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西日本電信電話株式会社金沢支店 

（金沢市出羽町４番１号） 

西日本電信電話株式会社富山支店 

（富山市東田地方町一丁目１番30号） 

西日本電信電話株式会社福井支店 

（福井市日之出二丁目12番５号） 
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西日本電信電話株式会社岡山支店 

（岡山市中山下二丁目１番90号） 

西日本電信電話株式会社鳥取支店 

（鳥取市湯所町二丁目258番地） 

西日本電信電話株式会社山口支店 

（山口市熊野町４番５号） 

西日本電信電話株式会社愛媛支店 

（松山市一番町四丁目３番地） 

西日本電信電話株式会社香川支店 

（高松市観光通一丁目８番地２） 

西日本電信電話株式会社徳島支店 

（徳島市西大工町二丁目５番地１） 

西日本電信電話株式会社高知支店 

（高知市帯屋町二丁目５番11号） 

西日本電信電話株式会社福岡支店 

（福岡市博多区博多駅東三丁目２番28号） 

西日本電信電話株式会社北九州支店 

（北九州市小倉北区古船場町５番12号） 



 （注） 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の支店は、証券取引法による備付場所ではありませんが、投資者の

便宜のため備え付けました。 

  

西日本電信電話株式会社佐賀支店 

（佐賀市駅前中央一丁目８番32号） 

西日本電信電話株式会社長崎支店 

（長崎市出島町14番７号） 

西日本電信電話株式会社熊本支店 

（熊本市桜町３番１号） 

西日本電信電話株式会社大分支店 

（大分市長浜町三丁目15番７号） 

西日本電信電話株式会社鹿児島支店 

（鹿児島市松原町４番26号） 

西日本電信電話株式会社宮崎支店 

（宮崎市広島一丁目５番３号） 

西日本電信電話株式会社沖縄支店 

（浦添市城間四丁目35番１号） 

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） 

株式会社大阪証券取引所 

（大阪市中央区北浜一丁目８番16号） 

株式会社名古屋証券取引所 

（名古屋市中区栄三丁目３番17号） 

証券会員制法人福岡証券取引所 

（福岡市中央区天神二丁目14番２号） 

証券会員制法人札幌証券取引所 

（札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１） 



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 

米国会計基準 

 （注）１．営業収益には消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額につきましては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

３．純資産額は、少数株主持分を含んでおりません。 

  

 

回次 第20期中 第21期中 第22期中 第20期 第21期 

会計期間 

平成16年 
４月１日から 
平成16年 
９月30日まで 

平成17年
４月１日から 
平成17年 
９月30日まで 

平成18年
４月１日から 
平成18年 
９月30日まで 

平成16年
４月１日から 
平成17年 
３月31日まで 

平成17年 
４月１日から 
平成18年 
３月31日まで 

営業収益 百万円 5,321,619 5,231,483 5,249,275 10,805,868 10,741,136

税引前中間（当期）純利益 百万円 774,160 833,642 699,658 1,723,312 1,305,863

中間（当期）純利益 百万円 344,554 330,733 291,515 710,184 498,685

純資産額 百万円 6,794,450 6,586,007 7,013,411 6,768,603 6,779,526

総資産額 百万円 19,154,597 18,649,719 18,364,986 19,098,584 18,886,195

１株当たり純資産額 円 431,648.30 476,472.06 507,436.69 453,059.74 490,493.28

１株当たり中間（当期）純
利益 

円 21,889.00 22,338.87 21,091.27 45,891.26 34,836.42

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 ％ 35.5 35.3 38.2 35.4 35.9

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

百万円 1,271,510 1,599,530 793,604 2,829,813 3,242,896

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

百万円 △1,034,615 △1,210,675 △1,156,830 △1,768,361 △2,077,262

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

百万円 △222,791 △637,897 △343,344 △1,111,963 △1,139,903

現金及び現金同等物の中間
期末（期末）残高 

百万円 1,447,958 1,138,281 704,395 1,381,959 1,410,837

従業員数 人 216,340 211,619 210,941 201,486 199,113



(2)提出会社の経営指標等 

 （注）１．営業収益には消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額につきましては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

３．純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基

準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を

適用しております。 

  

  

回次 第20期中 第21期中 第22期中 第20期 第21期 

会計期間 

平成16年 
４月１日から 
平成16年 
９月30日まで 

平成17年
４月１日から 
平成17年 
９月30日まで 

平成18年
４月１日から 
平成18年 
９月30日まで 

平成16年
４月１日から 
平成17年 
３月31日まで 

平成17年 
４月１日から 
平成18年 
３月31日まで 

営業収益 百万円 200,104 192,398 219,421 323,261 339,384

経常利益 百万円 125,331 118,604 147,691 151,700 171,914

中間（当期）純利益 百万円 408,904 339,612 143,915 455,660 394,033

資本金 百万円 937,950 937,950 937,950 937,950 937,950

発行済株式総数 株 15,741,209 15,741,209 15,741,209 15,741,209 15,741,209

純資産額 百万円 5,536,053 4,930,040 5,047,094 5,170,267 4,946,485

総資産額 百万円 9,008,859 8,276,392 8,219,665 8,401,448 8,188,819

１株当たり純資産額 円 351,702.92 356,669.28 365,169.06 346,069.68 357,869.26

１株当たり中間（当期）純
利益 

円 25,977.09 22,938.61 10,412.33 29,439.71 27,520.99

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益 

円 － － － － －

１株当たり配当額 円 3,000.00 3,000.00 4,000.00 6,000.00 6,000.00

自己資本比率 ％ 61.5 59.6 61.4 61.5 60.4

従業員数 人 2,849 2,801 2,901 2,792 2,728



２【事業の内容】 

 ＮＴＴグループ（当社及び当社の関係会社）は、地域通信事業、長距離・国際通信事業、移動通信事業及びデータ通信事業を

主な事業内容としております。 

 連結子会社の事業内容及び当該事業に係る位置付けにつきましては、次のとおりであります。 

  

① 地域通信事業 

 当事業は、国内電気通信事業における県内通信サービスの提供及びそれに附帯する事業を主な事業内容としております。 

（主な連結子会社の異動） 

 テルウェル東日本株式会社 他９社、株式会社オン・デマンド・ティービーを新たに連結子会社としております。 

 株式会社情報プリンティングは、クオリス製本株式会社と合併したことにより連結範囲から除外しております。 

 株式会社エヌ・ティ・ティ マーケティング アクト関西 他１４社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエみやこ他１

４社が、合併により消滅したことにより、連結範囲から除外しております。 

  

② 長距離・国際通信事業 

 当事業は、国内電気通信事業における県間通信サービス、国際通信事業及びそれに附帯する事業を主な事業内容としておりま

す。 

（主な連結子会社の異動） 

 異動はありません。 

  

③ 移動通信事業 

 当事業は、携帯電話事業、ＰＨＳ事業等の事業及びそれに附帯する事業を主な事業内容としております。 

（主な連結子会社の異動） 

 株式会社ハイブ、DOCOMO GUAM HOLDINGS,INC.を新たに連結子会社としております。 

 DCM CAPITAL HKG(UK)LIMITED、DCM CAPITAL 3G HKG(UK)LIMITED、DCM CAPITAL NL（UK）LIMITED、DCM CAPITAL LDN（UK）

LIMITEDは清算により、連結範囲から除外しております。 

  

④ データ通信事業 

 当事業は、システムインテグレーション、ネットワークシステムサービス等の事業を主な事業内容としております。 

（主な連結子会社の異動） 

 株式会社アール・キュービック、株式会社大阪エクセレント・アイ・ディ・シーを新たに連結子会社としております。 

 関西データサイエンス株式会社は株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・サイエンスと、株式会社アイザックは株式会社エヌ・

ティ・ティ・データ・セキスイシステムズと、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・コンテンツプランニングは株式会社ソリッ

ド・エクスチェンジと合併したことにより連結範囲から除外しております。 

 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ナレッジは株式を売却したことにより連結範囲から除外しております。 

  

⑤ その他の事業 

（主な連結子会社の異動） 

 Esperance Line S.A.を新たに連結子会社としております。 

 LEASING DEVELOPMENT,INC.が、NTT LEASING(U.S.A.),INC.と合併したことにより、連結範囲から除外しております。 

  

 （注） 当中間連結会計期間において、㈱ぷららネットワークスについては、「地域通信事業」セグメントから「長距離・国際通

信事業」セグメントへ、ＮＴＴレゾナント㈱他１社については、「その他の事業」セグメントから「長距離・国際通信事

業」セグメントへ、それぞれ変更しております。 

 



３【関係会社の状況】 

 新たに当社の連結子会社となった会社は以下のとおりであります。 

 （注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数です。 

 

名称 住所 資本金 
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）   百万円

テルウェル東日本株
式会社 

東京都渋谷区 3,000 地域通信
100.0
(100.0) 

同社は東日本電信電話
株式会社等の福利厚生
施設に関する業務等を
主な事業としておりま
す。 
 役員の兼任 無 

    百万円

株式会社オン・デマ
ンド・ティービー 

東京都渋谷区 3,027 地域通信
51.0
(51.0) 

  

同社は映像コンテンツ
の配信等を主な事業と
しております。 
 役員の兼任 無 

    百万円

株式会社ハイブ 
東京都千代田
区 

88 移動通信
98.3
(98.3) 

同社は会員制ポータル
サイトの運営等を主な
事業としております。 
 役員の兼任 無 

    米ドル

DOCOMO GUAM 
HOLDINGS,INC. 

グアム 500 移動通信
99.9
(99.9) 

同社は投資業務等を主
な事業としておりま
す。 
 役員の兼任 無 

    百万円

株式会社アール・キ
ュービック 

東京都江東区 10 データ通信
100
(100) 

同社は飲食店営業、催
事の企画・運営業務等
を主な事業としており
ます。 
 役員の兼任 無 

    百万円

株式会社大阪エクセ
レント・アイ・デ
ィ・シー 

大阪市北区 320 データ通信
81.0
(81.0) 

同社はインターネット
データセンターサービ
スの提供等を主な事業
としております。 
 役員の兼任 無 

    米ドル

Esperance Line 
S.A. 

パナマ 3,000 その他
100
(100) 

同社は船舶ファイナン
ス業務等を主な事業と
しております。 
 役員の兼任 無 

その他 ９社   



４【従業員の状況】 
(1)連結会社の状況 

  

(2)提出会社の状況 

  

(3)労働組合の状況 

 当社グループにおいては、組合員となりうる従業員の94.3％がＮＴＴ労働組合の組合員であり、労使関係は安定しておりま

す。 

  

  

  （平成18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（人）

地域通信事業 127,357 

長距離・国際通信事業 12,257 

移動通信事業 22,165 

データ通信事業 22,186 

その他の事業 26,976 

合計 210,941 

  （平成18年９月30日現在）

従業員数（人） 2,901 



第２【事業の状況】 
  

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、高水準の企業収益と良好な業況感を背景に設備投資が引き続き増加する一方、

雇用情勢は厳しさが残るものの改善に広がりが見られるなど、輸出および国内民間需要に支えられた景気拡大が続きました。 

 情報通信分野では、大容量の情報を高速で伝達することが可能なブロードバンド化や、いつでもどこでも情報をやり取りで

きるユビキタス化が進展しており、厳しい競争のなか、市場環境の激しい変化が継続しています。成長が続くブロードバンド

市場では、ＡＤＳＬ契約数が純減に転じる一方、ブロードバンドアクセスの本命である光アクセスの普及が加速しています。

契約数全体の伸びが鈍化傾向にある移動通信市場では、第三世代移動通信サービスの契約数が着実に増加しており、携帯電話

番号ポータビリティ（番号継続制）の導入を背景に、料金プランや割引サービスの多様化、また、アプリケーションの充実な

どによる顧客の囲い込みが図られています。固定電話市場では、市場の縮小が続くとともに、既存の電話線（ドライカッパ）

を利用した直収電話の展開やＩＰ電話への移行が進展しております。 

 このようななか、ＮＴＴグループは、「中期経営戦略」（平成16年11月公表）の推進に向けた取り組みを行いました。具体

的な事業展開として、光アクセスサービスにつきましては、積極的なキャンペーンの展開やサービス品目の拡充による販売強

化に取り組み、「Ｂフレッツ」契約数が400万を突破しました。第三世代移動通信サービス「ＦＯＭＡ」につきましては、端末

の品揃えの充実や提供エリアの拡大などにより、「ｍｏｖａ」と「ＦＯＭＡ」を合わせた契約数に対する「ＦＯＭＡ」契約数

の比率が50％を突破し、第二世代移動通信サービスからの移行が順調に進みました。また、企業部門の堅調な需要などに支え

られ、法人のお客さま向けのソリューション関連事業も順調に拡大しております。 

 インターネット接続、インターネットのポータル（玄関）、また、映像配信などの上位レイヤサービスにつきましては、事

業の効率化を図るとともに、サービス間の相乗効果を発揮したビジネス展開により、お客さまにとっていっそう魅力あるサー

ビスを提供することを目的として、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に集約しました。このような取り組み

のなかで、インターネット接続サービスではグループとして業界最大の顧客基盤を確保するとともに、ポータル（玄関）サー

ビス「ｇｏｏ」では業界第２位のユーザー数を獲得いたしました。さらに、法人のお客さま向けサービスにつきましては、お

客さまへの一元的対応と経営資源の有効活用を図るため、８月にグループ内のお客さま対応窓口（アカウント）体制の見直し

を行いました。 

 次世代ネットワークの構築につきましては、「中期経営戦略の推進について」（平成17年11月公表）によるロードマップに

基づき、本格的な商用サービスの開始に向けたお客さまご要望の把握と技術確認を目的とする実証実験（フィールドトライア

ル）について、インターフェース条件を公表するとともに、実証実験参加事業者の受付を開始しました。ワイヤレスブロード

バンドの取り組みといたしましては、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモを中心とするＮＴＴグループ６社により、インター

ネットへの接続回線を広帯域移動無線で実現する「ＷｉＭＡＸ」の屋外実証実験の開始に向けた準備を進めました。 

 以上の結果、当中間連結会計期間の連結営業収益は５兆2,493億円（前年同期比0.3％増）、連結税引前中間純利益は6,997億

円（前年同期比16.1％減）、連結中間純利益は2,915億円（前年同期比11.9％減）となりました。 

  

 各事業の種類別セグメントの業績につきましては、次のとおりです。 

  

① 地域通信事業 

 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社（東西地域会社）は、光アクセスを中心としたブロードバンドサー

ビスの充実および固定電話市場における競争への対応により、収益基盤の確保に取り組むとともに、引き続き経営の効率化

に努めました。 

 ブロードバンドサービスにつきましては、光アクセスをより多くのお客さまにご利用いただくため、各種割引キャンペー

ンを展開するなど、販売の強化に取り組みました。光ＩＰ電話では、従来から提供している「ひかり電話」および「ひかり

電話ビジネスタイプ」に加え、最大８回線、32電話番号まで利用可能な「ひかり電話オフィスタイプ」の提供を開始いたし

ました。映像配信につきましては、ブロードバンドサービスご利用のお客さま専用サイト「フレッツ・スクウェア」におい

て魅力的な映像の配信に取り組みました。固定電話につきましては、直収電話サービスの展開により厳しい競争への対応が

求められ、ＩＰ電話への移行も進むなか、事業の効率化を図りました。 

 また、当中間連結会計期間における西日本電信電話株式会社の取り組みといたしまして、マーケット志向の徹底とサービ

スの質的向上を図るため、事業運営体制の見直しを行い、本社では、ブロードバンドサービスへの専門的な対応と組織横断

的事業運営を志向した「マトリックス型機能組織」へ再編を行いました。また、支店では、地域密着型の事業運営を推進す

るため、従来の16支店体制を見直し、西日本エリアの30府県全てに支店を設置するとともに、関西、東海、北陸、中国、四

国、九州の各ブロック単位の戦略・調整を担う地域事業本部を設置しました。さらに、光回線に関わる業務の一元化に向け

て16支店単位に設置していた地域会社（営業系・設備系・総務系）３社を統合し、新地域会社を設立いたしました。 



 厳しい事業環境のなか、以上のような経営努力を行いましたが、地域通信事業における当中間連結会計期間の営業収益は

２兆999億円（前年同期比3.7％減）にとどまりました。 

  

② 長距離・国際通信事業 

 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社は、ＩＣＴ（Information and Communication Technology：情報通信

技術）ソリューションを一元的に提供し、お客さまとともに新しい生活スタイルや事業モデルを創造することを掲げ、国内

外におけるＩＰサービスの拡充やソリューション事業の強化を図っており、当中間連結会計期間におきましては、「中期経

営戦略の推進について」に基づき、上位レイヤサービスの提供体制を強化するとともに、法人のお客さま対応窓口（アカウ

ント）体制の見直しを行いました。 

 法人のお客さま向けサービスにつきましては、アクセス回線に東西地域会社の広帯域イーサネットを利用したデータ通信

サービスの提供を開始するとともに、また、高速・大容量のグローバルＩＰネットワーク上で広帯域な国際イーサネットを

実現する「グローバルスーパーリンク」の提供地域を拡大しました。ＩＰ通信を利用した仮想専用網では、高セキュリ

ティ、高速、高品質な国際ＩＰ-ＶＰＮサービス（ＭＰＬＳタイプ）をベトナムで提供開始しました。さらに、企業のお客さ

まのニーズが多様化するなか、お客さまの利便性向上と管理コストの削減に向けた様々なソリューションの提供を行いまし

た。 

 個人のお客さま向けサービスにつきましては、インターネット接続サービス「ＯＣＮ」と「Ｂフレッツ」の月額利用料金

などを一括してお支払いいただける「ＯＣＮ 光 with フレッツ」の販売の強化に取り組みました。また、迷惑メールや詐

欺（フィッシング）メールを自動的に判定・隔離する「迷惑メールブロックサービス」の提供を開始しました。インター

ネットのポータル（玄関）サービスでは、インターネット対応デジタルテレビなどの情報家電で、生活情報の閲覧やショッ

ピングができる「ＤｏＴＶ（ドゥー・ティ・ビー）」の提供を開始し、サービスの充実に取り組みました。なお、既存の固

定電話につきましては、国内通話、国際通話、携帯電話への通話のすべての通話料が割引となる「プラチナ・ライン」に加

え、国際通話が従来より安価にご利用いただける割引サービス「世界割 with プラチナ・ライン」の提供を開始し、激化

する競争に対応しました。 

 以上の結果、長距離・国際通信事業における当中間連結会計期間の営業収益は、6,097億円（前年同期比1.1％増）になり

ました。 

  

③ 移動通信事業 

 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモは、携帯電話番号ポータビリティ（番号継続制）の導入に向け、総合力のさらなる強

化に努めました。 

 「ＦＯＭＡ」の提供エリアにつきましては、特に多くの人が集まる駅などについて全国でご利用を可能とするとともに、

お客さまの声に沿ってきめ細かくつながりにくいエリアの解消に取り組みました。さらに、従来に比べて約10倍のデータ受

信速度（最大3.6Mbps）を実現するＨＳＤＰＡ（High-Speed Downlink Packet Access）方式を８月より開始し、提供エリア

を東京23区から順次拡大しております。「ＦＯＭＡ」につきましては、引き続き端末の品揃えを充実させるとともに、音楽

系サービスの充実に取り組んでおり、「ｉモード」から楽曲を１曲丸ごとダウンロードできる「着うたフル」を開始すると

ともに、ＨＳＤＰＡ対応機種の提供開始にあわせ、長時間・高音質な音楽番組をダウンロードできる「ミュージックチャネ

ル」の提供を開始しました。また、セキュリティ機能の充実のため、声や顔などによる認証機能を搭載した端末を提供し、

端末の紛失・盗難などのトラブルの際にＩＣカード機能（おサイフケータイ）などをロックできるサービスを開始しまし

た。さらに、「おサイフケータイ」を使ったクレジットサービス「ＤＣＭＸ」を開始し、新たな収入源の創出に向け取り組

みました。国際サービスでは、ローミング対応端末の充実やローミング対象地域の拡大に取り組みました。 

 以上の結果、移動通信事業における当中間連結会計期間の営業収益は２兆3,834億円（前年同期比0.4％増）となりまし

た。 

  

④ データ通信事業 

 株式会社エヌ・ティ・ティ・データは、お客さま満足度No.１の顧客価値（カスタマーバリュー）を提供できる企業を目指

し、「基礎体力の向上に向けた施策」といたしましては、営業力やＳI競争力の強化、並びに積極的な新商品・サービスの創

造に取り組みました。「成長施策」といたしましては、法人分野などにおける営業・開発力の増強、また、先進的ソリュー

ション・サービスの開発および次世代基幹システム構築基盤の開発・整備についての取り組みを進めました。 

 これらの取り組みを通じ、新規システムの受注・サービス開始に向けた積極的な営業活動および効率的なシステム開発を

進めるとともに、提供中のシステムについては、引き続き安定したサービスの提供に努めております。 

 金融分野につきましては、金融機関向けの共同利用型システムである「地銀共同センター」の参加銀行数の拡大を図りま

した。また、現在同センターで稼動する国際勘定系システムをベースとした地銀上位・中堅地方銀行向け国際系システム

「ＢｅＳＴＡ-ＦＸ」を開発し、構築から運用までの外部委託（アウトソーシング）を含めたサービスを販売開始しました。

法人分野につきましては、内部統制に有効なサービスやノウハウを体系化し、導入コンサルティングから構築した仕組みの



運用定着まで内部統制強化を支援する一貫したサービスの提供を開始しました。また、法人分野の拡大に向けて、住宅業界

や旅行業界との資本提携を通じて、専門性の高い業界ノウハウと株式会社エヌ・ティ・ティ・データが有する多様な経営資

源の活用による体制の強化に取り組みました。公共分野につきましては、提供中のシステムの安定したサービスの提供と新

規開発システムの受注に取り組みました。 

 以上の結果、データ通信事業における当中間連結会計期間の営業収益は4,437億円（前年同期比17.1％増）となりました。

  

⑤ その他の事業 

 その他の事業においては、システムインテグレーション・情報処理事業、先端技術開発事業、エンジニアリング事業、金

融事業、不動産事業、共通業務事業、シンクタンク事業等それぞれの事業を積極的に推進しました。 

 以上の結果、その他の事業における当中間連結会計期間の営業収益は5,601億円（前年同期比6.3％減）となりました。 

  

(2）キャッシュ・フロー 

 当中間連結会計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、中間純利益、減価償却費、買掛金及び未払人件費

の減少などにより、7,936億円となりました。前年同期比では、8,059億円（50.4％）キャッシュ・フローが減少しております

が、これは法人税等の支払額（純額）が増加したこと（前年同期はAT&T Wireless Services,Inc.の減損が税務上損金として認

容されたことなどにより法人税等の支払額（純額）は292億円）及び９月末が金融機関の休業日のため電話料金等の回収が翌月

にずれこんだため売掛金が増加したことなどによるものであります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」については、固定資産の取得などにより、１兆1,568億円の現金を使用しました。前

年同期比では、538億円（4.4％）現金支出が減少しておりますが、これは三井住友カード株式会社の株式取得などによる現金

支出があった前年同期に比べ、長期投資による支出が減少したことなどによるものであります。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」については、借入金の返済などにより、3,433億円の現金を使用しました。前年同期

比では、2,946億円（46.2％）現金支出が減少しておりますが、これは自己株式の取得による支出が減少した一方で長期借入金

等の調達及び返済により支出が増加したことなどによるものであります。 

 以上の結果、当中間連結会計期間末におけるＮＴＴグループの現預金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較し

て7,064億円（50.1％）減少し、7,044億円となりました。 

 



２【営業の実績】 

(1）電気通信回線設備等 

 前中間連結会計期間末及び当中間連結会計期間末における主要サービス別の回線設備等の状況は次のとおりであります。 

 （注） ｉモードサービスは、携帯電話（ＦＯＭＡ）分（平成17年９月30日現在16,464千契約、平成18年９月30日現在28,199千契

約）、携帯電話（ｍｏｖａ）分（平成17年９月30日現在28,675千契約、平成18年９月30日現在18,987千契約）の合計を記

載しております。 

 

サービスの種類 
平成17年 
９月30日現在 

平成18年
９月30日現在 

地域通信事業 

東日本 

音声伝送サービス

一般加入電話 （千加入） 24,247 22,227

公衆電話 （個） 199,237 180,347

総合ディジタル通
信サービス 

ＩＮＳネット 64 （千回線） 3,917 3,562

ＩＮＳネット 1500 （千回線） 37 36

専用サービス 

一般専用サービス （千回線） 227 205

高速ディジタル伝送サービス （千回線） 192 160

ＡＴＭ専用サービス （回線） 5,387 4,473

ブロードバンド
サービス 
（専用・データ伝送） 

Ｂフレッツ （千回線） 1,301 2,605

フレッツ・ＡＤＳＬ （千回線） 2,971 2,943

西日本 

音声伝送サービス

一般加入電話 （千加入） 24,712 22,837

公衆電話 （個） 214,466 195,554

総合ディジタル通
信サービス 

ＩＮＳネット 64 （千回線） 3,682 3,378

ＩＮＳネット 1500 （千回線） 22 21

専用サービス 

一般専用サービス （千回線） 213 197

高速ディジタル伝送サービス （千回線） 158 129

ＡＴＭ専用サービス （回線） 4,444 3,952

ブロードバンド
サービス 
（専用・データ伝送） 

フレッツ光（Ｂフレッツ、フレッツ・光プレミアム） （千回線） 1,055 2,118

フレッツ・ＡＤＳＬ （千回線） 2,605 2,643

長距離・国際通信事業 

データ伝送 
サービス 

パケット交換サービス （千回線） 898 821

フレームリレーサービス （千回線） 34 28

セルリレーサービス （回線） 228 166

ファクシミリ通信網サービス （千回線） 1,061 1,026

オープンコンピュータ通信網サービス （千回線） 4,950 5,713

専用サービス 

一般専用サービス （千回線） 10 9

高速ディジタル伝送サービス （千回線） 25 20

ＡＴＭ専用サービス （回線） 1,662 1,337

移動通信事業 

携帯電話（ＦＯＭＡ）サービス （千契約） 16,770 29,098

携帯電話（ｍｏｖａ）サービス （千契約） 33,134 23,004

ⅰモードサービス （千契約） 45,139 47,186

ＰＨＳサービス （千契約） 987 606



(2）営業実績 

 前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間における営業実績は次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．当中間連結会計期間において、㈱ぷららネットワークスについては、「地域通信事業」セグメントから「長距離・国際

通信事業」セグメントへ、ＮＴＴレゾナント㈱他１社については、「その他の事業」セグメントから「長距離・国際通

信事業」セグメントへ、それぞれ変更しております。これに伴い、過年度の数値を一部修正しております。 

  

  

サービス種別 

前中間連結会計期間
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

当中間連結会計期間 
（平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで） 

金額（百万円） 金額（百万円） 

地域通信
事業 

固定音声伝送サービス 1,662,942 1,512,720 

ＩＰ系・パケット通信サービス 232,816 305,711 

システムインテグレーションサービス 56,757 58,107 

その他 228,257 223,398 

小計 2,180,772 2,099,936 

内部売上高 322,948 306,281 

地域通信事業計 1,857,824 1,793,655 

長距離・
国際通信
事業 

固定音声伝送サービス 312,110 311,865 

ＩＰ系・パケット通信サービス 173,772 175,412 

システムインテグレーションサービス 33,755 36,144 

その他 83,728 86,301 

小計 603,365 609,722 

内部売上高 57,573 54,387 

長距離・国際通信事業計 545,792 555,335 

移動通信
事業 

移動音声関連サービス 1,602,666 1,565,237 

ＩＰ系・パケット通信サービス 548,322 609,002 

その他 222,467 209,134 

小計 2,373,455 2,383,373 

内部売上高 25,550 27,585 

移動通信事業計 2,347,905 2,355,788 

データ 
通信事業 

システムインテグレーションサービス 379,053 443,716 

内部売上高 49,507 49,312 

データ通信事業計 329,546 394,404 

その他 

その他 597,958 560,112 

内部売上高 447,542 410,019 

その他事業計 150,416 150,093 

合計 5,231,483 5,249,275 



３【対処すべき課題】 

 わが国経済は、原油価格をはじめとした商品市況や海外経済・金融動向の影響に留意する必要があるものの、設備投資が引き

続き増加するとともに、企業部門の好調さが家計部門へ波及することが期待され、国内民間需要に支えられた景気回復が続くも

のと見込まれております。 

 情報通信分野では、ブロードバンド化とユビキタス化が引き続き進展し、ＩＰ化にともなうサービスの融合が加速するなか

で、個人や社会にとってより豊かなコミュニケーション環境が整いつつあります。国内外の情報通信事業者は、固定通信と移動

通信、通信と放送の連携・融合に対応するため、合併・買収などの事業統合を行うなど、いっそうの事業構造改革を進めてお

り、新たなビジネスモデルの出現とも相まって、競争は激しさを増すものと想定されます。 

 このような状況のなか、ＮＴＴグループは、市場環境の急速な変化に対応しつつ、「中期経営戦略」を推進してまいります。 

 具体的な事業展開といたしましては、光アクセスにつきましては、2010年に3,000万のお客さまにご利用いただくという目標の

達成に向けて、お客さまニーズにあわせた新プランの提供、法人のお客さまへのサービス拡充など、引き続き販売と営業力の強

化に取り組んでまいります。「ＦＯＭＡ」につきましては、端末の品揃えの充実、基地局の増設などによるネットワーク品質の

向上に取り組むとともに、音楽系サービスやｉモード検索サービス、また、クレジットビジネスなどによる新たな収入源の創出

に向けた取り組みを進めてまいります。当中間連結会計期間に提供体制を一元化した上位レイヤサービスにつきましては、統合

による相乗効果を発揮したビジネス展開と基盤部分の共通化などの効率化を進めていきます。また、株式会社エヌ・ティ・

ティ・データの売上高を１兆円の大台に乗せることを目指すなど、法人のお客さま向けのソリューション関連事業につきまして

も、引き続き積極的に取り組んでまいります。 

 次世代ネットワークにつきましては、「中期経営戦略の推進について」において公表したロードマップに基づき、本年12月よ

り実証実験（フィールドトライアル）を開始いたします。実証実験には、情報家電ベンダ、インターネット接続事業者、通信事

業者などが参加予定であり、様々な、映像コミュニケーション、情報配信サービス、情報家電を利用したサービスを展開する予

定です。また、ひかり電話の通話が一時つながりにくくなった事態を踏まえ、次世代ネットワークの信頼性確保を最重要課題と

して取り組んでまいります。 

 以上のような取り組みを通じて、ＮＴＴグループは、企業価値の増大に努めてまいる所存です。 

  

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約はありません。 

  

 



５【研究開発活動】 

 ＮＴＴグループは、さらなる大容量通信の実現に向け、従来の光伝送容量をしのぐ世界最高の毎秒14テラビット（ハイビジョ

ン映画140本分を１秒で転送可能な速度）の通信実験に成功するなど、将来のネットワークの基盤技術の開発などに取り組みまし

た。 

  

 なお、当中間連結会計期間における各事業の種類別セグメントの研究開発の概要は、次のとおりであります。 

  

  

  

事業の種類別セグメントの名称 
金額 

（百万円） 
摘要

地域通信事業 65,078
ＩＰ・ブロードバンド化の進展、ユーザニーズの多様
化に対応するアクセスサービスの拡充及び付加価値の
高いサービスの研究開発等 

長距離・国際通信事業 12,022
ＩＰネットワークからプラットフォームの分野におけ
る高い付加価値をもったサービス開発等 

移動通信事業 52,891
多様なサービスの提供に向けたネットワーク及び端末
の高機能化・高品質化・低コスト化への研究開発なら
びに今後の移動通信の発展を見据えた基礎研究等 

データ通信事業 5,184
新規事業の推進、システムインテグレーションの競争
力強化及び将来に向けた基盤技術開発の３つの分野に
おける重点的な技術開発等 

その他の事業 61,536
通信システムや新サービスを実現するための基盤技術
や、ネットワークサービスの革新をもたらす新原理、
新部品、新素材技術に関する研究開発等 

小計 196,711

内部取引 61,058

合計 135,653



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】 

 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありません。 

  

  



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】 

  

②【発行済株式】 

  

(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】 

  

 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 61,929,209 

計 61,929,209 

種類 
中間会計期間末現在発行数 

（株） 
（平成18年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成18年12月15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 15,741,209 15,741,209

㈱東京証券取引所
（市場第一部） 
㈱大阪証券取引所 
（市場第一部） 
㈱名古屋証券取引所 
（市場第一部） 
福岡証券取引所 
札幌証券取引所 
ニューヨーク証券取引所 
ロンドン証券取引所 

－ 

計 15,741,209 15,741,209 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成18年４月１日～ 
平成18年９月30日 

－ 15,741,209 － 937,950 － 2,672,826



(4）【大株主の状況】 

 （注） 当社は自己株式1,919,955.84株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 

  

 

  （平成18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（％） 

財務大臣 東京都千代田区霞が関３丁目１番１号 5,308,031.26 33.72

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番11号 654,734.00 4.16

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番３号 528,752.00 3.36

モクスレイ．アンド．カンパ
ニー 
（常任代理人 ㈱三菱東京Ｕ
ＦＪ銀行） 

23,WALL STREET, NEW YORK, N.Y.10015 
U.S.A. 
（東京都千代田区丸の内２丁目７番１号） 

471,281.00 2.99

ステート ストリート バンク 
アンド トラスト カンパニー
505103 
（常任代理人 ㈱みずほコー
ポレート銀行） 

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 
U.S.A. 
（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 

146,406.00 0.93

ＮＴＴ社員持株会 東京都千代田区大手町２丁目３番１号 133,819.22 0.85

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 ㈱みずほコー
ポレート銀行） 

WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET, LONDON 
EC2P 2HD,ENGLAND 
（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 

114,167.00 0.73

住友信託銀行株式会社（信託
Ｂ口） 

大阪府大阪市中央区北浜４丁目５番33号 110,121.00 0.70

メロン バンク トリーテイ
ー クライアンツ オムニバ
ス（常任代理人 香港上海銀
行） 

ONE BOSTON PLACE BOSTON, MA 02108
（東京都中央区日本橋三丁目11番１号） 

108,921.00 0.69

日本トラスティ・サービス信
託銀行株式会社（信託口4） 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 105,753.00 0.67

計 － 7,681,985.48 48.80



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 上記「完全議決権株式（その他）」には、証券保管振替機構名義の株式が7,915株及び名義人以外から株券喪失登録のある

株式が６株含まれております。 

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数7,915個、株主名簿上は当社名義となってい

るが実質的に保有していない完全議決権株式に係る議決権の数５個及び名義人以外から株券喪失登録のある株式に係る議

決権の数６個が含まれておりません。 

  

②【自己株式等】 

 （注） 上記のほか、株主名簿上は当社名義となっているが実質的に保有していない株式が５株あります。 

なお、当該株式数は上記（発行済株式）の「完全議決権株式（その他）」の欄に含まれております。 

 

      （平成18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） 普通株式  1,920,005 ― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式  13,785,102 13,777,176 ― 

端株 普通株式    36,102 ― ― 

発行済株式総数 普通株式  15,741,209 ― ― 

総株主の議決権 ― 13,777,176 ― 

      （平成18年９月30日現在） 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数
の合計 
（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㈱ 
東京都千代田区大手
町２丁目３番１号 

1,919,955 － 1,919,955 12.2

関東通信輸送㈱ 
東京都新宿区西新宿
３丁目６番４号 

30 － 30 0.0

エヌ・ティ・ティ・ビジ
ュアル通信㈱ 

東京都港区麻布台１
丁目11番９号 

20 － 20 0.0

計 － 1,920,005 － 1,920,005 12.2



２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  
 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 523,000 582,000 576,000 600,000 613,000 602,000 

最低（円） 499,000 507,000 508,000 546,000 555,000 555,000 



第５【経理の状況】 
  

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24号、以

下「中間連結財務諸表規則」という。）第87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。 

 また、中間連結財務諸表の記載金額は、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。）に基づいて作成しております。 

 前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間会計期

間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等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17年４月１日から平成17年９月30日まで）の中間

連結財務諸表及び前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の中間財務諸表については、中央青山監査法

人及びあずさ監査法人の監査を、当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び

当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間財務諸表については、みすず監査法人及びあずさ監査法

人の監査を各々受けております。 

  

（注）従来から当社の中間連結財務諸表及び中間財務諸表の監査を行っている中央青山監査法人は、平成18年９月１日に、法人

名称を「みすず監査法人」に変更しております。 

  
  



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17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(平成18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 流動資産    

１．現預金及び現金同等物   1,138,281 704,395 1,410,837 

２．短期投資   313,124 107,657 55,957 

３．受取手形及び売掛金   1,613,175 1,978,664 1,792,948 

４．貸倒引当金   △37,561 △32,157 △32,011 

５．棚卸資産   342,196 407,910 391,603 

６．前払費用及びその他の流動
資産 

  414,311 435,674 351,523 

７．繰延税金資産   266,295 256,095 283,431 

流動資産合計   4,049,821 21.7 3,858,238 21.0 4,254,288 22.5

Ⅱ 有形固定資産 
(注１，
２) 

 

１．電気通信機械設備   14,208,168 14,537,013 14,333,400 

２．電気通信線路設備   12,989,043 13,287,973 13,137,613 

３．建物及び構築物   5,632,761 5,720,376 5,688,344 

４．機械、工具及び備品   1,935,152 1,895,280 1,889,322 

５．土地   846,711 879,203 864,518 

６．建設仮勘定   348,443 307,529 290,361 

小計   35,960,278 36,627,374 36,203,558 

減価償却累計額   △25,501,395 △26,167,211 △25,767,653 

有形固定資産合計   10,458,883 56.1 10,460,163 57.0 10,435,905 55.3

Ⅲ 投資及びその他の資産    

１．関連会社投資 
(注３，
11) 

241,689 283,575 280,533 

２．市場性のある有価証券及び
その他の投資 

(注４) 466,270 542,898 601,701 

３．営業権 (注９) 333,033 369,324 346,919 

４．その他の無形資産   1,322,392 1,301,792 1,323,695 

５．その他の資産   702,146 692,686 695,010 

６．繰延税金資産   1,075,485 856,310 948,144 

投資及びその他の資産合計   4,141,015 22.2 4,046,585 22.0 4,196,002 22.2

資産合計   18,649,719 100.0 18,364,986 100.0 18,886,195 100.0

     



  

  

  

    
前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(平成18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
（％） 

（負債及び資本の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．短期借入金   564,722 503,363 480,406 

２．１年以内の返済予定長期借
入債務 

  976,305 751,002 794,438 

３．買掛金   1,030,244 1,126,047 1,524,746 

４．未払人件費   384,255 391,026 486,234 

５．未払利息   13,486 12,090 17,395 

６．未払法人税等   200,342 154,118 215,459 

７．未払消費税等   33,565 45,440 26,656 

８．前受金   81,750 57,614 62,486 

９．その他の流動負債   393,944 309,827 364,809 

流動負債合計   3,678,613 19.7 3,350,527 18.3 3,972,629 21.0

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入債務   4,087,072 3,792,061 3,916,087 

２．リース債務   113,833 121,032 127,780 

３．未払退職年金費用   1,860,718 1,671,992 1,684,741 

４．その他の固定負債   531,004 537,850 552,281 

固定負債合計   6,592,627 35.4 6,122,935 33.3 6,280,889 33.3

Ⅲ 少数株主持分   1,792,472 9.6 1,878,113 10.2 1,853,151 9.8

Ⅳ 資本    

１．資本金 (注５) 937,950 5.0 937,950 5.1 937,950 5.0

２．資本剰余金 (注９) 2,841,100 15.2 2,843,113 15.5 2,843,108 15.1

３．利益剰余金 (注５) 3,620,780 19.4 3,997,314 21.8 3,747,265 19.8

４．その他の包括利益（△損
失）累積額 

  92,947 0.5 142,464 0.8 158,291 0.8

５．自己株式 (注５) △906,770 △4.8 △907,430 △5.0 △907,088 △4.8

資本合計   6,586,007 35.3 7,013,411 38.2 6,779,526 35.9

負債及び資本合計   18,649,719 100.0 18,364,986 100.0 18,886,195 100.0

     

区分 
注記
番号 

金額（円） 金額（円） 金額（円） 

１株当たり情報：   

 純資産額   476,472.06 507,436.69 490,493.28



②【中間連結損益計算書】 

  

  

  

    
前中間連結会計期間 

（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

当中間連結会計期間 
（平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで） 

前連結会計年度 
（平成17年４月１日から 
平成18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 営業収益    

１．固定音声関連収入   1,701,200 1,568,621 3,382,720 

２．移動音声関連収入   1,580,627 1,541,904 3,125,780 

３．IP系・パケット通信収入   947,472 1,082,944 1,953,251 

４．通信端末機器販売収入   283,721 262,133 592,220 

５．システムインテグレーショ
ン収入 

  402,884 474,704 976,582 

６．その他の営業収入   315,579 318,969 710,583 

営業収益合計   5,231,483 100.0 5,249,275 100.0 10,741,136 100.0

Ⅱ 営業費用 (注８)  

１．サービス原価   1,063,389 1,089,611 2,297,264 

２．通信端末機器原価   573,731 606,174 1,236,482 

３．システムインテグレーショ
ン原価 

  247,553 303,870 629,690 

４．減価償却費   1,023,598 1,023,646 2,110,920 

５．減損損失   3,434 1,062 6,136 

６．販売費及び一般管理費   1,556,395 1,529,563 3,269,944 

７．営業権及びその他の無形資
産の一時償却 

  - 3,825 - 

営業費用合計   4,468,100 85.4 4,557,751 86.8 9,550,436 88.9

Ⅲ 営業利益   763,383 14.6 691,524 13.2 1,190,700 11.1

Ⅳ 営業外損益    

１．支払利息、社債発行差金償
却及び社債発行費 

  △37,829 △36,082 △75,782 

２．受取利息   15,822 12,520 28,842 

３．子会社株式売却益   - - 708 

４．関連会社株式売却益 (注３) 61,962 80 61,962 

５．市場性のある有価証券及び
その他の投資売却益 

(注４) 3,807 1,065 47,770 

６．その他、純額   26,497 30,551 51,663 

営業外損益合計   70,259 1.3 8,134 0.1 115,163 1.1

税引前中間（当期）純利益（△
損失） 

  833,642 15.9 699,658 13.3 1,305,863 12.2

法人税等   334,851 6.4 286,043 5.4 542,207 5.1

当年度分   197,480 158,581 333,778 

繰延税額   137,371 127,462 208,429 

少数株主持分損益及び持分法に
よる投資利益（△損失）調整
前利益（△損失） 

  498,791 9.5 413,615 7.9 763,656 7.1

少数株主持分損益   148,338 2.8 126,825 2.4 246,396 2.3

持分法による投資利益（△
損失） 

(注３) △19,720 △0.4 4,725 0.1 △18,575 △0.2

中間（当期）純利益（△損失）   330,733 6.3 291,515 5.6 498,685 4.6

     

区分 
注記
番号 

金額（円） 金額（円） 金額（円） 

１株当たり情報：   

期中加重平均発行済普通株式数
（株） 

  14,805,270 13,821,594 14,315,049

中間（当期）純利益（△損失）   22,338.87 21,091.27 34,836.42

配当金   3,000.00 4,000.00 6,000.00



③【中間連結株主持分計算書】 

  

  

  

   
前中間連結会計期間 

（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

当中間連結会計期間 
（平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで） 

前連結会計年度 
（平成17年４月１日から 
平成18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 資本金 (注５) 

期首残高  937,950 937,950 937,950

中間期末（期末）残高  937,950 937,950 937,950

Ⅱ 資本剰余金  

１．期首残高  2,799,828 2,843,108 2,799,828

２．子会社等の持分変動による増加 (注９) 41,272 - 43,280

３．その他  - 5 -

中間期末（期末）残高  2,841,100 2,843,113 2,843,108

Ⅲ 利益剰余金  

１．期首残高  3,334,866 3,747,265 3,334,866

２．利益処分 
現金配当金 

(注５) △44,819 △41,466 △44,819

３．中間配当 
現金配当金 

 - - △41,467

４．中間（当期）純利益（△損失）  330,733 291,515 498,685

中間期末（期末）残高  3,620,780 3,997,314 3,747,265

Ⅳ その他の包括利益（△損失）累積
額 

 

１．期首残高  63,066 158,291 63,066

２．その他の包括利益（△損失）  29,881 △15,827 95,225

中間期末（期末）残高  92,947 142,464 158,291

Ⅴ 自己株式 (注５) 

１．期首残高  △367,107 △907,088 △367,107

２．増減  △539,663 △342 △539,981

中間期末（期末）残高  △906,770 △907,430 △907,088

株主持分中間期末（期末）残高  6,586,007 7,013,411 6,779,526

   

包括利益（△損失）  

１．中間（当期）純利益（△損失）  330,733 291,515 498,685

２．その他の包括利益（△損失）  29,881 △15,827 95,225

包括利益（△損失）合計  360,614 275,688 593,910



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17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

当中間連結会計期間 
（平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで） 

前連結会計年度 
（平成17年４月１日から 
平成18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 

 

中間（当期）純利益（△損失）  330,733 291,515 498,685 

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： 

 

減価償却費  1,023,598 1,023,646 2,110,920 

減損損失  3,434 1,062 6,136 

繰延税額  137,371 127,462 208,429 

少数株主持分損益  148,338 126,825 246,396 

営業権及びその他の無形資産の
一時償却 

 - 3,825 - 

固定資産除却損  42,817 56,692 140,990 

子会社株式売却益  - - △708 

関連会社株式売却益 (注３) △61,962 △80 △61,962 

市場性のある有価証券及びその
他の投資売却益 

(注４) △3,807 △1,065 △47,770 

持分法による投資（△利益）損
失 

(注３) 19,720 △4,725 18,575 

受取手形及び売掛金の（△増
加）減少額 

 238,197 △171,027 56,589 

棚卸資産の（△増加）減少額  △57,288 △14,934 △106,228 

その他の流動資産の（△増加）
減少額 

 37,894 △30,523 103,014 

買掛金及び未払人件費の増加
（△減少）額 

 △398,689 △400,085 33,174 

未払消費税等の増加（△減少）
額 

 17,391 18,299 10,435 

未払利息の増加（△減少）額  △4,997 △5,001 △1,104 

前受金の増加（△減少）額  13,880 △4,472 △5,442 

未払法人税等の増加（△減少）
額 

 85,222 △61,675 99,875 

その他の流動負債の増加（△減
少）額 

 55,555 △43,734 77,618 

未払退職年金費用の増加（△減
少）額 

 1,517 38,781 △105,616 

その他の固定負債の増加（△減
少）額 

 △13,644 △13,752 24,719 

その他  △15,750 △143,430 △63,829 

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,599,530 793,604 3,242,896 



  

補足情報 

  

 

   
前中間連結会計期間 

（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

当中間連結会計期間 
（平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで） 

前連結会計年度 
（平成17年４月１日から 
平成18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） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロ
ー 

 

有形固定資産の取得による支出   △909,901 △878,706 △1,696,348 

有形固定資産の売却による収入   12,823 18,802 46,877 

長期投資による支出   △114,940 △26,180 △273,202 

長期投資の売却による収入 (注３) 38,130 6,856 58,565 

短期投資による支出  △250,344 △2,692 △253,144 

短期投資の償還による収入  201,065 1,599 503,334 

無形資産及びその他の資産の取
得 

  △187,508 △276,509 △463,344 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △1,210,675 △1,156,830 △2,077,262 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロ
ー 

     

長期借入債務の増加による収入   194,416 256,143 412,608 

長期借入債務の返済による支出   △249,382 △430,017 △799,749 

配当金の支払額 (注５) △44,819 △41,466 △86,286 

自己株式の売却及び取得（純
額） 

(注５) △539,663 △337 △539,981 

少数株主からの株式取得による
支出 

(注９) △22,321 △89,997 △46,321 

短期借入金及びその他の増加
（△減少）額 

  23,872 △37,670 △80,174 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △637,897 △343,344 △1,139,903 

Ⅳ 現預金及び現金同等物に係る換算
差額 

  5,364 128 3,147 

Ⅴ 現預金及び現金同等物の増加（△
減少）額 

  △243,678 △706,442 28,878 

Ⅵ 現預金及び現金同等物の期首残高   1,381,959 1,410,837 1,381,959 

Ⅶ 現預金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高 

  1,138,281 704,395 1,410,837 

       

現預金支払額：      

支払利息   42,078 41,077 75,688 

法人税等（純額）   29,193 233,320 170,883 

現金支出を伴わない投資及び財務活
動： 

     

キャピタル・リース債務発生額   7,469 7,583 21,583 



注記事項 

 

注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（会計原則審議会

（Accounting Principles Board、以下「APB」）意見書、財務会計基準書（Statement of Financial 

Accounting Standards、以下「SFAS」）等）に基づいて作成しております。当社は、昭和36年６月に米国証券

取引委員会に米国預託証券の発行登録を行い、平成６年９月にニューヨーク証券取引所に上場しております。

よって当社は、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。 

 当社及び当社の子会社（以下「NTT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ます。 

  

（１）持分法による投資利益（△損失）の表示区分 

 持分法による投資利益（△損失）については、「法人税等」の後に区分して表示しております。 

  

（２）少数株主持分の表示区分 

 少数株主持分については、連結貸借対照表上、負債の部と資本の部の中間に独立の項目として表示して

おります。 

  

（３）代理店へ支払う一定の手数料 

 再販目的でNTT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。 

  

（４）土木設備の減価償却方法 

 当社の国内連結子会社においては、平成15年３月期から土木設備に係る償却方法を変更（定率法から定

額法）しておりますが、米国会計基準においては従前の償却方法（定率法）を継続しております。当該差

異は、有形固定資産の個別財務諸表における減価償却方法の変更（定率法から定額法）について、変更時

に必要とされる会計処理が日本と米国では異なることに起因するものであります。 

  

（５）未払退職年金費用 

 SFAS第87号「事業主の年金会計」及び第88号「給付建年金制度の清算と縮小、退職給付の会計処理」に

基づき、未払退職年金費用を計上しております。 

 なお、当中間連結会計期間における退職給付費用算定上の基礎率である割引率について、当社及び当社

の国内連結子会社は2.5％を採用しておりますが、米国会計基準においては2.0％を採用しております。当

該差異は、割引率の設定方法が日本と米国では異なることに起因するものであります。 

  

（６）有給休暇 

 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。 

  

（７）リース会計 

 SFAS第13号「リースの会計処理」に基づき会計処理しております。 

  



 

注２．重要な会計方針の要約 

（１）新会計基準の適用 

  

棚卸資産の原価に関する会計処理 

 平成18年４月１日より、SFAS第151号「棚卸資産の原価－会計調査公報（Accounting Research Bulletin、

以下「ARB」）第43号第４章の改訂」を適用しております。SFAS第151号はARB第43号第４章「棚卸資産の評

価」の指針を改訂するものであり、遊休設備に関連する費用、運搬費、処理費用及び仕損品が異常に発生し

た場合の会計処理を明確にするものであります。従前のARB第43号第４章は、上記費用が相当に異常に発生

した場合に期間費用として認識することを規定しておりました。SFAS第151号は、「相当に異常に発生した

場合」という条件に合致するか否かに関わらず、異常な当該費用を全て期間費用として認識することを要求

しております。また、SFAS第151号は、固定間接費を生産設備の正常操業度に基づいて加工費に配賦するこ

とを要求しております。SFAS第151号適用による経営成績及び財政状態への影響はありません。 

  

株式に基づく報酬の会計処理 

 平成18年４月１日より、SFAS第123号「株式に基づく報酬の会計処理」改訂を適用しております。SFAS第

123号改訂はAPB意見書第25号「従業員へ発行する株式の会計処理」に規定する処理を廃止し、公正価値法に

よる処理を要求しております。SFAS第123号改訂適用による経営成績及び財政状態への影響は軽微でありま

す。 

  

不動産共同使用取引に関する会計処理 

 平成18年４月１日より、SFAS第152号「不動産共同使用取引に関する会計処理－SFAS第66及び第67号の改

訂」を適用しております。SFAS第152号はSFAS第66号「不動産売却の会計処理」を改訂するものであり、不

動産共同使用取引に関する指針を提供している米国公認会計士協会の参考意見書(Statement of Position、

以下「SOP」)第04-２号「不動産共同使用取引に関する会計処理」の参照を要求しております。また、同基

準書はSFAS第67号「不動産プロジェクトの原価及び賃貸営業の開始の会計処理」を改訂し、賃貸営業の開始

及び不動産プロジェクトの売却時に発生する原価に関する指針を不動産共同使用取引には適用しないことを

規定しております。SFAS第152号適用による経営成績及び財政状態への影響はありません。 

  

非貨幣資産の交換に関する会計処理 

 平成18年４月１日より、SFAS第153号「非貨幣資産の交換－APB意見書第29号改訂」を適用しております。

SFAS第153号は類似する生産用資産の現金を伴わない交換取引に関する例外規定を削除し、これに代わり、

取引としての実体を有さない非貨幣資産の交換に関する例外規定を採用しました。SFAS第153号適用による

経営成績及び財政状態への影響は軽微であります。 

  

会計上の変更及び誤謬の修正に関する会計処理 

 平成18年４月１日より、SFAS第154号「会計上の変更及び誤謬の修正－APB意見書第20号及びSFAS第３号の

改訂」を適用しております。SFAS第154号はAPB意見書第20号「会計上の変更」及びSFAS第３号「会計上の変

更を中間財務諸表で如何に報告するか」を代替するものであり、会計原則の変更に係る会計処理及び報告に

ついての規定を変更しております。従前のAPB意見書第20号は、任意の会計原則の変更について、その累積

的影響額を変更した期の純利益に含めて計上するよう規定しておりましたが、SFAS第154号は過年度財務諸

表へ遡及して適用するよう規定しております。SFAS第154号の適用による経営成績及び財政状態への影響は

ありません。今後も会計上の変更及び誤謬の修正を行った場合は、SFAS第154号の規定を適用致します。 

  



 

（２）主要な会計方針 

  

連結の基本方針及び関連会社に対する投資の会計処理 

 中間連結財務諸表は、当社、当社が過半数の議決権を所有する子会社及び米国財務会計基準審議会

（Financial Accounting Standards Board、以下「FASB」）解釈指針（Interpretation、以下「FIN」）第

46号改訂の適用により連結対象となる変動持分事業体（Variable Interest Entity、以下「VIE」）の勘定

残高を含んでおります。連結手続きにあたっては、全ての重要な連結会社間取引及び債権債務を消去してお

ります。 

 海外子会社には中間会計期間末が６月30日のものがありますが、７月１日から９月30日の期間において発

生した重要な取引は中間連結財務諸表に反映しております。 

 当社が重要な影響力を行使しうる、あるいは当社が持分を20％から50％所有する関連会社への投資は、取

得原価に当該各社の未分配損益に対する当社の持分額を加減算した金額により計上しております。当社の持

分比率が20％未満で、重要な影響を及ぼしていない会社に対する投資は、原価法で処理しております。 

 当社は、APB意見書第18号「持分法投資に係る会計処理」に基づき、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等を含む入手可能な様々な情報を利用しております。その結果、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、帳簿価額を切り下げております。 

 子会社あるいは関連会社が、当社における一株当たり平均帳簿価額と異なる価額により、第三者に対して

株式を発行する場合等があります。このような取引に関連して発生する持分変動差額については資本取引と

して処理しております。 

  

見積りの使用 

 米国会計基準に従った当社の中間連結財務諸表の作成にあたっては、経営者は一定の見積りや予測を行う

ことが必要となり、それらは中間連結会計期間末現在での資産・負債の計上額及び偶発資産・債務の開示、

ならびに中間連結会計期間の収益・費用の計上額に影響を与える場合があります。また、結果として、見積

額と実績額とが相違する場合があります。 

  

収益の認識 

 固定音声関連収入、移動音声関連収入、IP系・パケット通信収入及びその他の通信サービスに係る収益

は、顧客に当該サービスが提供された時点で認識しております。なお、移動音声関連収入及びIP系・パケッ

ト通信収入について、携帯電話（ＦＯＭＡ、ｍｏｖａ）サービスの月額基本使用料に含まれる一定限度額ま

でを無料通信分として当月の通信料から控除しております。従来、無料通信分は当月内のみ有効とし月額基

本使用料の全額を当月に収益認識しておりましたが、平成15年11月からは当月に未使用の無料通信分を２ヶ

月間自動的に繰越すサービス（「２ヶ月くりこし」サービス）の提供を開始しております。また、２ヵ月を

経過して有効期限切れとなる無料通信分の未使用額について、「ファミリー割引」サービスを構成する他回

線の当該月の無料通信分を超過した通信料に自動的に充当されるサービスを導入し、平成16年12月の月額基

本使用料に含まれる無料通信分から適用を開始しております。当月未使用の無料通信分のうち、有効期限前

に使用が見込まれる額について収益の繰延を行っておりますが、従来は予想使用額を合理的に見積るに十分

な過去実績がなかったことから、未使用の無料通信分全額につき収益から控除し繰延べておりました。繰越

された無料通信分については通信料収入と同様に顧客が通信をした時点、または無料通信分が使用されず失

効した時点で収益認識をしております。使用されず失効するであろう無料通信分を見積るのに十分な過去実

績が揃ってきたことから、NTTグループは当中間連結会計期間より、未使用の無料通信分が将来使用される

割合に応じて、使用されず失効すると見込まれる無料通信分を収益として認識しております。この会計処理

による経営成績及び財政状態への重大な影響はありません。 

  



 

 移動音声関連収入のうち契約事務手数料等の初期一括手数料は繰り延べ、サービス毎に最終顧客（契約

者）の見積平均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。 

 通信端末機器販売収入については、発生問題専門委員会（Emerging Issues Task Force、以下「EITF」）

01-09「売り手による顧客（自社製品再販業者を含む）への支払報酬に関する会計処理」を適用し、顧客

（販売代理店等）への引渡時に、通信端末機器販売に係る収益から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。当該引渡日とは、製品の所有権が販売代理店に移転し、所有によるリスクと便益

が実質的に移転したとみなされる日であります。 

 システムインテグレーション収入は、契約上の給付が完了した時点で認識しております。 

 なお、損失の発生が予測される場合の損失引当は、損失の発生が最初に予測され、損失の額が合理的に見

積り可能となった日の属する中間連結会計期間において行っております。 

  

現預金及び現金同等物、短期投資 

 日々の必要資金を超えて保有する現預金は、主として定期預金、市場性のある日本政府の国債、コマーシ

ャルペーパー、CD現先に投資しております。これらのうち、取得日から３ヶ月以内に満期となる投資につい

ては中間連結貸借対照表上の「現預金及び現金同等物」に計上しており、当初の満期が取得日から３ヶ月を

超え、かつ中間連結会計期間末から12ヶ月以内の間に満期が到来する投資については中間連結貸借対照表上

の「短期投資」に計上しております。 

  

外貨換算 

 海外の子会社及び関連会社の資産・負債は中間決算日レートで円貨換算され、収益・費用は発生日レート

で換算されております。その結果生じた換算差額は、中間連結貸借対照表上の「その他の包括利益（△損

失）累積額」に計上しております。 

 外貨建金銭債権債務は、中間決算日レートで円貨換算され、その結果生じた為替差損益は、当該中間連結

会計期間の損益に計上しております。 

 NTTグループにおいては、一定の取引を外貨建で行っております。取引日から決済日までの間の為替相場

変動の影響は、中間連結損益計算書上の「その他、純額」に計上しております。 

  

市場性のある有価証券 

 公正価値が容易に算定できる売却可能持分証券の未実現保有損益は、税効果調整後の金額により「その他

の包括利益（△損失）累積額」に計上しております。また、公正価値が容易に算定できない持分証券及び譲

渡制限のある持分証券は原価法で会計処理しております。NTTグループは、市場性のある有価証券につい

て、一時的でない下落が生じた場合の減損処理の必要性を定期的に検討しております。検討の結果、下落が

一時的でないと判断される場合、当該有価証券について公正価値まで評価減を行っております。満期保有目

的の負債証券は償却原価法により評価しており、一時的でない市場価格の下落があった場合は正味実現価額

まで評価減を行っております。実現した売却損益は移動平均法による原価法により算定し、損益に計上して

おります。 

  

棚卸資産 

 棚卸資産は、通信端末機器、仕掛品、材料品及び貯蔵品で構成されております。通信端末機器及び材料品

は、時価を超えない範囲で、先入先出法による原価法で計上しております。仕掛品は、主として顧客との契

約に基づくソフトウェア製作に関して発生した未完成の製造原価であり、原価と見積実現可能価額のいずれ

か低い価額により評価しております。貯蔵品は、時価を超えない範囲で、総平均法または個別法に基づく原

価法で計上しております。 

  



 

有形固定資産及び減価償却方法 

 有形固定資産は、取得原価により計上しております。一般に定額法が適用される建物を除き、減価償却費

は資産の見積耐用年数を基礎とした定率法で計算しております。一部の例外を除き、償却資産の見積耐用年

数は以下のとおりであります。 

ディジタル交換設備        ６年 

ケーブル設備         10～13年 

地中設備             27年 

鉄筋コンクリート造り建物   38～50年 

機械、工具及び備品      ２～20年 

 少額の維持費、修繕費は発生時に費用計上しております。 

  

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のうち建設期間に係る部分については、資産の取得原価に算入

し、社内利用ソフトウェアの開発に伴う利子費用についても、同様に取得原価に算入しております。取得原

価に算入した利子費用については、関連資産の見積耐用年数にわたって償却しております。 

  

長期性資産の減損に関する会計処理 

 有形固定資産、ソフトウェアその他の無形資産を含む長期性資産については、SFAS第144号「長期性資産

の減損または処分の会計処理」に従い、当該資産の帳簿価額が回収できないことを示すような事象や状況の

変化が生じた場合においては、減損処理の必要性を検討することとしております。検討の結果、長期性資産

の使用及び処分から得られる割引前将来キャッシュ・フロー見積額が、資産の帳簿価額を下回る場合には、

当該資産の公正価値と帳簿価額の差額を中間連結損益計算書上の「減損損失」に計上しております。 

  

営業権及びその他の無形資産 

 事業の買収に要した費用のうち当該買収により取得した純資産の公正価値を超過する部分については、営

業権に計上しております。NTTグループは、SFAS第142号「営業権及びその他の無形資産」を適用しており、

営業権の償却は行わず、年一回及び減損の兆候があった時点で減損テストを実施することとしております。 

 その他の無形資産の主なものは、コンピュータ・ソフトウェアと施設利用権であります。NTTグループに

おいてはSOP第98-１号「社内利用ソフトウェアの会計処理」にしたがって、１年超の耐用年数を有する社内

利用ソフトウェアを資産計上しております。社内利用ソフトウェアの事後の追加、変更、改良に要する費用

は、当該ソフトウェアの機能が追加される場合に限り資産計上しております。ソフトウェアの保守、訓練費

用は発生時に費用処理しております。資産計上したコンピュータ・ソフトウェアは、概ね５年間にわたり定

額法で償却しております。 

  

法人税等 

 法人税等は中間連結損益計算書上の「税引前中間（当期）純利益（△損失）」に基づいて算定されてお

り、資産・負債の帳簿価額と税務申告上の価額との間の一時差異及び繰越欠損金に対する税効果について、

資産・負債法により繰延税金資産及び負債を認識しております。評価性引当金は、翌期以降の税金軽減効果

の実現が期待できないと予想される場合に計上しております。 

 NTTグループは、連結納税制度を適用した会計処理及び表示を行っております。連結納税制度の適用によ

り、毎期の法人税額及び法人税等調整額について、連結納税会社の課税所得等を通算して算定するととも

に、法人税に係る繰延税金資産の回収可能性についても、連結納税会社の将来の課税所得見積額を通算した

金額に基づき評価することとなります。なお、当中間連結会計期間末における連結納税会社は、当社及び日

本国内の完全子会社113社であり、東西地域会社及びNTTコミュニケーションズが含まれております。 

  



 

金融派生商品（デリバティブ） 

 NTTグループは、外国為替や金利の変動リスクを管理するために、デリバティブを利用しております。NTT

グループにおいては、投機目的でデリバティブ取引を行うことはありません。 

 NTTグループは、SFAS第133号「デリバティブ商品及びヘッジ活動に関する会計処理」、SFAS第138号「特

定のデリバティブ商品及び特定のヘッジ活動に関する会計処理－SFAS第133号の改訂」及びSFAS第149号「デ

リバティブ商品及びヘッジ活動に関する会計処理－SFAS第133号の改訂」を適用しております。当該基準に

したがって、全てのデリバティブは、資産または負債のいずれかに公正価値で認識され、中間連結貸借対照

表上の「前払費用及びその他の流動資産」、「その他の資産」、「その他の流動負債」、「その他の固定負

債」等に計上しております。各デリバティブの流動・固定の区分は、各商品の満期が12ヶ月以内かそれを超

えるかによっております。デリバティブの公正価値の変動額は、損益または株主持分（「その他の包括利益

（△損失）累積額」）として認識しており、当該デリバティブがヘッジ取引として認められるか否か及び公

正価値またはキャッシュ・フローのヘッジを目的とするものであるか否かにより決定しております。 

 先物為替予約、金利スワップ契約、通貨スワップ契約の公正価値は、各中間連結会計期間末現在で契約を

清算したと仮定した場合にNTTグループが受け取る、または支払う金額を将来キャッシュ・フローの割引価

額によって算定したものに基づいて見積もられております。 

 公正価値ヘッジに分類するデリバティブ取引については、認識した資産及び負債、もしくは未認識の確定

契約の公正価値ヘッジとして指定し、かつヘッジが有効なデリバティブに係る公正価値の変動額は、損益に

計上したうえ、ヘッジ対象の資産及び負債の変動額と相殺しております。 

 キャッシュ・フローヘッジに分類されるデリバティブについては、予定取引、もしくは認識した資産及び

負債に関連するキャッシュ・フロー変動リスクに対するヘッジとして指定し、かつヘッジが有効なデリバテ

ィブに係る公正価値の変動額は、まず「その他の包括利益（△損失）累積額」に計上し、ヘッジ取引が実現

した時点で損益に振替えております。 

 NTTグループでは、SFAS第133号のもとでヘッジ会計が適用されない場合であっても、特定の経済的リスク

をヘッジするためにデリバティブを行う場合があります。この場合、デリバティブの公正価値の変動額は損

益に計上しております。 

 NTTグループにおいては、ヘッジ手段とヘッジ対象の関係、ヘッジ取引を行ううえでのリスク管理方針等

について、正式文書として規定しており、公正価値ヘッジまたはキャッシュ・フローヘッジとして指定され

る全てのデリバティブとヘッジの対象である（1）中間連結貸借対照表における特定の資産・負債または

（2）特定の確定契約・予約取引を明確化しております。NTTグループは、ヘッジ取引に利用されているデリ

バティブが、ヘッジ対象の公正価値の変動やキャッシュ・フローの変動額に対して十分な相殺効果を有して

いるか否か、また、これらのデリバティブが将来にわたって十分な有効性を持つことが期待できるか否かに

ついて、ヘッジ取引の開始時点と少なくとも毎四半期ごとに検証しております。この結果、デリバティブが

ヘッジ取引として十分な有効性を持たないと判断された場合においては、ヘッジ会計の適用を中止し、ヘッ

ジ効果が認められないデリバティブの金額やヘッジの有効性評価を行っていないデリバティブの損益を中間

連結損益計算書上の「その他、純額」に計上しております。 

 ヘッジ会計が適用された金融商品からのキャッシュ・フローは、中間連結キャッシュ・フロー計算書上、

ヘッジ対象と同じ区分に計上しております。 

  

１株当たり中間（当期）純利益 

 基本的１株当たり中間（当期）純利益（Earnings Per Share、以下「EPS」）は、期中の平均発行済株式

数に基づいて計算しており、無償新株式の発行を考慮して調整しております。希薄化後EPSは、新株式発行

をもたらす権利の行使や契約の履行、新株式への転換によって起こる希薄化の影響を考慮して計算しており

ます。当社は、各中間連結会計期間及び連結会計年度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EPSと希薄化後EPSに差異はありません。 

  



 

包括利益 

 包括利益は、SFAS第130号「包括利益の報告」において、資本取引によるものを除く株主持分の総変動額

として定義されております。NTTグループにおける包括利益は、「中間（当期）純利益（△損失）」に、外

貨換算調整額、未実現有価証券評価損益、追加最小年金債務調整額、未実現デリバティブ評価損益の増減額

からなる「その他の包括利益（△損失）」を加減したもので構成されております。 

  

変動持分事業体（VIE） 

 FIN第46号改訂の適用により、当社は、不動産、ソフトウェアなどの資産の流動化等を目的とした、不動

産開発及び賃貸に係るVIE（平成17年９月30日、平成18年９月30日及び平成18年３月31日現在の総資産はそ

れぞれ約230億円、約340億円及び約260億円）及びシステム賃貸等に係るVIE（平成17年９月30日、平成18年

９月30日及び平成18年３月31日現在の総資産はそれぞれ約530億円、約470億円及び約480億円）について、

当社が第一受益者となるVIEと認識されることから、連結対象としております。また、上記の当社が第一受

益者となるVIEのほか、不動産開発及び賃貸に係るプロジェクト推進を目的としたVIE（平成17年９月30日、

平成18年９月30日及び平成18年３月31日現在の総資産はそれぞれ約840億円、約1,140億円及び約960億円）

について、当社が重要な変動持分を有するVIEと認識しており、当社は、当該VIEに対する優先出資額（平成

17年９月30日、平成18年９月30日及び平成18年３月31日現在、それぞれ147億円、160億円及び160億円）を

持分法に準じて毎期評価するとともに、当該VIEの資金調達に関して他の出資者と共同で責任を負う義務を

有することから、当該VIEに関連して優先出資額を超えて将来発生する可能性のある損失は、平成17年９月

30日、平成18年９月30日及び平成18年３月31日現在、それぞれ最大で約350億円、約490億円及び約400億円

と見積っております。 

  

資産除却に係る債務に関する会計処理 

 NTTグループは、SFAS第143号「資産除却債務に関する会計処理」を適用しております。SFAS 第143号は、

有形固定資産の除却に関連した法的義務を負債として認識し、公正価値が見積可能な場合には、これらの債

務発生時に公正価値で評価することを義務付けております。企業が資産除却義務のための負債を最初に認識

する場合には、費用を資産計上して、関連する有形固定資産の帳簿価額を増加させる必要があります。 

 NTTグループは、主にNTTグループの電気通信設備等を設置する賃借地ならびに賃借ビル等に係る原状回復

義務をSFAS第143号の対象となる主な法的義務と考えており、関連する債務の公正価値の見積りを実施して

おりますが、その金額は軽微であります。 

  

厚生年金基金の代行返上に関する会計処理 

 NTTグループは、EITF03-02「厚生年金基金の代行部分の日本国政府への返還に関する会計処理」を適用し

ております。EITF03-02は、日本国の雇用者に、退職給付債務の代行部分とそれに関連する年金資産の日本

国政府への返還処理が完了するまでの全体の過程を「一つの取引」として会計処理するように求めておりま

す。また、EITF03-02は、代行部分とそれに関連する年金資産を実際に返還するまでは、会計処理を行わな

いこととしており、企業が算定した代行部分見合いの退職給付債務と政府が算定した年金資産の要返還額と

の差額は政府からの補助金の性格を有するものとみなし、返還差益として認識すべきとしております。 

 平成15年６月、エヌ・ティ・ティ厚生年金基金（以下「NTT厚生年金基金」）は、確定給付企業年金法の

施行に伴い、日本国政府に対し、NTT厚生年金基金の代行部分について将来分支給義務免除の認可申請を行

い、同年９月に認可を受けておりますが、EITF03-02に従い、すべての返上手続きが完了するまで代行部分

の清算に係る会計処理は発生いたしません。 

 返上の時期及び清算に伴う影響額等は未定であります。 

  



 

最近公表された会計基準 

 平成18年２月、FASBはSFAS第155号「特定の複合金融商品の会計処理－SFAS第133号及び第140号の改訂」

を公表しました。SFAS第155号は事業体がSFAS第133号に基づき主契約と区分して公正価値を測定することが

求められている組込デリバティブを含む複合金融商品について、複合金融商品全体での公正価値の再測定を

選択することも認めております。また、SFAS第133号及びSFAS第140号の特定の定義の明確化ならびに改訂も

行っております。SFAS第155号は平成18年９月16日以降に開始する会計期間から取得・発行される、または

再測定を実施すべき事象が発生する全ての金融商品に対して適用となり、NTTグループにおいては平成20年

３月期から適用となります。SFAS第155号適用による経営成績及び財政状態への影響はありません。 

  

 平成18年３月、FASBはSFAS第156号「金融資産のサービス業務の会計処理－SFAS第140号の改訂」を公表し

ました。SFAS第156号はサービサーがサービス権の公正価値変動を経済的にヘッジするためにデリバティブ

を使用することを一部認めており、特定の譲渡及び証券化に係る損益の計上方法を変更しております。SFAS

第156号は平成18年９月16日以降に開始する会計期間から適用となり、NTTグループにおいては平成20年３月

期から適用となります。SFAS第156号適用による経営成績及び財政状態への影響はありません。 

  

 平成18年７月、FASBはFIN第48号「法人所得税の不確実性に関する会計処理－SFAS第109号の解釈」を公表

しました。FIN第48号は、SFAS第109号「法人所得税の会計処理」に従って認識する法人所得税について、税

法上の取扱いが不確実な場合における会計処理を明確にするものであり、財務諸表上の認識及び税務申告上

のタックス・ポジションの測定に関する基準を規定するとともに、認識の中止、流動・固定の分類、利息及

び課徴金の取扱い、開示、移行措置等についての指針を提供しております。FIN第48号は平成18年12月16日

以降に開始する会計年度から適用となり、NTTグループにおいては平成20年３月期から適用となります。当

社は現在、FIN第48号適用による影響を検討中であります。 

  

 平成18年９月、FASBはSFAS第157号「公正価値の測定」を公表しました。SFAS第157号は、公正価値を定義

し、測定のためのフレームワークを提供するとともに、関連する開示を拡大するものであります。SFAS第

157号は、公正価値の定義について「交換の対価」という概念を引き続き用いるものの、当該対価が測定日

時点で資産を売却あるいは債務を移転する場合の市場取引価格であることを明確にし、公正価値が市場を基

準とする価値であり、企業特有の価値ではないことを強調しております。また、測定のためのフレームワー

クとして公正価値を階層化するとともに、公正価値を測定した資産・負債についての開示拡大を要求してお

ります。SFAS第157号は、平成19年11月16日以降に開始する会計年度から適用となり、NTTグループにおいて

は平成21年３月期から適用になります。当社は現在、SFAS第157号適用による影響を検討中であります。 

  

 平成18年９月、FASBはSFAS第158号「確定給付型の年金及びその他の退職後給付制度に関する事業主の会

計」を公表しました。SFAS第158号はSFAS第87号、第88号、第106号及び第132号改訂を修正するものであ

り、積立過不足の状況を事業主の貸借対照表において全額認識することを要求しております。また、年金等

資産・負債を会計年度末に測定することを事業主に要求しております。さらに、積立状況の変動について

は、変動があった期に包括損益を通じて認識することを事業主に要求しております。SFAS第158号は平成18

年12月16日以降に終了する会計年度から適用となり、NTTグループにおいては平成19年３月期末から適用と

なります。SFAS第158号適用による経営成績への影響はありませんが、財政状態への影響については、現段

階で正確な数値を予測できないものの、仮に平成18年３月末現在の数値を用いて試算した場合、固定負債で

ある「未払退職年金費用」が約900億円増加するとともに、資本の一部である「その他の包括利益（△損

失）累計額」が約540億円減少することになります。 

  



 

 平成18年９月、米国証券取引委員会は職員会計通牒（Staff Accounting Bulletin、以下「SAB」）第108

号「過年度のミスステートメントが当期の財務諸表におけるミスステートメントの判断に与える影響」を公

表しました。SAB第108号は、当期の財務諸表に含まれるミスステートメントの重要性を判断するため、過年

度のミスステートメントをいかに考慮すべきかについての指針を提供するものであります。SAB第108号は平

成18年11月16日以降に終了する会計年度から適用となり、NTTグループにおいては平成19年３月期末から適

用になります。当社は今後、財務諸表における重要性を判断する場合には、SAB第108号の規定を適用致しま

す。 

  

勘定科目の組替え再表示 

 当中間連結会計期間の表示方法に合わせるため、過年度財務諸表の一部の金額について、組替え再表示を

行っております。 

  

注３．関連会社投資 

  

Hutchison 3G UK Holdings Limited 

 平成16年５月27日、当社子会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下「NTTドコモ」）は

Hutchison 3G UK Holdings Limited（以下「H3G UK」）の全保有株式を、H3G UKの親会社であるHutchison 

Whampoa Limited (以下「HWL」)に120百万ポンドで売却する契約を締結しました。当該契約においては、対

価は最終の受取りを平成18年12月の予定とする３回の分割で、現金もしくは、HWLの子会社であるHutchison 

Telecommunications International Limited(以下「HTIL」)の株式によるものとなっております。この契約

の締結に伴い、NTTドコモは議決権や役員派遣等の少数株主としての権利を放棄し、重要な影響を及ぼし得

なくなったため、H3G UKを持分法の適用範囲から除外しました。また、平成16年10月15日、NTTドコモは

HTIL株式187,966,653株(約80百万ポンド相当)を第１回目の対価の支払いとしてHWLより受領しました。この

HTIL株式は連結貸借対照表上の「市場性のある有価証券及びその他の投資」として計上され、対応する価額

がH3G UK株式の譲渡が完了するまでの間、連結貸借対照表上の「その他の固定負債」に計上されておりまし

た。 

 平成17年５月９日、NTTドコモはHWLより対価の支払いを前倒しで実施するとの通知を受領しました。これ

により、平成17年６月23日にNTTドコモは120百万ポンドを現金にて受領するとともに、保有する全HTIL株式

をHWLに対して譲渡致しました。これらの取引に伴い、前連結会計年度において連結損益計算書上の「関連

会社株式売却益」として61,962百万円（外貨換算調整額の組替修正額38,174百万円を含む）を計上しており

ます。 

  

三井住友カード株式会社 

 NTTドコモは、三井住友カード株式会社(以下「三井住友カード」)、株式会社三井住友フィナンシャルグ

ループ及び株式会社三井住友銀行との間で、「おサイフケータイ」を利用した新クレジット決済サービス事

業の共同推進を中心とした業務提携及び三井住友カードとの資本提携について合意しました。この合意に基

づき、NTTドコモは平成17年７月11日、三井住友カードの発行済株式総数の34％に相当する普通株式を、増

資引受け等により98,000百万円で取得しました。この取引に伴い、株式取得日より三井住友カードに対して

持分法を適用しております。 

  

減損 

 NTTグループは、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・評価しております。当該検討・評価の結果、前中間連結会計期間において、衛星通信事業者であるジ

ェイサット株式会社への投資について一時的ではない価値の下落が見られると判断し、19,379百万円の減損

額を計上しております。当該減損額は、中間連結損益計算書上の「持分法による投資利益（△損失）」に計

上しております。 

  



 
 

注４．市場性のある有価証券及びその他の投資 

 市場性のある有価証券及びその他の投資は売却可能な有価証券と満期保有目的の負債証券を含んでおりま

す。平成17年９月30日、平成18年９月30日及び平成18年３月31日現在の主な有価証券の種類別の原価、未実

現保有損益及び公正価値は以下のとおりであります。 

  

  

  

  

 当社は、通常の事業活動の過程において、長期保有目的で投資有価証券を保有しており、連結貸借対照表

上の「市場性のある有価証券及びその他の投資」に含めて計上しております。平成17年９月30日、平成18年

９月30日及び平成18年３月31日現在のこれらの原価法により評価される投資有価証券の簿価総額は、それぞ

れ74,444百万円、158,222百万円及び227,878百万円となっております。 

  

  平成17年９月30日現在 （百万円） 

  原価 未実現保有利益 未実現保有損失 公正価値 

売却可能証券：         

持分証券 57,569 175,464 135 232,898 

負債証券 152,272 2 135 152,139 

満期保有目的証券：         

負債証券 6,789 23 － 6,812 

合 計 216,630 175,489 270 391,849 

  平成18年９月30日現在 （百万円） 

  原価 未実現保有利益 未実現保有損失 公正価値 

売却可能証券：         

持分証券 169,927 213,103 1,416 381,614 

負債証券 154,287 14 283 154,018 

満期保有目的証券：         

負債証券 1,297 1 － 1,298 

合 計 325,511 213,118 1,699 536,930 

  平成18年３月31日現在 （百万円） 

  原価 未実現保有利益 未実現保有損失 公正価値 

売却可能証券：         

持分証券 90,445 232,146 108 322,483 

負債証券 152,483 1 515 151,969 

満期保有目的証券：         

負債証券 1,569 3 2 1,570 

合 計 244,497 232,150 625 476,022 



 

 前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度における売却可能証券の売却額、実現利益

及び実現損失は以下のとおりであります。 

  

 平成17年９月30日、平成18年９月30日及び平成18年３月31日現在、満期保有目的負債証券の償還期限別の

内訳は以下のとおりであります。 

  

      （百万円） 

  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 

売却額 6,396 1,525 25,446 

実現利益 4,541 1,083 48,612 

実現損失 190 18 802 

            （百万円） 

  平成17年９月30日現在 平成18年９月30日現在 平成18年３月31日現在 

  原価 公正価値 原価 公正価値 原価 公正価値 

１年以内に満期 5,000 5,009 236 236 507 505 

１年後から５年後までの間に満期 1,289 1,302 1,061 1,062 1,062 1,065 

５年後から10年後までの間に満期 500 501 － － － － 

10年後以降に満期 － － － － － － 

合 計 6,789 6,812 1,297 1,298 1,569 1,570 

注５．株主持分 

  

発行済株式及び自己株式に関する事項 

発行済株式数及び自己株式の推移は以下のとおりであります。 

  

    （株） 

  発行済株式 自己株式 

平成18年３月31日 15,741,209 1,919,356 

端株買取請求による自己株式の取得 － 650 

端株買増請求による自己株式の処分 － △50 

平成18年９月30日 15,741,209 1,919,956 

配当に関する事項 

 当中間連結会計期間の配当金支払額及び基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発

生日が当中間連結会計期間後となるものは以下のとおりであります。 

  

（１）配当金支払額 

  

（２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となる

もの 

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年 
６月28日 
定時株主総会 

普通株式 41,466 3,000
平成18年
３月31日 

平成18年 
６月28日 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成18年 
11月10日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 55,285 4,000
平成18年
９月30日 

平成18年 
12月12日 

  



 

注６．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NTT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。 

 「地域通信事業」セグメントは、主に固定音声関連収入、IP系・パケット通信収入、通信端末機器販売収

入、その他の営業収入からなっております。 

 「長距離・国際通信事業」セグメントは、主に固定音声関連収入、IP系・パケット通信収入、通信端末機

器販売収入、その他の営業収入からなっております。 

 「移動通信事業」セグメントは、主に移動音声関連収入、IP系・パケット通信収入、通信端末機器販売収

入、その他の営業収入からなっております。 

 「データ通信事業」セグメントは、システムインテグレーション収入からなっております。 

 また、「その他の事業」セグメントには、主に建築物の保守、不動産賃貸、システム開発、リース、研究

開発等に係るその他の営業収入が含まれております。 

  

ビジネスセグメント情報 

営業収益： 

（百万円） 

  

  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 

地域通信事業             

   外部顧客に対するもの   1,857,824   1,793,655   3,792,837 

   セグメント間取引   322,948   306,281   658,562 

  小計   2,180,772   2,099,936   4,451,399 

長距離・国際通信事業             

   外部顧客に対するもの   545,792   555,335   1,128,142 

   セグメント間取引   57,573   54,387   125,513 

  小計   603,365   609,722   1,253,655 

移動通信事業             

   外部顧客に対するもの   2,347,905   2,355,788   4,711,872 

   セグメント間取引   25,550   27,585   54,000 

  小計   2,373,455   2,383,373   4,765,872 

データ通信事業             

   外部顧客に対するもの   329,546   394,404   770,551 

   セグメント間取引   49,507   49,312   116,722 

  小計   379,053   443,716   887,273 

その他の事業             

   外部顧客に対するもの   150,416   150,093   337,734 

   セグメント間取引   447,542   410,019   936,700 

  小計   597,958   560,112   1,274,434 

 セグメント間取引消去   △903,120   △847,584   △1,891,497 

合 計   5,231,483   5,249,275   10,741,136 



 

セグメント別損益： 

（百万円） 

  

 セグメント間の取引は、独立企業間取引価格によっております。また、営業利益は、営業収益から営業費

用を差し引いた額であります。 

 地域別情報については、海外売上高に重要性がないため、開示しておりません。 

 各中間連結会計期間及び連結会計年度において、総収益の10％以上の営業収益が、単一の外部顧客との取

引から計上されるものはありません。 

  

 当中間連結会計期間において、㈱ぷららネットワークスについては、「地域通信事業」セグメントから

「長距離・国際通信事業」セグメントへ、NTTレゾナント㈱他１社については、「その他の事業」セグメン

トから「長距離・国際通信事業」セグメントへ、それぞれ変更しております。これに伴い、過年度の数値を

一部修正しております。 

  

  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 

営業利益       

 地域通信事業 119,043 71,706 172,627 

 長距離・国際通信事業 30,655 26,927 59,350 

 移動通信事業 558,368 516,889 832,639 

 データ通信事業 12,695 33,045 40,495 

 その他の事業 35,447 34,101 74,152 

合 計 756,208 682,668 1,179,263 

 セグメント間取引消去 7,175 8,856 11,437 

営業利益 763,383 691,524 1,190,700 

注７．リース取引 

 平成17年９月30日、平成18年９月30日及び平成18年３月31日現在、１年を超えて解約不能な残存（もしく

は初期）リース契約期間を有するオペレーティング・リースに係る将来の最低支払予定リース料は以下のと

おりであります。 

  

  

  最低支払予定リース料（百万円） 

平成17年９月30日現在 平成18年９月30日現在 平成18年３月31日現在 

１年以内 3,801 4,079 3,927 

１年超 29,392 29,879 27,911 

合 計 33,193 33,958 31,838 

注８．研究開発費 

 研究開発費は、発生時の費用に計上しております。前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結

会計年度の研究開発費は、それぞれ140,023百万円、135,653百万円及び308,446百万円であります。 

  

注９．子会社株式の会計処理 

 平成17年５月から６月において、NTTドコモは自己株式102,383株を総額16,916百万円で取得しました。そ

の結果、当社のNTTドコモに対する持分比率が63.0％から63.2％に上昇しました。当該取引に伴う5,213百万

円の持分変動差額については、連結貸借対照表上の「営業権」に計上しております。 

 平成17年８月、NTTドコモは自己株式1,561,220株を総額259,163百万円で取得しました。NTTグループは

1,528,658株を売却しており、当社のNTTドコモに対する持分比率が63.2％から62.0％に低下しました。その

結果、当該取引に伴う41,272百万円の持分変動差額については、連結貸借対照表上の「資本剰余金」に計上

しております。 

  

 平成17年12月から平成18年２月において、NTTドコモは自己株式134,374株を総額23,999百万円で取得しま

した。その結果、当社のNTTドコモに対する持分比率が62.0％から62.1％に上昇しました。当該取引に伴う

7,330百万円の持分変動差額については「営業権」に計上しております。 



  

  

  次へ 

 平成18年５月から８月において、NTTドコモは自己株式517,483株を総額89,997百万円で取得しました。そ

の結果、当社のNTTドコモに対する持分比率が62.1％から62.9％に上昇しました。当該取引に伴う26,256百

万円の持分変動差額については「営業権」に計上しております。 

 なお、NTTドコモは、当中間連結会計期間終了後の平成18年11月から12月において、市場買付けにより自

己株式278,057株を総額50,025百万円で取得しておりますが、当社は保有株式の売却を実施しておりませ

ん。この結果、当社のNTTドコモに対する持分比率は63.3％となり、当該取引に伴う持分変動差額について

は「営業権」に計上する予定であります。 

  

注10．金融商品 

デリバティブ及びヘッジ取引 

 NTTグループは、通常の事業活動の過程において、長期借入債務、その他の金融資産・負債を含むいくつ

かの金融商品を保有しております。そのような金融商品は、金利や外国為替相場の変動によるマーケットリ

スクにさらされております。NTTグループは、そのようなリスクを軽減するため、リスク管理方針を制定

し、先物為替予約、金利スワップ契約、通貨スワップ契約及び金利オプション契約といったデリバティブを

利用しております。NTTグループにおいては、投機目的でデリバティブ取引を行うことはありません。 

外国為替相場変動のリスク・マネジメント 

 NTTグループは、外貨建長期借入債務に関する外国為替相場の変動リスクをヘッジするため、先物為替予

約及び通貨スワップ契約を締結しております。その場合の契約では、原債務と同じ満期が設定されます。 

金利変動のリスク・マネジメント 

 NTTグループがさらされている金利変動によるマーケットリスクは、主に債務に関するものであります。

NTTグループは、原則として固定金利による長期借入債務を有しております。金利スワップ契約は、変動金

利の原債務・資産から固定金利の債務・資産に転換するために締結されます（逆のケースもあります）。ま

た原債務の金利上昇リスクをヘッジするため、金利オプション契約を締結することがあります。なお、これ

らの商品については、信用力の高い金融機関と契約を行っております。 

公正価値ヘッジ 

 公正価値ヘッジとして指定されたデリバティブには、固定金利債務の公正価値が変化するリスクを軽減す

るために使用される金利スワップ契約が含まれます。NTTグループは、利率や通貨が異なる多様な借入債務

を有しており、通常それらの借入債務について、将来キャッシュ・フローを固定化する方針をとっておりま

す。しかしながら、NTTグループは、ALM（資産・負債の総合管理）上、特定の借入債務の公正価値を保持す

るために、変動支払・固定受取の金利スワップ契約を利用する場合もあります。公正価値ヘッジとして指定

されたデリバティブとヘッジ対象は、いずれも、中間連結貸借対照表上、公正価値により計上しておりま

す。公正価値ヘッジとして十分な有効性を有し、かつ、そのように予め指定されたデリバティブの公正価値

の変動額は、ヘッジ対象の公正価値の変動額とともに、当期の損益「その他、純額」として認識しておりま

す。当中間連結会計期間において、公正価値ヘッジのうち有効性が認められない部分（この部分は個別に損

益に計上される）に重要性はなく、公正価値ヘッジの有効性の評価を行わなかったものはありません。 

  



 

キャッシュ・フローヘッジ 

 キャッシュ・フローヘッジとして指定されたデリバティブには、先物為替予約、通貨スワップ契約及び金

利スワップ契約が含まれます。NTTグループは、円建以外の外貨建借入債務を有しており、為替変動リスク

にさらされております。NTTグループは、リスク管理方針に従って先物為替予約または通貨スワップ契約を

締結することにより、利息及び元本の将来キャッシュ・フローを円建で固定化しております。これにより、

NTTグループは、為替変動リスクを回避することができます。また、NTTグループは、変動金利の長期借入債

務を有しております。NTTグループは、リスク管理方針に従って固定支払・変動受取の金利スワップ契約を

締結することにより、支払利息の将来キャッシュ・フローを固定化することとしております。これにより、

NTTグループは、金利変動リスクを回避することができます。キャッシュ・フローヘッジとして十分な有効

性を有し、かつ、そのように予め指定されたデリバティブの公正価値の変動額は、ヘッジ対象取引のキャッ

シュ・フローの変動が損益「その他、純額」に計上されるまでの間、「その他の包括利益（△損失）」に計

上しております。当中間連結会計期間において、これらのキャッシュ・フローヘッジは有効であり、有効性

が認められない部分やヘッジの有効性の評価を行わなかったものに重要性はありません。 

金融商品の公正価値 

 先物為替予約、金利スワップ契約、通貨スワップ契約の契約額等、帳簿価額及び公正価額は、下表のとお

りであります。公正価額については各中間連結会計期間末及び連結会計年度末現在で契約を清算したと仮定

した場合にNTTグループが受け取るまたは支払う金額を将来キャッシュ・フローの割引価額によって算定し

たものに基づいて見積もられております。 

  

  

  

  

信用リスクの集中 

 平成18年９月30日現在、NTTグループにおいて、特定の相手との取引が著しく集中し、突然の倒産により

重大な影響を及ぼすような状況（信用リスクの集中）はありません。 

  

  平成17年９月30日現在（百万円） 

  契約額等 帳簿価額 公正価額 

先物為替予約 11,043 △253 △253 

金利スワップ・通貨スワップ契約 714,946 △7,963 △7,963 

合 計 725,989 △8,216 △8,216 

  平成18年９月30日現在（百万円） 

  契約額等 帳簿価額 公正価額 

先物為替予約 1,566 93 93 

金利スワップ・通貨スワップ契約 726,011 △1,262 △1,262 

合 計 727,577 △1,169 △1,169 

  平成18年３月31日現在（百万円） 

  契約額等 帳簿価額 公正価額 

先物為替予約 2,435 106 106 

金利スワップ・通貨スワップ契約 805,161 5,636 5,636 

合 計 807,596 5,742 5,742 

注11．偶発債務 

 平成18年９月30日現在、保証債務に関する偶発債務は17,516百万円であります。平成18年９月30日現在の

主な内訳は、関連会社である環宇郵電国際租賃有限公司の借入金に対する保証9,716百万円であります。 

 平成18年９月30日現在、NTTグループにおいては、財政状態や経営成績に重要な影響をもたらすような未

解決の訴訟、係争及び損害賠償は存在しておりません。 

  



  

  

注12．担保資産 

 平成17年９月30日、平成18年９月30日及び平成18年３月31日現在、日本電信電話株式会社法第９条の規定

により、当社の総財産を社債の一般担保に供しております。なお、日本電信電話株式会社法の一部を改正す

る法律（平成９年法律第98号）附則第９条の規定により、当社はNTT東日本、NTT西日本及びNTTコミュニケ

ーションズと連帯して平成11年６月30日以前に発行した社債の債務を負うとともに、４社の総財産を当該社

債の一般担保に供しております。 

  

注13．後発事象 

 当中間連結財務諸表注記事項の他の注記項目に記載の事項を除き、重要な後発事象はありません。 

  



(2）【その他】 

該当事項はありません。 

  

  



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17年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18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 流動資産       

１．現金及び預金   6,500  21,321 10,366  

２．売掛金   204  217 3,034  

３．貯蔵品   267  251 236  

４．短期貸付金   470,426  417,121 411,010  

５．関係会社預け金   －  135,000 －  

６．その他の流動資産   78,088  88,281 135,228  

流動資産合計    555,487 6.7 662,193 8.1  559,875 6.8

Ⅱ 固定資産       

１．有形固定資産 (注１) 211,562  204,508 206,464  

２．無形固定資産   20,863  27,917 25,887  

３．投資その他の資産       

(1) 投資有価証券   4,822,553  4,822,447 4,824,816  

(2) 長期貸付金   2,615,354  2,456,899 2,524,042  

(3) その他の投資等   49,843  45,698 46,980  

投資その他の資産
合計 

  7,487,751  7,325,045 7,395,840  

固定資産合計    7,720,177 93.3 7,557,472 91.9  7,628,192 93.2

Ⅲ 繰延資産    727 0.0 － －  751 0.0

資産合計    8,276,392 100.0 8,219,665 100.0  8,188,819 100.0

        



  
 

    
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18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 流動負債       

１．買掛金   592  440 655  

２．短期借入金   50,000  － －  

３．１年以内に償還予
定の社債 

(注２) 225,528  230,510 227,112  

４．１年以内に返済予
定の長期借入金 

  248,784  185,784 154,784  

５．未払法人税等   7,935  1,085 2,316  

６．関係会社預り金   －  172,460 －  

７．その他の流動負債 (注４) 180,438  66,710 227,080  

流動負債合計    713,279 8.6 656,991 8.0  611,949 7.5

Ⅱ 固定負債       

１．社債 (注２) 1,609,422  1,540,698 1,581,900  

２．長期借入金   993,561  944,010 1,019,772  

３．退職給付引当金   29,695  30,108 28,325  

４．その他の固定負債   393  761 386  

固定負債合計    2,633,073 31.8 2,515,579 30.6  2,630,385 32.1

負債合計    3,346,352 40.4 3,172,571 38.6  3,242,334 39.6

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    937,950 11.3 － －  937,950 11.5

Ⅱ 資本剰余金       

資本準備金   2,672,826  － 2,672,826  

資本剰余金合計    2,672,826 32.3 － －  2,672,826 32.6

Ⅲ 利益剰余金       

１．利益準備金   135,333  － 135,333  

２．任意積立金   1,131,530  － 1,131,530  

３．中間（当期）未処
分利益 

  948,073  － 961,027  

利益剰余金合計    2,214,937 26.8 － －  2,227,890 27.2

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

   11,097 0.1 － －  14,905 0.2

Ⅴ 自己株式    △906,770 △10.9 － －  △907,087 △11.1

資本合計    4,930,040 59.6 － －  4,946,485 60.4

負債・資本合計    8,276,392 100.0 － －  8,188,819 100.0

        



  

  

    
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18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
（％）

（純資産の部）       

Ⅰ 株主資本       

１．資本金    － － 937,950 11.4  － －

２．資本剰余金       

(1) 資本準備金   －  2,672,826 －  

(2) その他資本剰余
金 

  －  5 －  

資本剰余金合計    － － 2,672,831 32.5  － －

３．利益剰余金       

(1) 利益準備金   －  135,333 －  

(2) その他利益剰余
金 

      

特別償却準備金   －  81 －  

別途積立金   －  1,131,000 －  

繰越利益剰余金   －  1,063,856 －  

利益剰余金合計    － － 2,330,271 28.3  － －

４．自己株式    － － △907,430 △11.0  － －

株主資本合計    － － 5,033,622 61.2  － －

Ⅱ 評価・換算差額等       

その他有価証券評
価差額金 

   － － 13,472 0.2  － －

評価・換算差額等合
計 

   － － 13,472 0.2  － －

純資産合計    － － 5,047,094 61.4  － －

負債・純資産合計    － － 8,219,665 100.0  － －

        



②【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

当中間会計期間
（平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで） 

前事業年度の要約損益計算書
（平成17年４月１日から 
平成18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 営業収益 (注１)  192,398 100.0 219,421 100.0  339,384 100.0

Ⅱ 営業費用 (注２)  77,531 40.3 75,234 34.3  170,639 50.3

営業利益    114,867 59.7 144,187 65.7  168,745 49.7

Ⅲ 営業外収益 (注３)  31,827 16.5 30,623 14.0  64,725 19.1

Ⅳ 営業外費用 (注４)  28,090 14.6 27,118 12.4  61,555 18.1

経常利益    118,604 61.6 147,691 67.3  171,914 50.7

Ⅴ 特別利益 (注５)  249,383 129.6 － －  250,666 73.8

税引前中間（当
期）純利益 

   367,987 191.2 147,691 67.3  422,581 124.5

法人税、住民税及
び事業税 

(注６) 22,970  2,143 20,853  

法人税等調整額 (注６) 5,405 28,375 14.7 1,633 3,776 1.7 7,694 28,548 8.4

中間（当期）純利
益 

   339,612 176.5 143,915 65.6  394,033 116.1

前期繰越利益    608,461 －  608,461 

中間配当額    － －  41,467 

中間（当期）未処
分利益 

   948,073 －  961,027 

        



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  

 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

 

  

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本 
合計 

資本準備金 
その他資本
剰余金 

資本剰余金
合計 

利益準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金
合計 特別償却 

準備金 
別途積立金 

繰越利益 
剰余金 

平成18年３月31日残高 
（百万円） 

937,950 2,672,826 － 2,672,826 135,333 530 1,131,000 961,027 2,227,890 △907,087 4,931,579 

中間会計期間中の変動
額 

           

特別償却準備金の取
崩し（注） 

     △448  448 －  － 

剰余金の配当（注）        △41,465 △41,465  △41,465 

役員賞与金（注）        △69 △69  △69 

中間純利益        143,915 143,915  143,915 

自己株式の取得          △366 △366 

自己株式の処分   5 5      23 28 

株主資本以外の項目
の中間会計期間中の
変動額（純額） 

           

中間会計期間中の変動
額合計  （百万円） 

－ － 5 5 － △448 － 102,828 102,380 △342 102,042 

平成18年９月30日残高 
（百万円） 

937,950 2,672,826 5 2,672,831 135,333 81 1,131,000 1,063,856 2,330,271 △907,430 5,033,622 

  

評価・換算差額等 

純資産合計 
その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等 
合計 

平成18年３月31日残高 
（百万円） 

14,905 14,905 4,946,485 

中間会計期間中の変動
額 

    

特別償却準備金の取
崩し（注） 

  － 

剰余金の配当（注）   △41,465 

役員賞与金（注）   △69 

中間純利益   143,915 

自己株式の取得   △366 

自己株式の処分   28 

株主資本以外の項目
の中間会計期間中の
変動額（純額） 

△1,433 △1,433 △1,433 

中間会計期間中の変動
額合計  （百万円） 

△1,433 △1,433 100,608 

平成18年９月30日残高 
（百万円） 

13,472 13,472 5,047,094 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

 

前中間会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

当中間会計期間
（平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで） 

前事業年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

１．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法 １．有価証券の評価基準及び評価方

法 

（1）有価証券 （1）有価証券 （1）子会社株式及び関連会社株式 

① 子会社株式及び関連会社株

式 

① 子会社株式及び関連会社株

式 

移動平均法による原価法 

 移動平均法による原価法 同左   

② その他有価証券 ② その他有価証券 （2）その他有価証券 

ア．時価のあるもの ア．時価のあるもの ① 時価のあるもの 

 中間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

法により算定しておりま

す） 

 中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定しておりま

す） 

 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

により算定しております） 

イ．時価のないもの イ．時価のないもの ② 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 同左 移動平均法による原価法 

（2）たな卸資産 

 貯蔵品については、最終仕入

原価法による原価法によってお

ります。 

（2）たな卸資産 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及び評価

方法 

 貯蔵品については、最終仕入原

価法による原価法によっておりま

す。 

２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 ３．固定資産の減価償却の方法 

 有形固定資産については定率法

（ただし建物は定額法）、無形固

定資産については定額法によって

おります。 

 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。 

 なお、建物については、法人税

法に規定する償却限度額に到達し

た後も実質残存価額まで償却を行

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。 

同左 同左 



  

 

前中間会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

当中間会計期間
（平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで） 

前事業年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準 ４．引当金の計上基準 

（1）貸倒引当金 （1）貸倒引当金 （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、貸倒懸念債

権等特定の債権については債権

の回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上することとして

おります。 

 なお、当中間会計期間におい

ては、引当金の計上はありませ

ん。 

同左  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、貸倒懸念債

権等特定の債権については債権

の回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上することとして

おります。 

 なお、当期においては、引当

金の計上はありません。 

（2）退職給付引当金 （2）退職給付引当金 （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。 

 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

間に基づく年数による定額法に

より、発生時から費用処理して

おります。 

 数理計算上の差異について

は、発生時の従業員の平均残存

勤務期間に基づく年数による定

額法により、翌期から費用処理

しております。 

同左  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

務及び年金資産の見込額に基づ

き計上しております。 

 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

間に基づく年数による定額法に

より、発生時から費用処理して

おります。 

 数理計算上の差異について

は、発生時の従業員の平均残存

勤務期間に基づく年数による定

額法により、翌期から費用処理

しております。 

４．リース取引の処理方法 ４．リース取引の処理方法 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 



  

 

前中間会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

当中間会計期間
（平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで） 

前事業年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

５．ヘッジ会計の方法 ５．ヘッジ会計の方法 ６．ヘッジ会計の方法 

（1）ヘッジ会計の方法 （1）ヘッジ会計の方法 （1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジによっておりま

す。ただし、為替予約等につい

ては振当処理を適用しており、

また、金利スワップ取引のう

ち、「金利スワップの特例処

理」（金融商品に係る会計基準

注解（注14））の対象となる取

引については、当該特例処理を

適用しております。 

 繰延ヘッジによっておりま

す。ただし、為替予約等につい

ては振当処理を適用しており、

また、金利スワップ取引のう

ち、「金利スワップの特例処

理」（金融商品に関する会計基

準（注14））の対象となる取引

については、当該特例処理を適

用しております。 

 繰延ヘッジによっておりま

す。ただし、為替予約等につい

ては振当処理を適用しており、

また、金利スワップ取引のう

ち、「金利スワップの特例処

理」（金融商品に係る会計基準

注解（注14））の対象となる取

引については、当該特例処理を

適用しております。 

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象 （2）ヘッジ手段とヘッジ対象 （2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

① ヘッジ手段 ① ヘッジ手段 ① ヘッジ手段 

 ヘッジ手段として、為替予

約取引、通貨スワップ取引、

クーポン・スワップ（金利部

分のみの通貨スワップ）取

引、金利スワップ取引及び金

利オプション取引等、または

これらの組み合わせによる取

引を行うこととしておりま

す。 

同左 同左 

② ヘッジ対象 ② ヘッジ対象 ② ヘッジ対象 

 ヘッジ対象は、将来の市場

価格（為替・金利等）の変動

により時価または将来キャッ

シュ・フローが変動するリス

クのある資産（有価証券、貸

付金及び未収金等）または負

債（社債、借入金及び未払金

等）としております。 

同左 同左 

（3）ヘッジ方針 （3）ヘッジ方針 （3）ヘッジ方針 

 為替リスクのある資産及び負

債については、社内規程に基づ

き、為替予約、通貨スワップ等

により為替リスクをヘッジして

おります。 

 金利リスクのある資産及び負

債については、社内規程に基づ

き、金利スワップ等により金利

リスクをヘッジしております。 

同左 同左 



  

 

前中間会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

当中間会計期間
（平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで） 

前事業年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

（4）ヘッジ有効性評価の方法 （4）ヘッジ有効性評価の方法 （4）ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象及びヘッジ手段に

ついて、毎四半期末に個別取引

毎のヘッジ効果を検証しており

ますが、ヘッジ対象の資産また

は負債とヘッジ手段について元

本、利率、期間等の重要な条件

が同一である場合には、本検証

を省略することとしておりま

す。 

同左 同左 

６．消費税等の会計処理 ６．消費税等の会計処理 ７．消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 同左 同左 



会計処理方法の変更 

  

 

前中間会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

当中間会計期間
（平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで） 

前事業年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

固定資産の減損に係る会計基準 ────── 固定資産の減損に係る会計基準 

 当中間会計期間から「固定資産の

減損に係る会計基準」（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会 平成

14年８月９日））及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平

成15年10月31日）を適用しておりま

す。 

 この変更に伴う税引前中間純利益

への影響はありません。 

  当期から「固定資産の減損に係る

会計基準」（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会 平成14年８月９

日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号 平成15年10月31

日）を適用しております。 

 この変更に伴う税引前当期純利益

への影響はありません。 

────── １．貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等 

────── 

   当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日）を適

用しております。 

 従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は、5,047,094百万円であ

ります。 

 なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の「純資産の部」につ

いては、中間財務諸表等規則の改正

に伴い、改正後の中間財務諸表等規

則により作成しております。 

  

  ２．役員賞与に係る会計基準   

   当中間会計期間から「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準第

４号 平成17年11月29日）を適用し

ております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

  



  

 

前中間会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

当中間会計期間
（平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで） 

前事業年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

  ３．金融商品に関する会計基準及

び繰延資産の会計処理 

   当中間会計期間から「金融商品

に関する会計基準」（企業会計基

準第10号 平成18年８月11日）を

適用しております。 

 また、当中間会計期間から「繰

延資産の会計処理に関する当面の

取扱い」（実務対応報告第19号 

平成18年８月11日）を適用してお

ります。 

 これにより従来、中間貸借対照

表の繰延資産に計上しておりまし

た社債発行差金については、負債

の部に計上している１年以内に償

還予定の社債及び社債から控除し

て表示しております。 

 なお、これによる損益に与える

影響はありません。 

  ４．自己株式及び準備金の額の減

少等に関する会計基準等の一部

改正 

   当中間会計期間から改正後の

「自己株式及び準備金の額の減少

等に関する会計基準」（改正企業

会計基準第１号 平成18年８月11

日）及び「自己株式及び準備金の

額の減少等に関する会計基準の適

用指針」（改正企業会計基準適用

指針第２号 平成18年８月11日）

を適用しております。 

 これによる損益に与える影響は

ありません。 

 なお、中間財務諸表等規則の改

正による貸借対照表の表示に関す

る変更は以下のとおりでありま

す。 

 前中間会計期間及び前事業年度

において資本に対する控除項目と

して「資本の部」の末尾に表示し

ておりました「自己株式」は、当

中間会計期間から「株主資本」に

対する控除項目として「株主資

本」の末尾に表示しております。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

 

  
前中間会計期間末
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

注１ 有形固定資産の減価償却累計額 

225,053百万円 

有形固定資産の減価償却累計額 

237,598百万円 

有形固定資産の減価償却累計額 

230,882百万円 

注２  日本電信電話株式会社等に関す

る法律第９条の規定により、総財

産を社債の一般担保に供しており

ます。 

 なお、日本電信電話株式会社法

の一部を改正する法律（平成９年

法律第98号）附則第９条の規定に

より、当社は、東日本電信電話

㈱、西日本電信電話㈱及びエヌ・

ティ・ティ・コミュニケーション

ズ㈱と連帯して平成11年６月30日

以前に発行した社債の債務を負う

とともに、４社の総財産を当該社

債の一般担保に供しております。 

 日本電信電話株式会社等に関す

る法律第９条の規定により、総財

産を社債の一般担保に供しており

ます。 

 なお、日本電信電話株式会社法

の一部を改正する法律（平成９年

法律第98号）附則第９条の規定に

より、当社は、東日本電信電話

㈱、西日本電信電話㈱及びエヌ・

ティ・ティ・コミュニケーション

ズ㈱と連帯して平成11年６月30日

以前に発行した社債の債務を負う

とともに、４社の総財産を当該社

債の一般担保に供しております。 

 日本電信電話株式会社等に関す

る法律第９条の規定により、総財

産を社債の一般担保に供しており

ます。 

 なお、日本電信電話株式会社法

の一部を改正する法律（平成９年

法律第98号）附則第９条の規定に

より、当社は、東日本電信電話

㈱、西日本電信電話㈱及びエヌ・

ティ・ティ・コミュニケーション

ズ㈱と連帯して平成11年６月30日

以前に発行した社債の債務を負う

とともに、４社の総財産を当該社

債の一般担保に供しております。 

  
  
社債   

(１年以内に償還予定のものを

含む) 

  1,834,951百万円 

  
社債   

(１年以内に償還予定のものを

含む) 

  1,771,209百万円

社債   

(１年以内に償還予定のものを

含む) 

  1,809,012百万円

  
  
上記のうち平成11年６月30日以

前に発行した社債 

(１年以内に償還予定のものを

含む) 

  823,028百万円 

  
上記のうち平成11年６月30日以

前に発行した社債 

(１年以内に償還予定のものを

含む) 

  619,250百万円

上記のうち平成11年６月30日以

前に発行した社債 

(１年以内に償還予定のものを

含む) 

  714,612百万円

注３  他社の金融機関からの借入金等

に対して次のとおり保証を行って

おります。 

 他社の金融機関からの借入金等

に対して次のとおり保証を行って

おります。 

 他社の金融機関からの借入金等

に対して次のとおり保証を行って

おります。 

  
  
エヌ・ティ・ 
ティ・リース㈱ 

75,800百万円

  
ＮＴＴ 
ファイナンス㈱ 

3,000百万円 エヌ・ティ・ 
ティ・リース㈱ 

64,000百万円

   前事業年度末において当社が行

っていた㈱エヌ・ティ・ティ・フ

ァイナンス・ジャパンの債務に対

する保証については、㈱エヌ・テ

ィ・ティ・ファイナンス・ジャパ

ンとエヌ・ティ・ティ・リース㈱

が合併したことにより、合併存続

会社であるエヌ・ティ・ティ・リ

ース㈱に承継しております。 

 ＮＴＴファイナンス㈱は、平成

18年７月１日にエヌ・ティ・テ

ィ・リース㈱から商号を変更して

おります。 

 エヌ・ティ・ティ・リース㈱と

㈱エヌ・ティ・ティ・ファイナン

ス・ジャパンが平成17年４月１日

に合併したことにより、合併期日

において当社が行っていた㈱エ

ヌ・ティ・ティ・ファイナンス・

ジャパンの債務に対する保証につ

いては、合併存続会社であるエ

ヌ・ティ・ティ・リース㈱の当該

承継債務に対して保証を行ってお

ります。 



  

（中間損益計算書関係） 

 

  
前中間会計期間末
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

注４  消費税等については、仮受消費

税等計上額から仮払消費税等計上

額を控除した残額をその他の流動

負債に含めて表示しております。 

同左 ────── 

  
前中間会計期間 

（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

当中間会計期間
（平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで） 

前事業年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

注１  営業収益のうち受取配当金、グ

ループ経営運営収入及び基盤的研

究開発収入 

 営業収益のうち受取配当金、グ

ループ経営運営収入及び基盤的研

究開発収入 

 営業収益のうち受取配当金、グ

ループ経営運営収入及び基盤的研

究開発収入 

  
  
受取配当金 110,325百万円

グループ経営運営 
収入 

10,141百万円

基盤的研究開発収 
入 

63,438百万円

  
受取配当金 139,128百万円

グループ経営運営 
収入 

9,858百万円

基盤的研究開発収 
入 

61,057百万円

受取配当金 169,025百万円

グループ経営運営 
収入 

20,281百万円

基盤的研究開発収 
入 

126,877百万円

注２  営業費用のうち減価償却実施額  営業費用のうち減価償却実施額  営業費用のうち減価償却実施額 

  
  
有形固定資産 6,889百万円

無形固定資産 6,314百万円

  
有形固定資産 6,828百万円

無形固定資産 6,614百万円

有形固定資産 13,296百万円

無形固定資産 12,630百万円

注３  営業外収益のうち受取利息及び

物件貸付料 

 営業外収益のうち受取利息及び

物件貸付料 

 営業外収益のうち受取利息及び

物件貸付料 

  
  
受取利息 23,587百万円

物件貸付料 6,199百万円

  
受取利息 23,375百万円

物件貸付料 5,766百万円

受取利息 48,080百万円

物件貸付料 12,106百万円

注４  営業外費用のうち支払利息及び 

物件貸付費用 

 営業外費用のうち支払利息及び 

物件貸付費用 

 営業外費用のうち支払利息及び

物件貸付費用 

  
  
支払利息 
(社債利息を含む) 

23,919百万円

物件貸付費用 2,767百万円

  
支払利息 
(社債利息を含む) 

23,710百万円

物件貸付費用 2,685百万円

支払利息 
(社債利息を含む) 

48,839百万円

物件貸付費用 5,623百万円

注５  特別利益 ──────  特別利益 

  
  
関係会社株式売却
益 

249,383百万円

  

  
   関係会社株式売却

益 
250,666百万円

注６  当中間会計期間に係る納付税額

及び法人税等調整額は、当事業年

度末において予定している利益処

分による特別償却準備金の取崩し

を前提として、当中間会計期間に

係る金額を計算しております。 

 当中間会計期間に係る納付税額

及び法人税等調整額は、当事業年

度末において予定している特別償

却準備金の取崩しを前提として、

当中間会計期間に係る金額を計算

しております。 

────── 

  



（中間株主資本等変動計算書関係） 

  

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加649.80株は、端株の買取りよる増加であります。 

   ２．普通株式の自己株式の株式数の減少50.04株は、端株の売却による減少であります。 

  

 

  
前事業年度末 

株式数（株） 

当中間会計期間 

増加株式数（株） 

当中間会計期間 

減少株式数（株） 

当中間会計期間末 

株式数（株） 

 普通株式 1,919,356.08 （注１）  649.80 （注２）   50.04 1,919,955.84 

合計 1,919,356.08 649.80 50.04 1,919,955.84 



（リース取引関係） 

 

前中間会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

当中間会計期間
（平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで） 

前事業年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

 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 

 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 

 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 

(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 

(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 

有形固定資産 有形固定資産 有形固定資産 
  
取得価額相当額 1,275百万円

減価償却累計額相 
当額 

638百万円

中間期末残高相当 
額 

637百万円

 
取得価額相当額 1,196百万円

減価償却累計額相 
当額 

589百万円

中間期末残高相当 
額 

607百万円
  

取得価額相当額 1,263百万円

減価償却累計額相 
当額 

650百万円

期末残高相当額 613百万円

無形固定資産 無形固定資産 無形固定資産 
  
取得価額相当額 29百万円

減価償却累計額相 
当額 

16百万円

中間期末残高相当 
額 

12百万円

 
取得価額相当額 28百万円

減価償却累計額相 
当額 

20百万円

中間期末残高相当 
額 

8百万円
  

取得価額相当額 29百万円

減価償却累計額相 
当額 

19百万円

期末残高相当額 9百万円

合計 合計 合計 
  
取得価額相当額 1,305百万円

減価償却累計額相 

当額 
654百万円

中間期末残高相当 
額 

650百万円

 
取得価額相当額 1,225百万円

減価償却累計額相 

当額 
610百万円

中間期末残高相当 
額 

615百万円
  

取得価額相当額 1,293百万円

減価償却累計額相 
当額 

669百万円

期末残高相当額 623百万円

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

  
１年以内 95百万円

１年超 844百万円

合計 939百万円

 
１年以内 77百万円

１年超 844百万円

合計 921百万円

１年以内 72百万円

１年超 825百万円

合計 897百万円

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 
  

支払リース料 91百万円

減価償却費相 
当額 

46百万円

支払利息相当 
額 

27百万円

 
支払リース料 74百万円

減価償却費相 
当額 

43百万円

支払利息相当 
額 

27百万円

支払リース料 179百万円

減価償却費相 
当額 

92百万円

支払利息相当 
額 

54百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額の算定方法 (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。 

同左 同左 

(5) 利息相当額の算定方法 (5) 利息相当額の算定方法 (5) 利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相当

額とし、各期への配分方法は利息

法によっております。 

同左 同左 



（有価証券関係） 

  

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  

１．前中間会計期間末（平成17年９月30日） 

  

２．当中間会計期間末（平成18年９月30日） 

  

３．前事業年度末（平成18年３月31日） 

  

 

  
中間貸借対照表計上額

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

子会社株式 41,129 6,506,844 6,465,714 

関連会社株式 9,603 21,314 11,711 

合計 50,733 6,528,159 6,477,426 

  
中間貸借対照表計上額

（百万円） 
時価（百万円） 差額（百万円） 

子会社株式 41,129 6,277,037 6,235,907 

関連会社株式 9,804 18,220 8,415 

合計 50,934 6,295,257 6,244,323 

  
貸借対照表計上額
（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円） 

子会社株式 41,129 6,121,502 6,080,372 

関連会社株式 9,804 22,480 12,675 

合計 50,934 6,143,982 6,093,048 



（１株当たり情報） 

（注）１．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２．１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 

前中間会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

当中間会計期間
（平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで） 

前事業年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

  
１．１株当たり純資 
産額 

356,669円28銭

２．１株当たり中間 
純利益 

22,938円61銭

 
１．１株当たり純資 
産額 

365,169円06銭

２．１株当たり中間 
純利益 

10,412円33銭

１．１株当たり純資 
産額 

357,869円26銭

２．１株当たり当期 
純利益 

27,520円99銭

  
前中間会計期間

（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで）

当中間会計期間
（平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで）

前事業年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで）

中間（当期）純利益（百万円） 339,612 143,915 394,033 

普通株主に帰属しない金額 
（百万円） 

－ － 69 

（うち利益処分による役員賞与金
（百万円）） 

－ － 69 

普通株式に係る中間（当期） 
純利益（百万円） 

339,612 143,915 393,964 

普通株式の期中平均株式数（株） 14,805,270 13,821,594 14,315,049 



（重要な後発事象） 

  

  

前中間会計期間 
（平成17年４月１日から 
平成17年９月30日まで） 

当中間会計期間
（平成18年４月１日から 
平成18年９月30日まで） 

前事業年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

平成17年９月29日開催の取締役会

において、10月から12月中に、長期

資金を電信電話債券及び外貨建社債

等並びに長期借入により、総額

1,500億円以下で調達することを決

議し、これに基づき、下記債券の発

行を行っております。 
  

区分 
日本電信電話㈱ 
第50回電信電話債券 

発行年月日 17.12.２

発行総額 
（百万円） 

70,000

発行価格 
（円） 

99.95

利率（％） 1.58

償還期限 27.９.18

使途 子会社への貸付金等 

────── ────── 



(2）【その他】 

平成18年11月10日開催の取締役会において、平成18年９月30日において株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株

主等に対し、第22期の中間配当を次のとおり行うことを決議しております。 

  

  

  

中間配当金の総額 55,285,012千円    

１株当たりの中間配当金 4,000円    

支払請求権の効力発生日 
並びに支払開始日 

平成18年12月12日    



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）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第21期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）平成18年６月30日、関東財務局長に提出。 

  

(2）発行登録書及びその添付書類、発行登録追補書類及びその添付書類、並びにこれらの訂正発行登録書 

 平成18年６月30日、平成18年７月10日、平成18年７月20日、平成18年12月15日、関東財務局長に提出。 

  

(3）自己株券買付状況報告書 

 報告期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年３月31日）平成18年４月13日、関東財務局長に提出。 

 報告期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年４月30日）平成18年５月12日、関東財務局長に提出。 

 報告期間（自 平成18年５月１日 至 平成18年５月31日）平成18年６月13日、関東財務局長に提出。 

 報告期間（自 平成18年６月１日 至 平成18年６月30日）平成18年７月13日、関東財務局長に提出。 

  

  

 



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。 

  

  



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月１５日

日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

私どもは、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」に掲げられている日本電信電話株式会社の

平成１７年４月１日から平成１８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１７年４月１日から平成１７年９月３

０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、中間連結株主持分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。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私どもの責任は独立の立

場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

私どもは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私どもに中間連結財務諸表には全体

として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

私どもは、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

私どもは、上記の中間連結財務諸表が、米国において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１及び注

２参照）に準拠して、日本電信電話株式会社及び連結子会社の平成１７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１７年４月１日から平成１７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。 
  
会社と私ども両監査法人又はそれぞれの業務執行社員との間には、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(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士   奥 山 章 雄 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士   浜 田   康 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士   木 下 俊 男 

      

あ ず さ  監  査  法  人 

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士   佐 藤 正 典 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士   天 野 秀 樹 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士   金 井 沢 治 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月１５日

日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

私どもは、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」に掲げられている日本電信電話株式会社の
平成１８年４月１日から平成１９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１８年４月１日から平成１８年９月３
０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、中間連結株主持分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。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私どもの責任は独立の立
場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 
私どもは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私どもに中間連結財務諸表には全体

として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証
を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。
私どもは、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 
私どもは、上記の中間連結財務諸表が、米国において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１及び注

２参照）に準拠して、日本電信電話株式会社及び連結子会社の平成１８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１８年４月１日から平成１８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。 
  
会社と私ども両監査法人又はそれぞれの業務執行社員との間には、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(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士   片 山 英 木 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士   浜 田   康 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士   木 下 俊 男 

      

あ ず さ 監 査 法 人 

  
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士   佐 藤 正 典 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士   天 野 秀 樹 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士   金 井 沢 治 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月１５日

日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

私どもは、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」に掲げられている日本電信電話株式会社の

平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第２１期事業年度の中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９月３

０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。この中間財務諸表の作

成責任は経営者にあり、私どもの責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

私どもは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私どもに中間財務諸表には全体とし

て中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得るこ

とを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。私ども

は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

私どもは、上記の中間財務諸表が、我が国において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て、日本電信電

話株式会社の平成１７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１７年４月１日から平成１７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。 
  
会社と私ども両監査法人又はそれぞれの業務執行社員との間には、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(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士   奥 山 章 雄 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士   浜 田   康 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士   木 下 俊 男 

      

あ ず さ  監  査  法  人 

  
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士   佐 藤 正 典 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士   天 野 秀 樹 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士   金 井 沢 治 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月１５日

日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

私どもは、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」に掲げられている日本電信電話株式会社の
平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第２２期事業年度の中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３
０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行
った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、私どもの責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。 
私どもは、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、私どもに中間財務諸表には全体とし

て中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得るこ
とを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。私ども
は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 
私どもは、上記の中間財務諸表が、我が国において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て、日本電信電

話株式会社の平成１８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１８年４月１日から平成１８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。 
  
会社と私ども両監査法人又はそれぞれの業務執行社員との間には、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(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士   片 山 英 木 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士   浜 田   康 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士   木 下 俊 男 

      

あ ず さ 監 査 法 人 

  
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士   佐 藤 正 典 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士   天 野 秀 樹 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士   金 井 沢 治 
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