、改正後の中間財務諸表等規則及び電気通信事業会計規則に基づいて作成しております。 

また、中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。 

 

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13年４月１日から平成

13年９月30日まで)及び当中間連結会計期間(平成14年４月１日から平成14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13年４月１日から平成13年９月30日まで)及び当中間会計期間

(平成14年４月１日から平成14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13年９月30日 

当中間連結会計期間末 

平成14年９月30日 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
平成14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  1,098,403 ― 1,213,032 

２ 空中線設備  374,001 ― 398,029 

３ 通信衛星設備  5,234 ― 4,567 

４ 端末設備  2,734 ― 2,468 

５ 建物  284,885 ― 312,857 

６ 工具、器具及び備品  184,818 ― 209,576 

７ 土地  166,341 ― 173,687 

８ 建設仮勘定  295,223 ― 178,387 

９ その他の有形固定資産  68,184 2,479,827 ― ― 78,073 2,570,680

(2) 無形固定資産    

１ ソフトウェア  311,661 ― 349,229 

２ その他の無形固定資産  60,515 372,177 ― ― 73,602 422,832

電気通信事業固定資産合計   2,852,004 ―  2,993,512

Ｂ 投資等    

１ 投資有価証券  1,566,194 ― 981,915 

２ 繰延税金資産  230,559 ― 521,047 

３ その他の投資等  67,711 ― 71,227 

貸倒引当金  △998 1,863,465 ― ― △1,153 1,573,037

固定資産合計   4,715,470 79.7 ― ―  4,566,549 77.2

Ⅱ 流動資産    

１ 現金及び預金 ※３  112,704 ―  300,114

２ 受取手形及び売掛金 ※３  827,015 ―  865,691

３ 有価証券   300 ―  202

４ 貯蔵品   181,100 ―  111,888

５ 繰延税金資産   32,190 ―  38,039

６ その他の流動資産   71,584 ―  50,973

貸倒引当金   △23,484 ―  △20,876

流動資産合計   1,201,409 20.3 ― ―  1,346,032 22.8

資産合計   5,916,879 100.0 ― ―  5,912,581 100.0

    

（注）当中間連結会計期間より米国において一般に公正妥当と認められた会計原則に基づいて中間連結財務諸表を作成している 

ため、当中間連結会計期間の数値については別途記載しております。 

 



ファイル名:060_0076100501412.doc 更新日時:2002/12/11 20:39 印刷日時:02/12/12 13:11 

― 21 ― 

 

 
前中間連結会計期間末 

平成13年９月30日 

当中間連結会計期間末 

平成14年９月30日 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
平成14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   448,000 ―  627,000

２ 長期借入金   566,049 ―  508,347

３ 退職給付引当金   132,978 ―  151,340

４ ポイントサービス引当金   54,461 ―  77,542

５ その他の引当金   105 ―  222

６ その他の固定負債   3,434 ―  3,239

固定負債合計   1,205,029 20.4 ― ―  1,367,692 23.1

Ⅱ 流動負債    

１ １年以内に期限到来の 
固定負債 

  184,544 ―  212,934

２ 買掛金   305,572 ―  253,892

３ 短期借入金   59,160 ―  43,550

４ 未払法人税等   248,712 ―  293,409

５ 未払金 ※３  270,049 ―  342,438

６ その他の流動負債   193,795 ―  62,757

流動負債合計   1,261,833 21.3 ― ―  1,208,981 20.5

負債合計   2,466,862 41.7 ― ―  2,576,674 43.6

(少数株主持分)    

少数株主持分   89,005 1.5 ― ―  100,838 1.7

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   949,679 16.1 ― ―  949,679 16.1

Ⅱ 資本準備金   1,292,385 21.8 ― ―  1,292,385 21.9

Ⅲ 連結剰余金   1,097,552 18.6 ― ―  989,633 16.7

Ⅳ その他有価証券評価差額金   978 0.0 ― ―  1,726 0.0

Ⅴ 為替換算調整勘定   20,417 0.3 ― ―  1,644 0.0

資本合計   3,361,012 56.8 ― ―  3,235,068 54.7

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  5,916,879 100.0 ― ―  5,912,581 100.0
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中間連結貸借対照表（米国会計基準） 

 

  当中間連結会計期間末 

平成14年９月30日 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

(資産)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び現金同等物  437,488  

２ 売上債権(純額）  526,782  

３ 棚卸資産  121,720  

４ 繰延税金資産  73,473  

５ 前払費用及びその他の流動資産  93,764  

流動資産合計  1,253,227 22.1 

Ⅱ 有形固定資産   

１ 無線通信設備  3,595,916  

２ 建物及び構築物  489,362  

３ 工具、器具及び備品  551,019  

４ 土地  183,600  

５ 建設仮勘定  209,910  

  小計  5,029,807  

減価償却累計額  △2,323,759  

有形固定資産合計(純額）  2,706,048 47.6 

Ⅲ 投資その他の資産   

１ 関連会社投資  404,123  

２ 市場性のある有価証券及びその他の投資 ※４ 12,364  

３ 無形固定資産 ※５ 440,453  

４ その他の資産 ※６ 139,792  

５ 繰延税金資産  726,812  

投資その他の資産合計  1,723,544 30.3 

資産合計  5,682,819 100.0 
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当中間連結会計期間末 

平成14年９月30日 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

(負債・資本)   

Ⅰ 流動負債   

１ 一年以内返済予定長期借入債務 ※７ 173,587  

２ 短期借入金  60,150  

３ 仕入債務  431,710  

４ 未払人件費  23,170  

５ 未払利息  3,586  

６ 未払法人税等  271,005  

７ その他の流動負債  102,739  

流動負債合計  1,065,947 18.7 

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入債務 ※７ 1,224,462  

２ 退職給付引当金  112,849  

３ その他の固定負債  151,926  

固定負債合計  1,489,237 26.2 

  負債合計  2,555,184 44.9 

Ⅲ 少数株主持分  117,650 2.1 

Ⅳ 契約債務及び偶発債務 ※11  

Ⅴ 資本 ※８  

１ 資本金  949,680  

２ 資本剰余金  1,262,672  

３ 剰余金  951,037  

４ その他の包括利益累積額  81,058  

５ 自己株式  △234,462  

資本合計  3,009,985 53.0 

負債・資本合計  5,682,819 100.0 
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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13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

当中間連結会計期間 

平成14年４月１日から 
平成14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13年４月１日から 
平成14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  2,043,938 78.2 ― ―  4,106,763 79.4

２ 営業費用 ※２  1,520,569 58.2 ― ―  3,149,183 60.9

電気通信事業営業利益   523,368 20.0 ― ―  957,579 18.5

Ⅱ その他事業営業損益 ※３   

１ 営業収益   569,025 21.8 ― ―  1,064,782 20.6

２ 営業費用   541,986 20.7 ― ―  1,019,509 19.7

その他事業営業利益   27,038 1.1 ― ―  45,272 0.9

営業利益   550,407 21.1 ― ―  1,002,852 19.4

Ⅲ 営業外収益    

１ 受取利息  82 ― 154 

２ 受取配当金  59 ― 76 

３ 投資有価証券売却益  668 ― 1,355 

４ 物件貸付料  1,052 ― 1,885 

５ 雑収入  2,414 4,277 0.2 ― ― ― 5,613 9,083 0.2

Ⅳ 営業外費用    

１ 支払利息  9,722 ― 19,890 

２ 持分法による投資損失  59,293 ― 125,898 

３ 貯蔵品整理損  1,943 ― 9,526 

４ 雑支出  1,203 72,163 2.8 ― ― ― 3,246 158,562 3.1

経常利益   482,521 18.5 ― ―  853,373 16.5

Ⅴ 特別損失    

１ 関係会社株式評価損 ※４ 262,712 262,712 10.1 ― ― ― 812,897 812,897 15.7

税金等調整前中間 
(当期)純利益 

  219,808 8.4 ― ―  40,476 0.8

法人税、住民税 
及び事業税 

 248,281 ― 453,914 

法人税等調整額  △146,792 101,488 3.9 ― ― ― △443,370 10,544 0.2

少数株主利益   14,450 0.5 ― ―  29,069 0.6

中間(当期)純利益   103,869 4.0 ― ―  862 0.0

    

(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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中間連結損益及び包括利益(損失)計算書(米国会計基準） 

 

  
当中間連結会計期間 

平成14年４月１日から 
平成14年９月30日まで 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 営業収益   

１ 無線通信サービス  2,142,183  

２ 端末機器販売  242,081  

営業収益合計  2,384,264 100.0 

Ⅱ 営業費用   

１ 人件費  120,032  

２ 物件費  1,067,434  

３ 減価償却費及び固定資産除却費  342,510  

４ その他  214,305  

営業費用合計  1,744,281 73.2 

営業利益  639,983 26.8 

Ⅲ 営業外費用(△収益)   

１ 支払利息  8,837  

２ 受取利息  △57  

３ その他(純額)  3,236  

営業外費用(△収益)合計  12,016 0.5 

税引前利益  627,967 26.3 

法人税等   

１ 当年度分  271,068  

２ 繰延税額  △6,719  

法人税等合計  264,349 11.1 

持分法による投資損失、少数株主損益(△利益) 
及び会計原則変更による累積的影響額前利益 

 363,618 15.2 

持分法による投資損失 ※９ △309,559 △12.9 

少数株主損益(△利益）  △14,169 △0.6 

会計原則変更による累積的影響額前利益  39,890 1.7 

会計原則変更による累積的影響額  △35,716 △1.5 

中間純利益  4,174 0.2 

   

その他の包括利益(△損失)   

１ 売却可能有価証券未実現保有損失  △1,323  

２ 金融商品再評価差額  67  

３ 為替換算調整額  △40,579  

４ 追加最小年金負債調整額  261  

包括利益(△損失)合計  △37,400 △1.6 

   
   

１株当たり情報(単位：円）   

期中加重平均発行済普通株式数 
―基本的及び希薄化後(単位：株) 

 49,882,337  

基本的及び希薄化後１株当たり会計原則変更 
による累積的影響額前利益 

 799.68  

基本的及び希薄化後１株当たり会計原則変更 
による累積的影響額 

 △716.00  

基本的及び希薄化後１株当たり中間純利益  83.68  
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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13年４月１日から
平成13年９月30日まで

当中間連結会計期間 

平成14年４月１日から 
平成14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13年４月１日から
平成14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  999,488 ―  999,488

Ⅱ 連結剰余金増加高    

 １ 持分法適用会社の減少 
に伴う剰余金増加高 

 ― ― ― ― 260 260

Ⅲ 連結剰余金減少高    

１ 配当金  5,018 ―  10,036 

２ 役員賞与  658 ―  658 

３ 持分法適用会社の増加 
に伴う剰余金減少高 

 129 5,806 ― ― 285 10,979

Ⅳ 中間(当期)純利益  103,869 ―  862

Ⅴ 連結剰余金 
中間期末(期末)残高 

 1,097,552 ―  989,633
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中間連結株主持分計算書(米国会計基準) 

 

 
 当中間連結会計期間 

平成14年４月１日から 
平成14年９月30日まで 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 

Ⅰ 資本金   

１ 期首残高  949,680 

期末残高  949,680 

Ⅱ 資本剰余金   

１ 期首残高  1,262,672 

期末残高  1,262,672 

Ⅲ 剰余金   

１ 期首残高  956,899 

２ 現金配当金  △10,036 

３ 中間純利益  4,174 

期末残高  951,037 

Ⅳ その他の包括利益累積額   

１ 期首残高  122,632 

２ 売却可能有価証券未実現保有損失  △1,323 

３ 金融商品再評価差額  67 

４ 為替換算調整額  △40,579 

５ 追加最小年金負債調整額  261 

期末残高  81,058 

Ⅴ 自己株式   

１ 期首残高  ― 

２ 自己株式の取得 ※８ △234,462 

期末残高 △234,462 

資本合計 3,009,985 

（注）米国において一般に公正妥当と認められた会計原則に基づき、当中間連結会計期間については 

中間連結株主持分計算書を作成しております。 

 



ファイル名:080_a_0076100501412.doc 更新日時:2002/12/11 20:40 印刷日時:02/12/12 13:12 

― 28 ― 

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13年４月１日から
平成13年９月30日まで

当中間連結会計期間 

平成14年４月１日から 
平成14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13年４月１日から
平成14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 

 219,808 ― 40,476

２ 減価償却費  287,485 ― 628,719

３ 有形固定資産除却損  10,023 ― 34,867

４ 受取利息及び受取配当金  △141 ― △230

５ 支払利息及びコマーシャル 
・ペーパー利息 

 9,764 ― 19,958

６ 持分法による投資損失  59,293 ― 125,898

７ 関係会社株式評価損  262,712 ― 812,897

８ 売上債権の増減額 
  (増加：△) 

 81,236 ― 42,559

９ たな卸資産の増減額 
  (増加：△) 

 △56,225 ― 11,504

10 退職給付引当金の増減額 
  (減少：△) 

 8,382 ― 26,744

11 仕入債務の増減額 
  (減少：△) 

 △71,550 ― △99,689

12 未払消費税等の増減額 
  (減少：△) 

 △2,892 ― 9,516

13 その他  6,082 ― 60,314

小計  813,979  ― 1,713,538

14 利息及び配当金の受取額  157 ― 236

15 利息の支払額  △9,459 ― △19,838

16 法人税等の支払額  △203,384 ― △364,321

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 601,293 ― 1,329,615

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 

 △480,742  ― △860,283

２ 無形固定資産等 
の取得による支出 

 △92,771 ― △199,361

３ 投資有価証券等 
の取得による支出 

 △14,195 ― △65,818

４ 貸付・預入による支出  △1,422 ― △941

５ 貸付金・預金の回収による 
収入 

 2,436 ― 3,606

６ その他  1,083 ― 761

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △585,612 ― △1,122,037

 



ファイル名:080_a_0076100501412.doc 更新日時:2002/12/11 20:40 印刷日時:02/12/12 13:12 

― 29 ― 

 

  
前中間連結会計期間 

平成13年４月１日から
平成13年９月30日まで

当中間連結会計期間 

平成14年４月１日から 
平成14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13年４月１日から
平成14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 
(減少：△) 

 △484,540 ― △499,298

２ コマーシャル・ペーパーの 
増減額(減少：△) 

 107,400 ― △23,000

３ 長期借入による収入  242,000 ― 267,000

４ 長期借入金の返済による 
支出 

 △62,373 ― △140,685

５ 社債の発行による収入  199,180 ― 418,237

６ 社債の償還による支出  △20,000 ― △37,000

７ 配当金の支払額  △5,189 ― △10,207

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △23,522 ― △24,953

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 △1 ― 0

Ⅴ 現金及び現金同等物 
の増減額（減少：△） 

 △7,842 ― 182,624

Ⅵ 現金及び現金同等物 
の期首残高 

 118,424 ― 118,424

Ⅶ 現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

※１ 110,581 ― 301,048
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  中間連結キャッシュ・フロー計算書(米国会計基準) 

 

           
当中間連結会計期間 

平成14年４月１日から
平成14年９月30日まで

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

１．中間純利益  4,174

２．中間純利益から営業活動によるキャッシュ・フローへの調整：  

(1) 減価償却費  336,570

(2) 繰延税額  △224,173

(3) 有形固定資産売却・除却損  4,726

(4) 持分法による投資損失(525,221百万円の関連会社投資にかかる減損額 
を含む) 

 527,013

(5) 少数株主損益  14,169

(6) 会計原則変更による累積的影響額  35,716

(7) 流動資産及び負債の増減：  

売上債権の増減額(増加：△)  319,082

貸倒引当金の増減額(減少：△)  △1,048

棚卸資産の増減額(増加：△)  △25,720

仕入債務の増減額(減少：△)  △134,435

その他流動負債の増減額(減少：△)  16,046

未払法人税等の増減額(減少：△)  △22,404

退職給付引当金の増減額(繰延年金費用調整後) (減少：△)  7,121

その他  △10,681

営業活動によるキャッシュ・フロー  846,156

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   △412,423

２．無形固定資産及びその他の資産の取得による支出  △76,969

３．投資による支出  △2,682

４．その他  2,231

投資活動によるキャッシュ・フロー  △489,843
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当中間連結会計期間 

平成14年４月１日から
平成14年９月30日まで

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

１．長期借入債務の増加による収入  140,705

２．長期借入債務の返済による支出  △91,232

３．自己株式の取得による支出 ※８ △234,462

４．キャピタル・リース負債の返済による支出  △3,789

５．現金配当金の支払額  △10,036

６．短期借入金の増加による収入  214,712

７．短期借入金の返済による支出  △235,612

８．その他  △153

財務活動によるキャッシュ・フロー  △219,867

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △6

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)  136,440

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  301,048

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  437,488

  
 
  

キャッシュ・フローに関する補足情報  

 当中間連結会計期間の現金支払額：   

   支払利息  10,030

法人税等  293,472

現金支出を伴わない財務活動： 
キャピタル・リースによる資産の取得 

 3,747
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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13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

当中間連結会計期間 
平成14年４月１日から 
平成14年９月30日まで 

前連結会計年度 
平成13年４月１日から 
平成14年３月31日まで 

１．連結の範囲に

関する事項 

(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 34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

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。 

 

 (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・ドットコム及びモ

ビマジック㈱であります。

 (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28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 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 26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、当連結会計年度に

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) Limited

等、合計６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13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

当中間連結会計期間 
平成14年４月１日から 
平成14年９月30日まで 

前連結会計年度 
平成13年４月１日から 
平成14年３月31日まで 

 (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

12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、当連結会計年度に

関連会社となったAT&T Wi-

reless 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。 

また、持分比率の低下に

伴い、ビットワレット㈱は

関連会社でなくなったた

め、当連結会計年度より持

分法の適用から除外してお

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 

Corporation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 

Corporation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。 

 

 (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ドコモ

モバイル中国㈱及びドコモ

アイ九州㈱ならびに関連会

社であるAPMT MC-DCM Hol-

ding Pte Ltd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13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

当中間連結会計期間 
平成14年４月１日から 
平成14年９月30日まで 

前連結会計年度 
平成13年４月１日から 
平成14年３月31日まで 

 (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、

決算日が連結決算日と異な

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。 

―――――  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 

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。 
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項目 
前中間連結会計期間 
平成13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

当中間連結会計期間 
平成14年４月１日から 
平成14年９月30日まで 

前連結会計年度 
平成13年４月１日から 
平成14年３月31日まで 

 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 

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) 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 

  償却原価法 

 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

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 

移動平均法による原

価法 

 

 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 

  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。 
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項目 
前中間連結会計期間 
平成13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

当中間連結会計期間 
平成14年４月１日から 
平成14年９月30日まで 

前連結会計年度 
平成13年４月１日から 
平成14年３月31日まで 

 (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 

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。 

 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、過去勤務債務につ

いては、発生時の従業員の

平均残存勤務期間に基づく

年数にわたって定額法によ

り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。
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項目 
前中間連結会計期間 
平成13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

当中間連結会計期間 
平成14年４月１日から 
平成14年９月30日まで 

前連結会計年度 
平成13年４月１日から 
平成14年３月31日まで 

 (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。 

 

――――― 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。 

 

 (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 

 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。

 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

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。 

 

 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 

  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。 
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項目 
前中間連結会計期間 
平成13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

当中間連結会計期間 
平成14年４月１日から 
平成14年９月30日まで 

前連結会計年度 
平成13年４月１日から 
平成14年３月31日まで 

 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

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。 

 

 (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。 

 

――――― 消費税及び地方消費税

は、税抜方式によっており

ます。 

 

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。 

――――― 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。 
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表示方法の変更 

 

前中間連結会計期間 
平成13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

当中間連結会計期間 
平成14年４月１日から 
平成14年９月30日まで 

前連結会計年度 
平成13年４月１日から 
平成14年３月31日まで 

――――― ――――― (連結損益計算書) 

１．前連結会計年度において営業外

収益「雑収入」に含めて表示して

おりました「投資有価証券売却

益」は、金額的重要性により、当

連結会計年度においては区分掲記

しております。 

  なお、前連結会計年度の営業外

収益「雑収入」に含まれている

「投資有価証券売却益」は1,012

百万円であります。 
 
２．前連結会計年度に区分掲記して

おりました「投資有価証券評価

損」（当連結会計年度183百万

円）は、金額的重要性により、当

連結会計年度においては営業外費

用「雑支出」に含めて表示してお

ります。 
 

 
追加情報 

 

前中間連結会計期間 
平成13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

当中間連結会計期間 
平成14年４月１日から 
平成14年９月30日まで 

前連結会計年度 
平成13年４月１日から 
平成14年３月31日まで 

(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。 
 

――――― （移動通信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、移動通信事業者間の携帯

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149,606百万円増加しており

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13年９月30日 

当中間連結会計期間末 
平成14年９月30日 

前連結会計年度末 
平成14年３月31日 

※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．   ――――― ※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。 

※２．有形固定資産の減価償却累計額 

1,866,344百万円 

 

※２．   ――――― ※２．有形固定資産の減価償却累計額 

2,048,384百万円

※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．   ――――― ※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１日以降に処理されました

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△2,440億円

売掛金 約 2,640億円

未払金 約  200億円
 

※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．   ――――― ※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(444百万

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2,269千香港ドル(39百万

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13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

当中間連結会計期間 
平成14年４月１日から 
平成14年９月30日まで 

前連結会計年度 
平成13年４月１日から 
平成14年３月31日まで 

※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．   ――――― ※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 3,367,607百万円

データ伝送収入 726,940百万円

その他の収入 12,215百万円
 

※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．   ――――― ※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 1,599,195百万円

施設保全費 209,538百万円

共通費 43,011百万円

管理費 128,220百万円

試験研究費 69,105百万円

減価償却費 615,823百万円

固定資産除却費 49,399百万円

通信設備使用料 406,424百万円

租税公課 28,464百万円
 

※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。 
 

※３．   ――――― ※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。 

 

※４．   ――――― ※４．「関連会社株式評価損」は、

以下の関連会社株式について実

施した減損処理にかかるもので

あります。 

AT&T Wireless Services,Inc. 

505,623百万円

KPN Mobile N.V. 

262,712百万円

KG Telecommunications Co.,Ltd. 

30,469百万円

Hutchison 3G UK Holdings Limited

14,091百万円
  

 

(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13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

当中間連結会計期間 
平成14年４月１日から 
平成14年９月30日まで 

前連結会計年度 
平成13年４月１日から 
平成14年３月31日まで 

※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．   ――――― ※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14年３月31日現在)

現金及び預金 300,114百万円

預入期間が３か月を 
超える定期預金等 

△265百万円

その他の流動資産に 
含まれる短期貸付金 

1,199百万円

現金及び現金同等物 301,048百万円
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(リース取引関係) 

 

前中間連結会計期間 
平成13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

当中間連結会計期間 
平成14年４月１日から 
平成14年９月30日まで 

前連結会計年度 
平成13年４月１日から 
平成14年３月31日まで 

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)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．    ――――― 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 3,557 1,677 1,880

工具、器具
及び備品 

20,132 12,443 7,689

ソフト 
ウェア 

1,987 1,130 856

合計 25,677 15,251 10,426

 (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 5,777百万円

１年超 6,636百万円

合計 12,413百万円

 (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) 未経過リース料期末残高相当

額 

１年内 4,656百万円

１年超 5,769百万円

合計 10,426百万円

 (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 3,839百万円

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 5,726百万円

減価償却費 
相当額 

5,726百万円
 

 (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

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。 

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．    ――――― ２．オペレーティング・リース取引

  未経過リース料 

１年内 11百万円

１年超 16百万円

合計 28百万円
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(有価証券関係) 

 

前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

 

 

前連結会計年度末（平成14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 － － －

その他 － － －

合計 26 27 1

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 865 2,476 1,611

債券 2,801 2,995 193

その他 － － －

合計 3,666 5,471 1,804

 

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) 

その他有価証券 

 非上場株式(店頭売買株式を除く) 9,619
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(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。 
 

(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 

 

前連結会計年度(平成13年４月１日から平成14年３月31日まで) 
 

 
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 

5,022,108 114,512 10,976 23,949 5,171,546 ― 5,171,546

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ― ―

計 5,022,108 114,512 10,976 23,949 5,171,546 ― 5,171,546

営業費用 3,954,523 173,223 17,369 23,578 4,168,693 ― 4,168,693

営業利益 
(又は営業損失(△)) 

1,067,585 △58,710 △6,393 370 1,002,852 ― 1,002,852

(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、ＦＯＭＡ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 

(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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【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（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13年４月１日から平成14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13

年４月１日から平成14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 

334,895円62銭 
 

１株当たり 
純資産額 

322,346円43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 

85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。 

 

―――――― 

 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．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14年３月26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

び外貨建社債等ならびに長期借入

により、総額3,000億円以下で調

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。 

 

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13回無担保 

国内普通社債 

発行年月日 平成14.4.30 

発行総額 100,000百万円 

発行価格 99.99円 

利率 0.67％ 

償還期限 平成19.6.20 

使途 債務償還資金等 
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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 

  ２．地域会社との株式交換覚書の締結 

  当社と㈱エヌ・ティ・ティ・ド

コモ関西等地域会社８社は、連結

納税制度の適用に向けた条件整備

を図り、また、事業戦略・資本戦

略の展開の一体性を高め、ドコモ

グループトータルの企業価値の向

上を図ることを目的として、平成

14年５月８日に、株式交換により

各地域会社が当社の完全子会社と

なる旨の株式交換覚書を締結いた

しました。株式交換覚書の概要は

以下のとおりであります。 

 

(１)株式交換実施日：平成14年11月１日

 

(２)株式交換比率 ：下記のとおり 

会  社  名 
株式交 

換比率 

株式会社エヌ・ティ・ティ・

ドコモ（完全親会社） 
1 

株式会社エヌ・ティ・ティ・

ドコモ北海道（完全子会社） 
16.51 

株式会社エヌ・ティ・ティ・

ドコモ東北（完全子会社） 
37.02 

株式会社エヌ・ティ・ティ・

ドコモ東海（完全子会社） 
27.80 

株式会社エヌ・ティ・ティ・

ドコモ北陸（完全子会社） 
19.44 

株式会社エヌ・ティ・ティ・

ドコモ関西（完全子会社） 
33.53 

株式会社エヌ・ティ・ティ・

ドコモ中国（完全子会社） 
26.71 

株式会社エヌ・ティ・ティ・

ドコモ四国（完全子会社） 
19.12 

株式会社エヌ・ティ・ティ・

ドコモ九州（完全子会社） 
47.72 

（注）株式の割当比率 

  各地域会社の普通株式１株につ

き、それぞれ、株式交換比率欄の

株数における当社の普通株式

（１：５の比率による株式分割

後）を割当交付します。ただし、

当社が保有する各地域会社の株式

に対しては、割当を行いません。
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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 

  ３．株式分割 

  当社は、平成14年１月25日開催

の取締役会の決議により平成14年

５月15日付をもって、下記のとお

り株式分割による新株式を発行し

ております。 

（1）分割の方法 

平成14年３月31日最終の株

主名簿及び実質株主名簿に記

載された株主に対し、その所

有する普通株式１株を５株の

割合で分割いたしました。 

（2）分割により増加する株式数

普通株式 40,144,000株 

（3）新株の配当起算日 

平成14年４月１日 

  なお、今回の株式分割による資

本金の増加はありません。 

 

４．自己株式の取得 

  平成14年６月20日開催の当社第

11回定時株主総会において下記の

とおり決議されました。 

（1）当社が平成14年11月１日を株

式交換の日として予定している

簡易株式交換において、完全子

会社となる会社の株主に対し、

新株の発行に代えて、自己株式

を移転するため、商法第210条

の規定に基づき、当社第11回定

時株主総会終結の時から次期株

主総会終結の時までに、自己株

式の取得を行います。 

①取得する株式の種類 

当社普通株式 

②取得する株式の総数 

1,000,000株（上限とする）

③株式の取得価額の総額 

500,000百万円（上限とする）

 

（2）当社は、自己株式取得及び今

後の柔軟な資本政策の展開なら

びに配当可能原資の確保を目的

として、商法第289条第２項の

規定に基づき、当社の資本準備

金 1,292,385 百 万 円 の う ち

1,000,000百万円を減少いたし

ます。 
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中間連結財務諸表注記 

 

 

１ 会計処理の原則及び手続ならびに中間連結財務諸表の表示方法 

 

当社の中間連結財務諸表は、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則に基づいて作成されておりま

す。当社は、平成14年３月にニューヨーク証券取引所に上場し、米国預託証券の発行等に関して要請されている

用語、様式及び作成方法により連結財務諸表を作成し、米国証券取引委員会に登録しております。当社グループ

が採用している会計処理の原則及び手続ならびに中間連結財務諸表の表示方法のうち、わが国における会計処理

の原則及び手続ならびに表示方法と異なるもので重要性のあるものは以下のとおりであり、金額的に重要性のあ

るものについては、国内会計基準に基づいた場合の税引前利益に対する影響額を開示しております。 

 

（１）持分法による投資損益の表示区分 

持分法による投資損益については、「法人税等」の後に区分して表示しております。この結果、当中間連

結会計期間において、国内会計基準に基づいた場合の税引前利益と比較すると527,013百万円大きく表示され

ております。 

 

（２）代理店へ支払う一定の手数料 

再販目的で当社グループから端末機器を購入する代理店への一定の手数料支払を、これらの代理店への端

末機器販売にかかる収益の減額として組替えております。また、当該収益の減額を、手数料の支払時ではな

く、端末機器を代理店へ販売した時点で認識しております。 

 

（３）従業員の退職給付 

主に会計基準変更時差異、過去勤務費用や年金数理差異などの認識時点及び年金数理計算に起因する国内

会計基準と米国会計基準との差異を調整しております。 

 

（４）有給休暇 

一定の条件に該当する場合、従業員の有給休暇の未消化残高を発生主義で負債認識しております。 

 

（５）リース取引 

契約内容が一定の条件に該当するリース取引について、キャピタル・リースとして公正価値で資産計上し、

同時にリース債務を計上しております。当該資産が償却資産の場合は、リース期間にわたり減価償却をして

おります。また、リース料のうち利息相当額を支払利息として計上しております。 

 

（６）利子費用の資産化 

設備建設に要する借入金の利子のうち、資産を予定した利用に供するために発生した利子費用で、資産の

取得がなければ理論上発生しなかったものについては取得原価に算入しております。 
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２ 主要な会計方針の要約 

 

（１） 新会計基準の適用 

 

再販業者である代理店へ支払う一定の手数料に関する会計処理 

平成14年４月１日より、新会計問題審議部会報告（Emerging Issues Task Force、以下「EITF」）01-09

「売り手による顧客又は自社製品再販業者への支払報酬に関する会計処理」を適用しております。これによ

り、従来物件費に計上していた代理店手数料の一部を端末機器販売にかかる収益の減額として組替えており

ます。またEITF01-09は、当該収益の減額を、手数料の支払時ではなく、自社製品を販売代理店へ販売した時

点で認識することを定めております。この結果、当中間連結会計期間の端末機器販売収入及び物件費は、そ

れぞれ254,990百万円及び245,000百万円減少しております。また、平成14年４月１日における、会計原則変

更による累積的影響額は△35,716百万円（税効果考慮後）であります。 

 

長期性資産の減損または処分 

平成14年４月１日より、財務会計基準書(Statement of Financial Accounting Standards、以下「SFAS」) 

第144号「長期性資産の減損と処分に関する会計処理」を適用しております。SFAS 第144号は、SFAS 第121号

を改定するものでありますが、(a) 使用目的で保有している長期性資産にかかる減損の認識と測定 (b)売却

により処分される長期性資産の測定、という SFAS 第121号の基本的な条項を引き継いでおります。またSFAS 

第144号は、処分を予定する事業セグメントに関しては、APB 意見書第30号「経営成績の報告－事業セグメン

ト処分と特別・異常・稀有な事象・取引の影響の報告」を改定するものでもありますが、継続事業と非継続

事業を区分して報告すべき旨を定めたAPB 第30号の要件には変更を加えておらず、一方、報告の適用対象を、

既に処分された事業又は売却目的資産に分類される事業にまで拡大しております。同基準適用による財政状

態及び経営成績への影響はありません。 

 

（２） 主要な会計方針 

 

連結の方針 

当社及び当社が過半数を所有する子会社を連結の範囲としております。当社と連結子会社間のすべての取

引及び債権債務は相殺消去しております。 

 

見積りの使用 

当社の中間連結財務諸表を一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して作成するためには、経営者が

見積りを実施し、仮定を設定する必要がありますが、見積り及び仮定の設定は財務諸表における資産及び負

債の計上額、偶発資産及び偶発債務の開示、収益及び費用の計上額に影響を及ぼすものであります。したが

って、実際には見積りとは異なる結果が生じる場合があります。 

 

現金及び現金同等物 

現金及び現金同等物は、銀行預金及び当初の満期が３か月以内の流動性が高い短期投資を含んでおります。 

 

棚卸資産 

棚卸資産の評価は、低価法によっております。端末機器原価の評価方法は先入先出法を採用しております。

端末機器及び付属品等が主な棚卸資産でありますが、棚卸資産については陳腐化の評価を定期的に実施し、

必要に応じて評価額の修正を計上しております。 
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有形固定資産 

有形固定資産は取得原価により計上されており、後述の「利子費用の資産化」で説明するように建設期間

中の利子費用を取得原価に算入しております。個々の資産の見積り耐用年数にわたり、建物は定額法により、

それ以外の資産は定率法により減価償却の計算を行っております。耐用年数は取得時点で決定され、当該耐

用年数は、予想される使用期間、類似する資産から推定される経験的耐用年数、及び予測される技術的ある

いはその他の変化に基づいて決定されます。技術的あるいはその他の変化が、予測より速いもしくは遅い場

合、あるいは予測とは異なる形で生じる場合、これらの資産の耐用年数は適切な年数に修正しております。 

 

減価償却資産の見積り耐用年数は以下のとおりであります。 

無線通信設備   ６年から15年

建物及び構築物 15年から60年

工具、器具及び備品   ４年から20年

その他屋外設備 10年から42年

 

その他屋外設備には、アンテナ設備用の鉄塔、コンクリート柱など無線基地局を構成する設備及び構築物

が含まれます。中間連結貸借対照表上では無線通信設備として表示しております。 

当中間連結会計期間の減価償却費は275,707百万円であります。 

通常の営業過程で減価償却対象の電気通信設備が除却または廃棄された場合、当該各電気通信設備にかか

る取得価額及び減価償却累計額が帳簿から控除され、未償却残高はその時点で費用計上されます。 

取替及び改良費用については資産化され、保守及び修繕費用については発生時に費用計上しております。

建設中の資産は、使用に供されるまで減価償却を行っておりません。 

 

利子費用の資産化 

有形固定資産の建設に関連する利子費用で建設期間に属するものについては、取得原価に算入しており、

自社利用のソフトウェアの開発に伴う利子費用についても取得原価に算入しております。当社グループは取

得原価に算入した利息を関連資産の見積り耐用年数にわたって償却しております。 

 

関連会社投資 

20％以上50％未満の持分を所有する関連会社及び当社が重要な影響を及ぼすことができる関連会社に対す

る投資については、持分法を適用しております。持分法では、関連会社の損益に対する当社の持分額を取得

価額に加減算した金額を投資簿価として計上しております。当社の投資持分が20％未満の投資に関しては、

当該会社の営業や財務の方針に重大な影響を与えることができるかを判定するために、定期的に関連する事

実や状況を検討しており、該当する投資については持分法を適用しております。当社の投資持分が20％未満

で重要な影響を及ぼしておらず、かつ市場性のない有価証券は、原価法で評価されております。持分法適用

会社の会計年度末が12月31日である場合には、当社は中間連結損益及び包括利益（損失）計算書において、

当該会社の直近の６月30日現在の財務諸表を使用して持分法による投資損益を取り込んでおります。 

当社は、関連会社投資に関し、一時的ではないと考えられる価値の下落による減損処理の要否を検討して

おります。評価を行う際に、当社はキャッシュ・フロー予測、外部の第三者による評価及び株価分析などを

含む入手可能な様々な情報を利用しております。価値の下落が一時的でないと判断された場合には、損失を

計上し、投資簿価を切り下げております。 
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市場性のある有価証券 

市場性のある有価証券には、負債証券及び持分証券があります。当社グループはそのような負債証券及び

持分証券に対する投資をSFAS 第115号「一定の負債証券及び持分証券への投資に関する会計」に基づき会計

処理しており、取得時に投資有価証券を適切に分類しております。 

当社グループが保有する持分証券のうち公正価値が容易に算定可能なものは、売却可能有価証券に分類し

ております。売却可能有価証券は公正価値で評価され、税効果調整後の未実現利益または損失を株主資本の

その他の包括利益（損失）累積額に計上しております。公正価値が容易に算定可能でない持分証券は原価法

で会計処理し、一時的でない価値の下落が生じた場合は評価損を計上しております。実現利益及び損失は平

均原価法により算定し、当中間連結会計期間の損益に計上しております。 

満期保有目的有価証券として分類されている負債証券について、当社グループは満期まで保有する意志と

能力を有しております。満期保有目的有価証券は償却原価で計上され、一時的ではない下落が生じた場合に

は、正味実現可能価額まで減額し、損失を計上しております。 

 

無形固定資産 

無形固定資産には、主として、営業権、自社利用のソフトウェア、有線電気通信事業者の電気通信施設利

用権があります。営業権とは取得した識別可能純資産の公正価値に対する事業取得費用の超過額であります。 

当社グループはSFAS 第142号「営業権及びその他の無形固定資産」を適用しております。SFAS 第142号に

従い、当社グループは持分法を適用している投資先の取得を通して生じた営業権相当額を含む全ての営業権

について、償却しておりません。耐用年数が確定できる無形固定資産は、主に電気通信ネットワーク用ソフ

トウェア、自社利用のソフトウェア及び有線電気通信事業者の電気通信施設利用権で構成されており、その

耐用年数にわたって償却しております。 

また、当社グループは、SFAS 第142号に基づく減損テストを実施しましたが、当中間連結会計期間におい

て、減損計上の必要はないと判断しております。  

持分法投資にかかる営業権相当額については、APB 意見書第18号「持分法投資にかかる会計処理」に基づ

き、一時的な下落かどうかの判定を行っております。 

当社グループはSOP 意見書98－1「自社利用に供するために開発または取得したコンピュータソフトウェア

の費用に関する会計」に従って、１年を超える耐用年数を有する自社利用のソフトウェアに関する費用を資

産計上しております。自社利用のソフトウェアへの追加、変更、改良に関する費用は、そのソフトウェアに

新しい機能が追加された場合のみ資産計上しております。ソフトウェア保守費及び訓練費用は発生した期間

において費用計上しております。資産計上されたコンピュータソフトウェアに関する費用は５年間にわたり

定額法で償却しております。 

資産計上された日本電信電話㈱等の有線電気通信事業者の電気通信施設利用権は、20年間にわたり償却し

ております。 

 

長期性資産の減損 

有形固定資産、ソフトウェア及びその他の無形固定資産等（営業権を除く）の長期性資産につき、簿価が

回収できない可能性を示唆する事象や状況の変化が起った場合には、減損の必要性を検討しております。使

用目的で保有している資産の回収可能性は、資産の簿価と資産から発生する将来の割引前キャッシュ・フロ

ーを比較して評価しております。資産に減損が生じていると判断された場合、その資産の簿価が、割引キャ

ッシュ・フロー、残存価値または予想される純入金額（ケースにより異なる）により測定した公正価値を超

過する額を損失として認識しております。 

営業権については少なくとも年に一度、関連する事業単位の公正価値に基づいて減損の要否を検討してお

ります。 
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金融派生商品（デリバティブ） 

当社グループはSFAS 第133号「デリバティブ及びヘッジ活動に関する会計処理」（後にSFAS 第138号によ

り改訂）を適用しており、全てのデリバティブを公正価値により貸借対照表上、資産または負債として認識

し、さらに公正価値の変動を会計上の目的及びヘッジ活動の性質に照らしてヘッジ適格であるか否かにより、

その他の包括利益累積額または中間純利益に含めております。 

デリバティブからのキャッシュ・フローは、関連する資産や負債または予定されている取引からのキャッ

シュ・フローと同じ区分で連結キャッシュ・フロー計算書に分類されております。 

 

退職給付制度 

年金給付増加額及び予測給付債務にかかる利息については、その期において発生主義で会計処理しており

ます。給付制度の変更による過去勤務費用については、給付対象従業員の平均残存勤務期間にわたって償却

しております。 

 

収益の認識 

当社グループの収益は、無線通信サービスと端末機器販売の２つから生み出されております。これらの収

益源泉は分離しており、別々の収益獲得プロセスとなっております。当社グループは、最終契約者に対して

直接または代理店経由で無線通信サービスを行っている一方、端末機器を主として一次代理店に販売してお

ります。 

当社グループは、日本の電気通信事業法及び政府の指針に従って料金を設定しておりますが、同法及び同

指針では移動通信事業者の料金決定には政府の認可は不要とされております。無線通信サービスの収入は、

月額基本料金、通話料収入及び契約事務手数料等から成っております。 

月額基本料金及び通話料収入はサービスを顧客に提供した時点で認識しております。端末機器の販売は、

顧客への引渡し時に、代理店手数料の一部を控除した額を、収益として認識しております。 

契約事務手数料等の初期一括手数料は繰り延べ、サービス毎に顧客の予想契約期間にわたって収益として

認識しております。また、関連する直接費用も、初期一括手数料の金額を限度として繰り延べ、同期間で償

却しております。 

 

法人税等 

当社グループは、税効果会計を適用しております。資産負債法では、繰越欠損金、繰越税額控除による将

来の税効果見積額及び資産、負債の貸借対照表上の計上額と税務上の価額との一時差異に関して繰延税金資

産及び負債を認識しております。繰延税金資産または負債の金額は、将来の繰越期間または一時差異が解消

する時点において適用されるであろう法定税率を用いて計算しております。繰延税金資産に関してその回収

可能性が低いと思われる場合には評価性引当金により、その金額を減少させております。評価性引当金の決

定にあたっては、予想される将来の課税所得及び利用可能なタックスプラニングを考慮しております。将来

の課税所得が見積りより小さくなった場合やタックスプラニングが利用できなくなった場合には、評価性引

当金は相当分増額されます。 

 

１株当たり中間純利益 

基本的１株当たり中間純利益は、希薄化を考慮せず、普通株主に帰属する利益を各年の加重平均発行済普

通株式数で除することにより計算しております。希薄化後１株当たり中間純利益は、新株引受権の行使や、

転換社債の転換等により普通株式が発行される場合に生じる希薄化を考慮したものであります。 
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外貨換算 

海外子会社及び関連会社の資産及び負債は、中間期末時点の適切なレートにより円貨に換算し、全ての収

益及び費用は当該取引時点の実勢レートに近いレートにより換算しております。結果として生じる為替換算

調整額は、その他の包括利益（損失）累積額の構成項目に含まれております。 

外貨建債権債務は、平成14年９月30日時点の適切なレートで換算されておりますが、その結果生じた換算

差額は当中間連結会計期間の損益に計上しております。 

当社グループの外国通貨での取引は限定されております。取引開始時点からその決済時点までの為替相場

変動の影響は中間連結損益及び包括利益（損失）計算書において営業外費用（△収益）のその他（純額）と

して計上しております。 

 

 

 

３ セグメント情報 

 

以下に報告されているオペレーティング・セグメントは、そのセグメントごとの財務情報が入手可能なもので、

その財務情報は当社グループの経営陣によって、経営資源の配分の決定及び業績の評価に用いられております。 

 

   

  単位：百万円 

  平成14年９月期 （構成比）

携帯電話事業 2,325,758   97.6%

ＰＨＳ事業 43,585 1.8%

クイックキャスト事業 4,271  0.2%

その他事業 10,650  0.4%

営
業
収
益 

連結 2,384,264  100.0%

携帯電話事業 656,145    ―

ＰＨＳ事業 △15,640      ―

クイックキャスト事業 △971     ―

その他事業 449     ―
 

営
業
損
益 

連結 639,983     ―

 

（注１）セグメント情報につきましては、当中間連結会計期間より米国会計基準に準拠して作成しております。 

（注２）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、ＦＯＭＡ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 

（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 

 

 なお、営業収益に関して、金額的に重要性のある国はありません。 
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４ 市場性のある有価証券及びその他の投資等 

 

平成14年９月30日現在における市場性のある有価証券及びその他の投資等は以下のとおりであります。 

 

 単位：百万円 

 平成14年９月30日 

市場性のある有価証券：  

売却可能 2,636 

満期保有目的 20 

その他の投資等 9,708 

合計 12,364 

 

平成14年９月30日現在における市場性のある有価証券の種類別の公正価値、未実現保有損益及び取得価額の合計

は以下のとおりであります。 

 

 単位：百万円 

 平成14年９月30日 

 
取得価額 

 /償却原価 

未実現 

保有利益 

未実現 

保有損失 
公正価値 

売却可能：     

持分証券 1,068 721 32 1,757 

負債証券 800 79 ― 879 

満期保有目的：     

負債証券 20 2 ― 22 

 

売却可能有価証券及びその他の投資等の売却額及び実現利益（損失）は以下のとおりであります。 

 

 単位：百万円 

 平成14年９月期 

売却額 2,129 

実現利益 90 

実現損失 ― 

 

平成14年９月30日現在における満期保有目的の負債証券を満期日により区分すると以下のとおりであります。 

 

  単位：百万円 

  平成14年９月30日 

 簿価 公正価値 

１年超５年以内 20 22 

５年超10年以内 ― ― 

合計 20 22 

 

実際の満期は、借り手側に早期償還する権利や期限前返済する権利があることから契約上の満期とは異なる場合

があります。 
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５ 無形固定資産 

 

平成14年９月30日現在の無形固定資産は以下のとおりであります。 

 
 単位：百万円 

 平成14年９月30日 

 取得簿価 償却累計額 

無形固定資産：   

電気通信設備に関わるソフトウェア 307,868 159,278 

自社利用のソフトウェア 447,131 212,218 

有線電気通信事業者の電気通信施設利用権 48,219 15,979 

その他 25,504 794 

 828,722 388,269 

 
当中間連結会計期間の無形固定資産の償却額は60,863百万円であります。 

 
 

 

６ その他の資産 

 

平成 14 年９月 30 日現在の、その他の資産の要約は以下のとおりであります。 

 

 単位：百万円 

 平成14年９月30日 

保証金等 66,508 

繰延契約事務手数料等 66,318 

その他の資産  6,966 

合計 139,792 
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７ 金融商品の公正価値 

 

現金、短期投資、短期金銭債権債務、その他の短期金融商品はその性質上すべて短期のものであり、その簿価は

公正価値に近いものであります。 

 

長期借入債務（１年以内返済予定分も含む） 

長期借入債務の公正価値は、当社グループが同等な負債を新たに借入れる場合の借入利子率を使用した将来の

割引キャッシュ・フローに基づき見積っております。 

 

平成14年９月30日現在における長期借入債務（１年以内返済予定分を含む）の簿価及び公正価値は以下のとお

りであります。 

 

 単位：百万円 

 平成14年９月30日 

 簿価 公正価値 

長期借入債務 

（１年以内返済予定分を含む） 
  1,398,050   1,446,935 

 
 
リスク・マネジメント 

当社グループの利益及びキャッシュ・フローは、金利及び為替相場の変動によりマイナスの影響を受ける可能

性があります。当社グループは、このリスクを管理するために金利スワップ及び為替予約取引を利用しておりま

す。デリバティブは信用力のある金融機関を取引相手としており、取引先の契約不履行にかかるリスクはほとん

どないものと当社グループの経営陣は判断しております。 

 

 

金利スワップ取引 

当社グループの借入債務のほとんどは固定金利ですが、一部の借入債務は変動金利となっております。当社グ

ループは、この変動金利債務による金利リスクを管理するために金利スワップ取引を利用しております。この取

引により、変動金利から固定金利に変換されております。 

 

平成14年９月30日現在におけるデリバティブの想定元本は以下のとおりであります。 

 

   単位：百万円 

  加重平均レート 平成14年９月30日 

 期間 変動受取 固定支払 想定元本 公正価値 

金利スワップ取引 平成７年-平成17年 0.3% 2.6% 5,500 △188 

 

金利スワップ取引の残存期間は、３か月から３年３か月であります。 

金利スワップの公正価値は、取引相手である金融機関から得ており、平成14年９月30日現在の額は、当社グル

ープが同日をもって取引を精算した場合に支払うべき額を表しております。 

 

 

リスクの集中 

平成14年９月30日現在、当社グループにとって、特定の取引相手または取引グループで、その契約の突然の解

消が当社グループの営業に重大な影響を与えるような、取引の著しい集中はありません。 
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８ 株主資本 

 

株式分割 

当社は平成14年５月15日付をもって、平成14年３月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主に

対し、その所有する普通株式１株を５株の割合で分割いたしました。 

 

 

自己株式の取得 

後述する「重要な後発事象 株式交換」に記載している株式交換を実施する目的で、自己株式の取得をしてお

ります。 

 

取得の内容は以下のとおりであります。 

（１）取得した株式の種類 当社普通株式 

（２）取得した株式の総数 870,000株（発行済株式総数に対する割合1.73％） 

（３）株式の取得価額の総額 234,462百万円 

（４）取得の方法 市場買付け 

 

 

中間配当 

平成14年６月20日に開催された当社の定時株主総会において、前述した株式交換に必要な自己株式の取得が承

認されたことにより、商法上の要件を満たすことができないことから、中間配当は実施いたしません。 

 

 

 

９ 持分法による投資損失 

 

「持分法による投資損失」については税効果217,454百万円調整後の金額を表示しております。 

なお、「持分法による投資損失」には、以下の関連会社投資にかかる減損額(税効果調整後)が含まれております。 

AT&T Wireless Services,Inc. 167,584百万円 

KPN Mobile N.V. 67,949百万円 

Hutchison 3G UK Holdings Limited 72,233百万円 

 

 

 

１０ １株当たり情報 

 

当中間連結会計期間における基本的及び希薄化後１株当たり中間純利益は以下のとおりであります。 

  

 平成14年９月期 

 期中加重平均発行済普通株式数―基本的及び希薄化後 49,882,337株 

 基本的及び希薄化後１株当たり中間純利益 83.68円 

 

なお、当社は平成14年９月30日現在において希薄効果のある有価証券を発行していないため、基本的１株当たり

中間純利益と希薄化後１株当たり中間純利益に差異はありません。 

 

また、１株当たり純資産額は以下のとおりであります。 

 

 平成14年９月期 

 １株当たり純資産額 61,042.08円 
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１１ 保証債務 

 

当社の関連会社であるHutchison Telephone Company Limited (以下「HTCL」)への投資に関連して、当社はHTCL

が関係省庁に負っている契約及び債務に関して金融機関が行っている債務保証に対して再保証を行っております。

この再保証は、当該金融機関による保証履行に伴い発生するHTCL及びHutchison Telecommunications Limitedの金

融機関に対する債務を保証するものであります。当社の再保証額は、HTCLへの当社出資比率を基に計算したHTCLの

債務の当社負担分である25,370千香港ドル（399百万円）を上限としております。 

なお、平成14年９月30日現在の当社保証残高は2,027千香港ドル（31百万円）となっております。 

 

 

 

１２ 重要な後発事象 

 

(1) 関連会社株式の担保提供 

 当社は、関連会社であるHTCLが借り入れたシンジケートローンの契約に従い、当社の子会社であるLugton 

Limitedが保有するHTCL株式について、平成14年12月末日までに、以下のとおり金融機関へ担保提供する予定であり

ます。 

 

① 担保提供株式の総数 4,793株（発行済株式総数に対する割合 3.8％） 

② 担保提供株式の帳簿価額 7,489百万円 

③ 担保提供期間 シンジケートローンの返済義務完了まで（平成19年3月31日） 

④ 担保権の行使 シンジケートローン契約上のデフォルトの要件を満たした場合

に担保権の行使が可能 

 

当該株式は、中間連結貸借対照表における関連会社投資に含まれております。 

 

 

(2) 関連会社の持分法適用からの除外 

平成14年11月15日、当社は関連会社であるKPN Mobile N.V.（以下「KPNモバイル」）より、KPNモバイルと同社の

親会社であるKoninklijke KPN N.V.との間で行われる債務の株式転換に伴う増資引受要請を受領いたしました。こ

れについて当社は、平成14年12月10日開催の取締役会において、株式買増権を行使しないことを決議いたしました。

当社はKPNモバイルを持分法の適用会社としておりましたが、議決権割合が低下することにより役員派遣等の少数株

主権利を失い、重要な影響を及ぼし得なくなるため、KPNモバイルを持分法の適用範囲から除外する予定であります。

なお、当中間連結会計期間において減損処理を行っているため、平成14年９月30日現在におけるKPNモバイル株式の

帳簿価額は０円となっております。 

 

 

(3) 株式交換 

平成14年11月１日、㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西等地域会社８社を当社の完全子会社とする株式交換が完了

いたしました。 

これにより平成14年９月30日現在の中間連結貸借対照表において資本の控除項目として計上されている自己株式

234,462百万円のうち、231,885百万円が減少しております。 

 

 

(4) 事業者間協議にかかる総務大臣の裁定 

当社及び㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西等地域会社８社と平成電電株式会社との間における相互接続協定につ

き、平成電電株式会社は総務大臣へ裁定申請を行っておりましたが、平成14年11月22日、平成電電株式会社の設置

する電気通信設備から発信し、当社及び地域会社８社の電気通信設備に着信することとなる通話に関し、平成電電

株式会社が利用者料金を設定することとする総務大臣裁定が出されました。（東日本電信電話㈱又は西日本電信電

話㈱の設置する電気通信設備から発信し、平成電電株式会社が中継接続のみの機能を提供し、当社グループの設置

する電気通信設備に着信することとなる通信を除く。）当社は、今後の対応について検討を行っております。 
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(2) 【その他】 

米国基準連結財務情報 
(前中間連結会計期間及び前連結会計年度については、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査を受けておりません。) 

① 中間連結貸借対照表 
 

 
前中間連結会計期間末 

平成13年９月30日 

前連結会計年度 

平成14年３月31日 

区分 金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

(資産)  

Ⅰ 流動資産  

１ 現金及び現金同等物 110,582 301,048  

２ 売上債権(純額) 803,531 844,816  

３ 棚卸資産 163,113 96,000  

４ 繰延税金資産 38,070 44,056  

５ 前払費用及びその他の流動資産 122,387 98,985  

流動資産合計 1,237,683 20.4 1,384,905 22.8 

Ⅱ 有形固定資産  

１ 無線通信設備 3,074,024 3,361,066  

２ 建物及び構築物 399,426 439,171  

３ 工具、器具及び備品 471,627 529,532  

４ 土地 166,520 173,867  

５ 建設仮勘定 312,266 195,389  

  小計 4,423,863 4,699,025  

減価償却累計額 △1,891,374 △2,080,033  

有形固定資産合計(純額) 2,532,489 41.7 2,618,992 43.2 

Ⅲ 投資その他の資産  

１ 関連会社投資 1,575,816 997,331  

２ 市場性のある有価証券及びその他の投資 24,066 17,758  

３ 無形固定資産 384,022 434,690  

４ その他の資産 135,480 135,411  

５ 繰延税金資産 179,408 478,138  

投資その他の資産合計 2,298,792 37.9 2,063,328 34.0 

資産合計 6,068,964 100.0 6,067,225 100.0 
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前中間連結会計期間末 

平成13年９月30日 

前連結会計年度 

平成14年３月31日 

区分 金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

(負債・資本)  

Ⅰ 流動負債  

１ 一年以内返済予定長期借入債務 184,544 212,934  

２ 短期借入金 227,060 81,050  

３ 仕入債務 556,607 557,851  

４ 未払人件費 36,752 42,728  

５ 未払利息 3,418 3,226  

６ 未払法人税等 248,713 293,410  

７ その他の流動負債 71,507 86,693  

流動負債合計 1,328,601 21.9 1,277,892 21.0 

Ⅱ 固定負債  

１ 長期借入債務 1,014,050 1,135,348  

２ 退職給付引当金 94,730 105,728  

３ その他の固定負債 134,633 152,749  

固定負債合計 1,243,413 20.5 1,393,825 23.0 

  負債合計 2,572,014 42.4 2,671,717 44.0 

Ⅲ 少数株主持分 91,927 1.5 103,625 1.7 

Ⅳ 契約債務及び偶発債務  

Ⅴ 資本  

１ 資本金 949,680 949,680  

２ 資本剰余金 1,262,672 1,262,672  

３ 剰余金 1,167,315 956,899  

４ その他の包括利益累積額 25,356 122,632  

資本合計 3,405,023 56.1 3,291,883 54.3 

負債・資本合計 6,068,964 100.0 6,067,225 100.0 

（注）当中間連結会計期間末の中間連結貸借対照表は、「第５ 経理の状況 １ 中間連結財務諸表等 (１) 中間連結財務 

諸表」に記載しております。 
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② 中間連結損益及び包括利益(損失)計算書 

 

 
前中間連結会計期間 

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13年４月１日から 
平成14年３月31日まで 

区分 金額(百万円) 
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 営業収益  

１ 無線通信サービス 2,060,670 4,153,459  

２ 端末機器販売 278,075 505,795  

営業収益合計 2,338,745 100.0 4,659,254 100.0 

Ⅱ 営業費用  

１ 人件費 114,479 231,237  

２ 物件費 1,146,843 2,300,207  

３ 減価償却費及び固定資産除却費 305,224 690,994  

４ その他 227,590 435,929  

営業費用合計 1,794,136 76.7 3,658,367 78.5 

営業利益 544,609 23.3 1,000,887 21.5 

Ⅲ 営業外費用(△収益)  

１ 支払利息 8,221 17,229  

２ 受取利息 △82 △154  

３ その他(純額） 23,146 27,421  

営業外費用(△収益)合計 31,285 1.3 44,496 1.0 

税引前利益 513,324 22.0 956,391 20.5 

法人税等  

１ 当年度分 248,281 453,914  

２ 繰延税額 △23,399 △54,271  

法人税等合計 224,882 9.7 399,643 8.6 

 持分法による投資損失及び 
少数株主損益(△利益)前利益 

288,442 12.3 556,748 11.9 

持分法による投資損失 △184,962 △7.9 △643,962 △13.8 

少数株主損益(△利益） △14,273 △0.6 △28,977 △0.6 

中間(当期)純利益(△損失) 89,207 3.8 △116,191 △2.5 

  

その他の包括利益(△損失）  

  売却可能有価証券未実現保有損失 △2,411 △2,136  

  金融商品再評価差額 - △90  

  為替換算調整額 3,711 105,147  

  追加最小年金負債調整額 947 △3,398  

 包括利益(△損失）合計 91,454 3.9 △16,668 △0.4 

  

  

１株当たり情報(単位：円）  

期中加重平均発行済普通株式数 
－基本的及び希薄化後（単位：株） 

50,180,000 50,180,000  

基本的及び希薄化後1株当たり 
中間(当期）純利益(△損失） 

1,777.74 △2,315.48  

  

（注）当中間連結会計期間の中間連結損益及び包括利益(損失)計算書は、「第５ 経理の状況 １ 中間連結財務諸表等  

(１) 中間連結財務諸表」に記載しております。 
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③ 中間連結株主持分計算書 

 

 
前中間連結会計期間 

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13年４月１日から 
平成14年３月31日まで 

区分 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 資本金  

１ 期首残高 949,680 949,680 

期末残高 949,680 949,680 

Ⅱ 資本剰余金  

１ 期首残高 1,262,672 1,262,672 

期末残高 1,262,672 1,262,672 

Ⅲ 剰余金  

１ 期首残高 1,083,126 1,083,126 

２ 現金配当金 △5,018 △10,036 

３ 中間(当期)純利益(△損失） 89,207 △116,191 

期末残高 1,167,315 956,899 

Ⅳ その他の包括利益累積額  

１ 期首残高 23,109 23,109 

２ 売却可能有価証券未実現保有損失 △2,411 △2,136 

３ 金融商品再評価差額 △90 

４ 為替換算調整額 3,711 105,147 

５ 追加最小年金負債調整額 947 △3,398 

期末残高 25,356 122,632 

資本合計 3,405,023 3,291,883 

（注）当中間連結会計期間の中間連結株主持分計算書は、「第５ 経理の状況 １ 中間連結財務諸表等 (１) 中間連結財務 

諸表」に記載しております。 
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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13年４月１日から 
平成14年３月31日まで 

区分 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．中間(当期)純利益(損失：△) 89,207 △116,191 

２．中間(当期)純利益(損失)から 

営業活動によるキャッシュ・ 

フローへの調整： 
 

(1) 減価償却費 291,646 640,505 

(2) 繰延税額 △149,710 △524,549 

(3) 有形固定資産売却・除却損 14,245 39,204 

(4)  持分法による投資損失(前中間連結 

会計期間は320,481百万円、前連結 

会計年度は1,077,879百万円の関連 

会社投資にかかる減損額を含む) 

311,273 1,114,240 

(5) 少数株主損益 14,273 28,977 

(6) 流動資産及び負債の増減：  

売上債権の増減額(増加：△) 81,236 42,336 

貸倒引当金の増減額 

(減少：△) 
511 △1,874 

棚卸資産の増減額(増加：△) △55,717 11,404 

仕入債務の増減額(減少：△) △71,550 △99,689 

その他流動負債の増減額 

(減少：△) 
△24,792 8,483 

未払法人税等の増減額 

(減少：△) 
44,897 89,594 

退職給付引当金の増減額(繰延 

年金費用調整後) (減少：△) 
3,619 18,933 

その他 57,399 89,715 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

606,537 1,341,088 

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 △482,119 △863,184 

２．無形固定資産及びその他の資産 

の取得による支出 
△93,070 △199,517 

３．投資による支出 △14,194 △68,189 

４．その他 2,096 5,797 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

△587,287 △1,125,093 
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前中間連結会計期間 

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13年４月１日から 
平成14年３月31日まで 

区分 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．長期借入債務の増加による収入 151,721 395,238 

２．長期借入債務の返済による支出 △82,373 △177,686 

３．キャピタル・リース負債の返済 

 による支出 
△4,110 △8,418 

４．現金配当金の支払額 △5,018 △10,036 

５．短期借入金の増加による収入 572,410 957,619 

６．短期借入金の返済による支出 △659,550 △1,190,769 

７．その他 △172 680 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

△27,092 △33,372 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

△1 ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物 
の増減額(減少：△) 

△7,843 182,623 

Ⅵ 現金及び現金同等物 
の期首残高 

118,425 118,425 

Ⅶ 現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

110,582 301,048 

  
 
  

キャッシュ・フローに関する補足情報  

 各期間の現金支払額：  

   支払利息 9,633 20,165 

法人税等 203,384 364,321 

現金支出を伴わない財務活動： 

キャピタル・リースによる 

資産の取得 
2,778 5,376 

（注）当中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書は、「第５ 経理の状況 １ 中間連結財務諸表等  

(１) 中間連結財務諸表」に記載しております。 
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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13年９月30日 

当中間会計期間末 

平成14年９月30日 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

平成14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  480,336 476,446 506,864 

２ 空中線設備  128,686 137,143 138,151 

３ 通信衛星設備  5,234 18,502 4,567 

４ 端末設備  2,709 147 2,453 

５ 建物  148,959 192,241 169,214 

６ 工具、器具及び備品  146,161 159,388 167,325 

７ 土地  93,139 100,642 93,268 

８ 建設仮勘定  127,016 114,930 87,496 

９ その他の有形固定資産  27,745 1,159,988 31,633 1,231,075 32,228 1,201,569

(2) 無形固定資産    

１ ソフトウェア  297,982 364,518 331,659 

２ その他の無形固定資産  37,084 335,067 22,194 386,713 50,012 381,672

電気通信事業固定資産合計   1,495,056 1,617,788  1,583,241

Ｂ 投資等    

１ 関係会社投資  1,825,242 659,887 1,231,029 

２ 繰延税金資産  177,062 698,138 458,301 

３ その他の投資等  42,339 59,905 60,203 

貸倒引当金  △311 2,044,333 △389 1,417,542 △372 1,749,160

固定資産合計   3,539,389 80.6 3,035,330 76.4  3,332,401 78.4

Ⅱ 流動資産    

１ 現金及び預金 ※３ 50,655 306,572 220,025 

２ 売掛金 ※３ 471,774 359,939 491,107 

３ 未収入金  217,010 185,876 141,061 

４ 貯蔵品  69,349 53,852 51,653 

５ 繰延税金資産  13,779 14,810 15,425 

６ その他の流動資産  39,971 21,573 7,695 

貸倒引当金  △8,479 △7,503 △7,273 

流動資産合計   854,061 19.4 935,120 23.6  919,695 21.6

資産合計   4,393,451 100.0 3,970,450 100.0  4,252,097 100.0

    



ファイル名:100_0076100501412.doc 更新日時:2002/12/11 20:40 印刷日時:02/12/12 13:19 
 

― 67 ― 

 
 
 

 
前中間会計期間末 

平成13年９月30日 

当中間会計期間末 

平成14年９月30日 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

平成14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  424,000 708,000 608,000 

２ 長期借入金  427,962 444,396 418,705 

３ 退職給付引当金  50,335 60,348 58,069 

４ ポイントサービス引当金  24,417 31,284 31,913 

５ その他の固定負債  495 372 372 

固定負債合計   927,210 21.1 1,244,401 31.3  1,117,061 26.3

Ⅱ 流動負債    

１ １年以内に期限到来の 
固定負債 

 84,812 85,565 118,712 

２ 買掛金  288,015 183,604 207,536 

３ 未払金 ※3,4 178,511 175,909 242,898 

４ 未払法人税等  113,028 115,738 123,522 

５ 預り金 ※３ 25,568 164,537 28,618 

６ その他の流動負債  83,162 9,087 8,320 

流動負債合計   773,097 17.6 734,443 18.5  729,608 17.1

負債合計   1,700,307 38.7 1,978,844 49.8  1,846,670 43.4

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   949,679 21.6 ― ―  949,679 22.4

Ⅱ 資本準備金   1,292,385 29.4 ― ―  1,292,385 30.4

Ⅲ 利益準備金   4,099 0.1 ― ―  4,099 0.1

Ⅳ その他の剰余金    

１ 任意積立金  463,000 ― 463,000 

２ 中間(当期)未処理損失  16,653 ― 304,585 

その他の剰余金合計   446,346 10.2 ― ―  158,414 3.7

Ⅴ その他有価証券評価差額金   632 0.0 ― ―  848 0.0

資本合計   2,693,143 61.3  ― ―  2,405,426 56.6

    

Ⅰ 資本金   ― ― 949,679 23.9  ― ―

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金 ※６ ― 292,385 ― 

２ その他資本剰余金 ※６ ― 1,000,000 ― 

    資本剰余金合計   ― ― 1,292,385 32.6  ― ―

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  ― 4,099 ― 

２ 任意積立金  ― 123,000 ― 

３ 中間未処理損失  ― 142,972  ― 

    利益剰余金合計   ― ― △15,872 △0.4  ― ―

Ⅳ その他有価証券評価差額金   ― ― △123 △0.0  ― ―

Ⅴ 自己株式 ※７  ― ― △234,461 △5.9  ― ―

資本合計   ― ― 1,991,606 50.2  ― ―

負債・資本合計   4,393,451 100.0 3,970,450 100.0  4,252,097 100.0
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② 【中間損益計算書】 

 

 
前中間会計期間 

平成13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

当中間会計期間 

平成14年４月１日から 
平成14年９月30日まで 

前事業年度の 
要約損益計算書 

平成13年４月１日から 
平成14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   957,814 81.1 1,000,450 82.9  1,925,866 81.8

２ 営業費用 ※１  708,076 59.9 718,594 59.5  1,516,957 64.4

電気通信事業営業利益   249,737 21.2 281,855 23.4  408,908 17.4

Ⅱ 附帯事業営業損益 ※２   

１ 営業収益   222,525 18.9 206,232 17.1  429,894 18.2

２ 営業費用 ※１  215,988 18.3 199,720 16.6  418,643 17.8

附帯事業営業利益   6,536 0.6 6,512 0.5  11,250 0.4

営業利益   256,274 21.8 288,367 23.9  420,159 17.8

Ⅲ 営業外収益 ※３  3,957 0.3 3,522 0.3  6,923 0.3

Ⅳ 営業外費用 ※４  7,762 0.7 10,109 0.8  20,611 0.8

経常利益   252,468 21.4 281,780 23.4  406,471 17.3

Ⅴ 特別損失    

１ 関係会社株式評価損 ※５ 300,883 300,883 25.5 572,850 572,850 47.5 947,441 947,441 40.2

税引前中間(当期)純損失   48,414 △4.1 291,069 △24.1  540,969 △22.9

法人税等  113,200 115,800 186,600 

法人税等調整額  △133,808 △20,608 △1.7 △238,518 △122,718 △10.1 △416,849 △230,249 △9.8

中間(当期)純損失   27,805 △2.4 168,351 △14.0  310,720 △13.2

前期繰越利益   11,152 25,378  11,152

中間配当額   ― ―  5,018

中間(当期)未処理損失   16,653 142,972  304,585

    

(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13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

当中間会計期間 
平成14年４月１日から 
平成14年９月30日まで 

前事業年度 
平成13年４月１日から 
平成14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 

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 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 

 (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) 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 

 

(1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社

株式 

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 

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) 

その他有価証券 

時価のあるもの 

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 

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) 

 

時価のないもの 

同左 

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13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

当中間会計期間 
平成14年４月１日から 
平成14年９月30日まで 

前事業年度 
平成13年４月１日から 
平成14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、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。 

また、過去勤務債務につ

いては、発生時の従業員の

平均残存勤務期間に基づく

年数にわたって定額法によ

り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、過去勤務債務につ

いては、発生時の従業員の

平均残存勤務期間に基づく

年数にわたって定額法によ

り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

同左 

(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。 

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。 

 

同左 

 

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。 

 

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 
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項目 
前中間会計期間 

平成13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

当中間会計期間 
平成14年４月１日から 
平成14年９月30日まで 

前事業年度 
平成13年４月１日から 
平成14年３月31日まで 

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13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

当中間会計期間 
平成14年４月１日から 
平成14年９月30日まで 

前事業年度 
平成13年４月１日から 
平成14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。 

 

――――― (移動通信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、移動通信事業者間の携帯

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67,385百万円増加しておりま

す。 

 

――――― （自己株式及び法定準備金取崩等会

計） 

  当中間会計期間より「自己株式

及び法定準備金の取崩等に関する

会計基準」（企業会計基準委員会

平成14年２月21日）を適用してお

ります。 

  これによる損益への影響は軽微

であります。 

  なお、中間財務諸表等規則の改

正により、当中間会計期間におけ

る中間貸借対照表の資本の部につ

いては、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。 

 

――――― 
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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13年９月30日 

当中間会計期間末 
平成14年９月30日 

前事業年度末 
平成14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。 

 

※１．一般第二種電気通信事業、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 

※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 

1,039,966百万円

※２．有形固定資産の減価償却累計額 

927,804百万円

※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．   ――――― ※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１日以

降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△2,340億円

売掛金 約 1,270億円

未払金 約  200億円

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。 

※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．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、11,341百万円でありま

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25,370千香港ドル(398百万

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2,027千香港

ドル(31百万円)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(444百万

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2,269千香港ドル(39百万

円)となっております。 
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前中間会計期間末 
平成13年９月30日 

当中間会計期間末 
平成14年９月30日 

前事業年度末 
平成14年３月31日 

※６．   ――――― ※６．資本準備金の取崩 

自己株式取得及び今後の柔軟

な資本政策の展開ならびに配当

可能原資の確保を目的として、

商法第289条第２項の規定に基

づき資本準備金1,000,000百万

円を取崩し、同額をその他資本

剰余金へ計上しております。 

 

※６．   ――――― 

※７．   ――――― ※７．自己株式の取得 

「重要な後発事象 株式交

換」に記載している株式交換を

実施する目的で自己株式の取得

をしております。 

取得の内容は以下のとおりで

あります。 

(1) 取得した株式の種類 

当社普通株式 

(2) 取得した株式の総数 

870,000株 

（発行済株式総数に対する割合1.73％)

(3) 株式の取得価額の総額 

234,461百万円 

(4) 取得の方法 

市場買付け 

 

※７．   ――――― 
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(中間損益計算書関係) 

 

前中間会計期間 
平成13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

当中間会計期間 
平成14年４月１日から 
平成14年９月30日まで 

前事業年度 
平成13年４月１日から 
平成14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 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 126,932百万円

無形固定資産 57,965百万円
 

※１．営業費用のうち減価償却実施額 

有形固定資産 258,818百万円

無形固定資産 94,817百万円
 

※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。 

 

※２．一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

額なため附帯事業に含めて表示

しております。 

 

※２．    同左 

※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 1,784百万円

受取利息 
及び割引料 

51百万円

 

※３．営業外収益の主要なもの 

受取配当金 1,763百万円

受取利息 
及び割引料 

136百万円

 

※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) 

8,001百万円

※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) 

13,688百万円

※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．「関係会社株式評価損」は、

海外出資先関連会社株式を保有

する以下の子会社株式について

実施した減損処理にかかるもの

であります。 

DCM Capital USA(UK) Limited 

(AT&T Wireless Services,Inc.) 

338,908百万円

DCM Capital NL(UK) Limited 

(KPN Mobile N.V.) 

107,863百万円

DCM Capital LDN(UK) Limited 

(Hutchison 3G UK Holdings Limited) 

126,078百万円

※( )内は出資先会社 

※５．「関係会社株式評価損」は、

主に、海外出資先関連会社株式

を保有する以下の子会社株式に

ついて実施した減損処理にかか

るものであります。 

DCM Capital USA(UK) Limited 

(AT&T Wireless Services,Inc.) 

591,726百万円

DCM Capital NL(UK) Limited 

(KPN Mobile N.V.) 

300,883百万円

DCM Capital TWN(UK) Limited 

(KG Telecommunications Co.,Ltd) 

32,467百万円

DCM Capital LDN(UK) Limited 

(Hutchison 3G UK Holdings Limited) 

20,494百万円

※( )内は出資先会社 
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(リース取引関係) 

 

前中間会計期間 
平成13年４月１日から 
平成13年９月30日まで 

当中間会計期間 
平成14年４月１日から 
平成14年９月30日まで 

前事業年度 
平成13年４月１日から 
平成14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 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)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 889 521 368

工具、 
器具及 
び備品 

13,365 9,305 4,060

ソフト 
ウェア 

230 187 42

合計 14,486 10,014 4,471

 (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 1,035 580 454

工具、 
器具及 
び備品 

12,252 8,054 4,198

ソフト 
ウェア 

298 134 164

合計 13,586 8,769 4,816

 (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 3,594百万円

１年超 2,495百万円

合計 6,089百万円

 (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 2,737百万円

１年超 1,734百万円

合計 4,471百万円

 (注)    同左 

 (2) 未経過リース料期末残高相当

額 

１年内 2,685百万円

１年超 2,131百万円

合計 4,816百万円

 (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 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 1,860百万円

減価償却費 
相当額 

1,860百万円
 

 (3) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 3,517百万円

減価償却費 
相当額 

3,517百万円
 

 (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 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 7百万円

１年超 9百万円

合計 17百万円
 

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 13百万円

合計 21百万円
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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 

268,348円26銭 
 

１株当たり 
純資産額 

40,389円50銭
 

１株当たり 
純資産額 

239,679円84銭
 

１株当たり 
中間純損失 

2,770円60銭

  

１株当たり 
中間純損失 

3,374円97銭

  

１株当たり 
当期純損失 

30,960円55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。 

（追加情報） 

 当中間会計期間より「１株当たり

当期純利益に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 平成14年９月25

日）及び「１株当たり当期純利益に

関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準委員会 平成14年９月25

日）を適用しております。 

 なお、同会計基準及び適用指針を

前中間会計期間及び前事業年度に適

用して算定した場合の１株当たり情

報については、前中間会計期間及び

前事業年度とも記載されている金額

と同額であります。 

 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、１株当

たり当期純損失が計上されており、

また、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。 

  また、当社は、平成14年５月15日

付で株式１株につき５株の株式分割

を行っております。当該株式分割が

前期首に行われたと仮定した場合の

１株当たり情報については、それぞ

れ以下のとおりであります。 

 

前中間会計期間 前事業年度 

１株当たり純資

産額 

53,669円65銭

１株当たり中間

純損失 

554円12銭

 

１株当たり純資

産額 

47,935円97銭

１株当たり当期

純損失 

6,192円11銭
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前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

  潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額については、１株当たり中

間純損失が計上されており、また、

新株予約権付社債等潜在株式の発行

がないため記載しておりません。 

 

  なお、１株当たり中間純損失の算

定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。 

 中間純損失 

168,351百万円

 普通株式にかかる中間純損失 

168,351百万円

 期中平均株式数 

49,882,337株
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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．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14年３月26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

び外貨建社債等ならびに長期借入

により、総額3,000億円以下で調

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。 

 

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 

  

１．株式交換 

  平成14年11月１日に㈱エヌ・テ

ィ・ティ・ドコモ関西等地域会社

８社を当社の完全子会社とする株

式交換が完了いたしました。 

  これにより当中間会計期間末に

おける中間貸借対照表において資

本の部の控除項目として計上され

ている「自己株式」234,461百万

円のうち、231,885百万円が減少

しております。 

 

２．事業者間協議にかかる総務大臣

の裁定 

  当社と平成電電株式会社との間

における相互接続協定につき、平

成電電株式会社は総務大臣へ裁定

申請を行っておりましたが、平成

14年11月22日、平成電電株式会社

の設置する電気通信設備から発信

し、当社の電気通信設備に着信す

ることとなる通話に関し、平成電

電株式会社が利用者料金を設定す

ることとする総務大臣裁定が出さ

れました。（東日本電信電話㈱又

は西日本電信電話㈱の設置する電

気通信設備から発信し、平成電電

株式会社が中継接続のみの機能を

提供し、当社の設置する電気通信

設備に着信することとなる通信を

除く。）当社は、今後の対応につ

いて検討を行っております。 

 

 

区分 

㈱エヌ・ティ・ 

ティ・ドコモ 

第13回無担保 

国内普通社債 

発行年月日 平成14.4.30 

発行総額 100,000百万円 

発行価格 99.99円 

利率 0.67％ 

償還期限 平成19.6.20 

使途 債務償還資金等 
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前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

  ２．地域会社との株式交換覚書の締結 

  当社と㈱エヌ・ティ・ティ・ド

コモ関西等地域会社８社は、連結

納税制度の適用に向けた条件整備

を図り、また、事業戦略・資本戦

略の展開の一体性を高め、ドコモ

グループトータルの企業価値の向

上を図ることを目的として、平成

14年５月８日に、株式交換により

各地域会社が当社の完全子会社と

なる旨の株式交換覚書を締結いた

しました。株式交換覚書の概要は

以下のとおりであります。 

 

(１)株式交換実施日：平成14年11月１日

 

(２)株式交換比率 ：下記のとおり 

会  社  名 
株式交 

換比率 

株式会社エヌ・ティ・ティ・

ドコモ（完全親会社） 
1 

株式会社エヌ・ティ・ティ・

ドコモ北海道（完全子会社） 
16.51 

株式会社エヌ・ティ・ティ・

ドコモ東北（完全子会社） 
37.02 

株式会社エヌ・ティ・ティ・

ドコモ東海（完全子会社） 
27.80 

株式会社エヌ・ティ・ティ・

ドコモ北陸（完全子会社） 
19.44 

株式会社エヌ・ティ・ティ・

ドコモ関西（完全子会社） 
33.53 

株式会社エヌ・ティ・ティ・

ドコモ中国（完全子会社） 
26.71 

株式会社エヌ・ティ・ティ・

ドコモ四国（完全子会社） 
19.12 

株式会社エヌ・ティ・ティ・

ドコモ九州（完全子会社） 
47.72 

（注）株式の割当比率 

  各地域会社の普通株式１株につ

き、それぞれ、株式交換比率欄の

株数における当社の普通株式

（１：５の比率による株式分割

後）を割当交付します。ただし、

当社が保有する各地域会社の株式

に対しては、割当を行いません。
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前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

  ３．株式分割 

  当社は、平成14年１月25日開催

の取締役会の決議により平成14年

５月15日付をもって、下記のとお

り株式分割による新株式を発行し

ております。 

（1）分割の方法 

平成14年３月31日最終の株

主名簿及び実質株主名簿に記

載された株主に対し、その所

有する普通株式１株を５株の

割合で分割いたしました。 

（2）分割により増加する株式数

普通株式 40,144,000株 

（3）新株の配当起算日 

平成14年４月１日 

  なお、今回の株式分割による資

本金の増加はありません。 

 

４．自己株式の取得 

  平成14年６月20日開催の当社第

11回定時株主総会において下記の

とおり決議されました。 

（1）当社が平成14年11月１日を

株式交換の日として予定して

いる簡易株式交換において、

完全子会社となる会社の株主

に対し、新株の発行に代え

て、自己株式を移転するた

め、商法第210条の規定に基づ

き、当社第11回定時株主総会

終結の時から次期株主総会終

結の時までに、自己株式の取

得を行います。 

①取得する株式の種類 

当社普通株式 

②取得する株式の総数 

1,000,000株（上限とする）

③株式の取得価額の総額 

500,000百万円（上限とする）

 

（2）当社は、自己株式取得及び

今後の柔軟な資本政策の展開

ならびに配当可能原資の確保

を目的として、商法第289条第

２項の規定に基づき、当社の

資本準備金1,292,385百万円の

うち1,000,000百万円を減少い

たします。 
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(2) 【その他】 

該当事項はありません。 
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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) 臨時報告書      平成14年４月４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12号及び第19号（提出会社及び連結会社の財政
状態及び経営成績に著しい影響を与える事象の発生）に基づく臨時報告書である。 

(2) 発行登録追補書類（普通社債）及びその添付書類 平成14年４月17日 
関東財務局長に提出 

(3) 臨時報告書      平成14年５月８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６号の２（株式交換に係る契約の締結）に基づ
く臨時報告書である。 

(4) 有価証券報告書 
及びその添付書類  

事業年度 
(第11期)  

自 平成13年４月１日
至 平成14年３月31日  

平成14年６月21日 
関東財務局長に提出 

(5) 臨時報告書の訂正報告書 平成14年８月20日 
関東財務局長に提出 

 臨時報告書（平成14年５月８日提出分）の訂正報告書である。 

(6) 臨時報告書      平成14年10月２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12号及び第19号（提出会社及び連結会社の財政
状態及び経営成績に著しい影響を与える事象の発生）に基づく臨時報告書である。 

(7) 臨時報告書の訂正報告書 平成14年11月７日 
関東財務局長に提出 

 臨時報告書（平成14年10月２日提出分）の訂正報告書である。 

(8) 訂正発行登録書     
及び
及び
及び
及び
及び

平成14年４月４日 
平成14年５月８日 
平成14年６月21日 
平成14年８月20日 
平成14年10月２日 
平成14年11月７日 
関東財務局長に提出 

(9) 自己株券買付状況報告書 
及び
及び
及び
及び

平成14年７月12日 
平成14年８月15日 
平成14年９月10日 
平成14年10月10日 
平成14年11月13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。 



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。 



中 間 監 査 報 告 書 

 

平成 14 年 12 月 10 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 岩 本   繁  印 

代表社員

関与社員
公認会計士 天 野 秀 樹  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 14 年 4 月 1 日から平成 15 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 14 年 4 月 1 日から平成 14 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、中間連結損益及び包括利益（損失）計算書、中

間連結株主持分計算書並びに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企業会計の基準（中間連結財務諸表注記 1 会計処理の原則及び手続ならびに

中間連結財務諸表の表示方法 参照）に準拠し、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）第 81 条の定める

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 14 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

14 年 4 月 1 日から平成 14 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、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則に基づ

いて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。 



中 間 監 査 報 告 書 

 

平成 14 年 12 月 10 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 岩 本   繁  印 

代表社員

関与社員
公認会計士 天 野 秀 樹  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 14 年 4 月 1 日から平成 15 年 3 月 31 日ま

での第 12 期事業年度の中間会計期間（平成 14 年 4 月 1 日から平成 14 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 14 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 14 年 4 月 1 日から平成 14 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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