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AT&T が 2007 年第 4 四半期の業績を発表
～携帯部門の記録的な加入者増加と企業向けサービスの著しい成長が好業績を牽引～
•
•
•
•
•

•

希薄化後 1 株当たり利益は前年同期の 0.50 ドルから 0.51 ドルに増加
希薄化調整後 1 株当たり利益は前年同期の 0.61 ドルから 16.4％増の 0.71 ドルに
携帯サービスの加入者純増は 270 万件で、全米の携帯企業がこれまで実現した中で最高の四半期
成長を達成。2007 年末における携帯サービス加入者は計 7,010 万件に
携帯サービス全体の売上高は 16.3％の成長。携帯データ・サービスの売上高は 57.5％という大幅
な増加
VPN、ホスティング、マネージド・インターネット・サービスなどの IP ベースのデータ・サービ
ス売上高が 20.9％成長したことを受けて、法人顧客向けの売上動向がさらに活発に。契約済顧客
に対する提供サービス拡大による売上高は 1.8％増に
ブロードバンド事業の 2 桁成長と U-verseSM TV サービスの加入者数のさらなる増加により、地域
事業は安定した売上高を達成。2007 年末時点でサービス提供中の加入者は第 3 四半期末の 12 万
6,000 件から 23 万 1,000 件に増加。

【2008 年 1 月 24 日 米国テキサス州サンアントニオ発】AT&T Inc.（NYSE：T）は本日、2007 年第 4
四半期の業績を発表しました。第 4 四半期の業績は堅調で、2008 年およびそれ以降の業績見通しにつ
いて改めて自信を深める結果となりました。これにより、調整後 1 株当たり利益で 11 四半期連続、
および 3 年連続の 2 桁成長を記録しました。
第 4 四半期の好業績には、携帯部門の記録的な利益増、既存法人顧客に対する提供サービス拡大によ
る売上高の著しい成長、ブロードバンド事業売上高の 2 桁成長の継続、先進的 TV サービスの加速度
的な拡大が貢献しています。
こうした事業分野の堅実な成長と生産性向上の取り組みの進展により、2007 年 12 月のアナリスト向
けカンファレンスで概要を発表した、AT&T の好業績が今後も継続するとの見通しが裏付けられまし
た。AT&T の 2008 年の業績見通しには、携帯サービス売上高の 10％台半ばの成長、連結売上高の 1
桁台半ば（％）の成長、および調整後 1 株当たり利益の 2 桁成長継続などが盛り込まれています。

AT&T 会長兼 CEO のランドール・スティーブンソン（Randall Stephenson）は、「当社の第 4 四半期の
業績は申し分のないものとなり、2008 年の見通しについても改めて成長を確信する結果となりまし
た」と述べています。
また、スティーブンソンは、「当社の携帯電話ビジネスは卓越した業績を記録し、今四半期、米国の
プロバイダーとしては史上最高の加入者増を達成しました。企業向けサービスの売上高の伸びも引き
続き改善傾向にあります。また、ブロードバンドの加入者数および売上高も依然として安定した 2 桁
成長を続けています。さらに TV サービスの AT&T U-verse における成長も加速しており、2008 年末
までに加入者 100 万人以上を達成するという目標に向けて、順調に歩みを進めています」と述べてい
ます。
さらに、スティーブンソンは、「こうした成長ぶりに加え、継続的なコスト体質の改善に向けて大き
な機会が開かれていることもあって、当社のビジネスの見通しについては改めて自信を深めています。
AT&T には素晴らしい資産がある上に、これまでにも目標に向けて業務を遂行し成果を上げてきた目
覚ましい実績があります。当社が 2008 年も堅調な業績を達成する力を持っていることを確信してい
ます」とも述べています。
売上高の成長
2007 年 12 月 31 日を期末とする AT&T の 2007 年第 4 四半期の売上高は、前年同期の 159 億ドルから
303 億ドルに増加しました。当社の 2007 年業績には、2006 年 12 月 29 日に実施した AT&T によるベ
ルサウス社（BellSouth Corporation）の買収と、それに伴う携帯事業の業績連結による影響が反映され
ています。
AT&T ではさらに詳細な業績比較を行うための基準として、AT&T、ベルサウス、およびシンギュラ
ー・ワイヤレス（Cingular Wireless）の全会計期間を通じた売上高を合算した業績試算もご提供してい
ます。この基準を採用した場合、AT&T の第 4 四半期の売上高は前年同期から 2.9％増の 304 億ドルと
なります。2006 年第 4 四半期以降、AT&T の重点事業から外された企業向け CPE（顧客宅内機器）の
売上を除いた場合、連結売上高成長試算値は 3.5％でした。
第 4 四半期の売上高成長の牽引力となっているのは、10％台半ばという堅調な携帯事業の売上高成長、
既存法人顧客に対する提供サービス拡大による売上高成長の改善、地域電話事業の継続的成長、地域
コンシューマーへの安定した売上高です。こうした分野における成長は、予想されたホールセールお
よび全国的な一般販売分野の売上不振を補って余りあるものでした。
利益増
AT&T の 2007 年第 4 四半期の純利益は、前年同期の 19 億ドル（希薄化後 1 株当たり 0.50 ドル）から
増加して 31 億ドル（希薄化後 1 株当たり 0.51 ドル）となりました。
前年同期と比較すると、2007 年第 4 四半期の営業費用は 133 億ドルから 249 億ドルに増加しました。
また、営業利益は前年同期の 26 億ドルから 55 億ドルに増加しました。営業利益率は、前年同期の
16.2％から 18.1％に増加しています。

調整後 1 株当たり利益の 2 桁成長
企業買収による関連費用および会計上の影響を除外した第 4 四半期の調整後利益は、前年同期の 24
億ドルから 43 億ドルに増加しました。また、希薄化調整後 1 株当たり利益は、前年同期の 0.61 ドル
から 16.4％増加して 0.71 ドルになりました。
2007 年第 4 四半期の調整後営業利益は、前年同期の 29 億ドルから 73 億ドルに増加しました。また、
調整後営業利益率は前年同期の 18.2％から 24.0％に増加しました。
合併統合による効果が引き続き計画通りに現れてきており、業務における相乗効果も当初見通しを上
回るペースで広がっています。ベルサウスと AT&T Corp.の合併統合による 2007 年通年の経費節減効
果は約 40 億ドルにのぼりますが、これは経費の約 75％、資本金の約 25％に相当します。
営業活動によるキャッシュフローの増加
2007 年第 4 四半期の営業活動によるキャッシュフローは前年同期の 50 億ドルから 99 億ドルに増加し
ました。また、2007 年通年のキャッシュフローは 341 億ドルとなり、2006 年通年の 156 億ドルから増
加しています。営業活動によるキャッシュフローの増加は、経営面での進展に加え、旧ベルサウス事
業の業績を算入したことと、関連する携帯事業の業績が連結されたことを反映しています。
2007 年通年の設備投資額は 177 億ドル、フリー・キャッシュフローは 164 億ドル、そして配当後のフ
リー・キャッシュフローは 76 億ドルになり、50 億ドルから 60 億ドルという AT&T の当初の見通しを
大幅に上回りました。（フリー・キャッシュフローとは営業活動によるキャッシュフローから設備投
資を差し引いた金額です。また、配当後のフリー・キャッシュフローとは、フリー・キャッシュフロ
ーから配当金を差し引いた金額です。）
配当金の増加と自社株の買い戻し
AT&T は配当および自社株買い戻しを通じて、株主の皆様に引き続き大きな価値を還元しています。
第 4 四半期の支払配当金は 22 億ドル、2007 年通年では 87 億ドルとなりました。第 4 四半期は自社株
3,700 万株を 15 億ドルで買い戻し、2007 年通年では 2 億 6,660 万株を 104 億ドルで買い戻しました。
2007 年末時点での株式発行数は 60 億株となっています。
配当金と自社株買い戻しを合わせると、AT&T は 2007 年に 191 億ドルを株主に還元しています。
AT&T は、2007 年 12 月 11 日に、四半期ベースで 1 株当たり 0.355 ドルから 0.40 ドルへと四半期配当
を 12.7％引き上げることを取締役会が承認したと発表しました。これは、年間ベースでは 1 株当たり
1.42 ドルから 1.60 ドルへの増額にあたり、年間ベースとしては AT&T 始まって以来最大の引き上げ幅
です。配当金は 2008 年 1 月 10 日時点の普通株株主に対し、2008 年 2 月 1 日に支払い可能となります。
また、AT&T の取締役会は、新たな 4 億株の自社株買い戻しについても承認しました。これは、2007
年 12 月 31 日の時点における AT&T の発行済株式数のおよそ 6.6％に当たります。現在の市況および
自社の業績見通しに基づいて、AT&T は新たに承認された自社株買い戻しを 2009 年末までに完了する
見込みです。自社株買い戻しの時期および内容は、市況および関連証券法によって変更される場合が
あります。

第 4 四半期の事業ハイライト
携帯部門
第 4 四半期の AT&T の携帯事業は、総加入者数の記録的な増加、加入者解約率の低下、10％台半ばと
いう安定した売上高の成長、営業利益の堅調な伸びを達成し、力強い成長を遂げました。こうした実
績は、AT&T の広域にわたる高品質ネットーワーク、魅力的な携帯端末の品揃え、広域をカバーする
営業力、そして継続的な業務改善を反映しています。
第 4 四半期における主な成果は以下の通りです。
•

携帯サービス加入者の増加で新記録：携帯サービスの加入者純増は、四半期単位としては米国の
携帯プロバイダー史上最高の 270 万件を記録し、前年同期の純増数 240 万件と比較すると 13.5％
増となっています。この大半は、ポストペイドの小売加入者の大幅な純増が寄与したもので、そ
の純増数は前年同期と比較すると 36.8％増の 120 万件となっています。また、2007 年 11 月 15 日
に完了した、AT&T によるドブソン・コミュニケーションズ（Dobson Communications）の買収で
さらに 170 万件の加入者を獲得し、2007 年末における AT&T の携帯サービスの総加入者数は
7,010 万件となりました。

•

総加入者数の堅調な増加と解約率の低下：第 4 四半期における携帯サービスの総加入者数の増加
は、前年同期比 9.6％増の 600 万件に上り、業界史上最高の携帯サービス総加入者数増加を達成し
ました。携帯サービス全体の月間加入者平均解約率は、前年同期比 10 ベーシス・ポイント
（0.1％）減の 1.7％でした。また、第 4 四半期のポストペイドの加入者解約率は、前年同期比 30
ベーシス・ポイント（0.3％）減の 1.2％となりました。

•

携帯事業の売上の急成長：AT&T の携帯事業全体の売上高は、前年同期比 16.3％増の 114 億ドル
となりました。これにより、AT&T の携帯部門の売上高は 6 四半期連続してプラス成長を達成し
ました。携帯端末およびアクセサリーの販売による売上を除外した携帯サービスの売上高は、
15.7％増の 102 億ドルになりました。また、携帯サービスの ARPU（ユーザー1 人当たりの平均売
上高）は、6 四半期連続して前年同期比増を達成しました。第 4 四半期の ARPU は、前年同期比
1.9％増の 50.28 ドルとなりました。また、ポストペイドの ARPU の伸びはさらに好調で、5％以
上の増加となっています。

•

携帯データ・サービスの力強い成長：携帯データ・サービスの売上高は、スマートフォンおよび
3G 携帯端末の普及が貢献し、前年同期比 57.5％の増加を達成しました。データ・サービスの成長
には、メッセージング、メディアのバンドル、ノート PC 接続、スマートフォン接続、および企
業向けの垂直統合型ソリューションの増加などが寄与しています。

•

携帯事業の営業利益の堅調な成長：第 4 四半期における携帯事業の営業費用は 94 億ドルで、営業
利益は前年同期の 13 億ドルから 45.0％増の 19 億ドルとなりました。第 4 四半期の携帯事業にお
ける合併関連費用を除いた営業費用は 84 億ドル、同じく営業利益は前年同期の 18 億ドルから
58.2％増の 29 億ドルとなりました。

•

携帯事業の利益率のさらなる拡大：第 4 四半期における携帯事業の営業利益率は、前年同期の
13.6％から 17.0％に増加しました。また合併関連費用を除くと、第 4 四半期の携帯事業における
調整後営業利益率は、前年同期の 18.9％から 25.7％に増加しました。第 4 四半期における携帯事
業の調整前 OIBDA サービス利益率は、前年同期の 33.1％から 35.3％に増加しました。また、合
併関連費用を除く第 4 四半期の携帯事業の OIBDA サービス利益率は、前年同期の 34.4％から
38.2％へと増加しました。（OIBDA サービス利益率とは、減価償却前の営業利益をサービス総売
上高で割ったものです。）

固定電話部門
2007 年第 4 四半期の固定電話部門の業績は、企業向け事業における売上の増加、ブロードバンド事業
の売上の安定した 2 桁成長、そして AT&T U-verse ビデオ・サービスの急成長が際立ちました。
下記の固定電話部門のハイライトは、AT&T およびベルサウスの全期間の業績を合算した試算ベース
の売上高および数量比較に基づいており、現在進行中の、AT&T のカスタマー・リレーションシッ
プ・マネジメントへの顧客カテゴリーの統合が織り込まれています。第 4 四半期における主な成果は
次の通りです。
•

企業向けサービスの成長がさらに拡大：CPE（顧客宅内機器）による売上高と、前年に買収した
事業による売上高を除外した場合、第 4 四半期の既存法人顧客に対する提供サービスの売上高は
1.8％増加しました（2007 年第 3 四半期は前年同期比 0.3％増、2006 年第 4 四半期は 3.5％減）。
第 4 四半期の企業向けサービスの成長は、VPN、ホスティング、マネージド・インターネットと
いった IP ベースのデータ・サービスの売上高が 20.9％増加したことによるものです。企業顧客向
けの総売上高は、2006 年第 4 四半期以降 CPE の販売に営業の重点を置かなくなったことを反映し、
前年同期比 1.9％減となりました。

•

AT&T U-verse ビデオ・サービスの急成長：IP ベースの次世代ビデオ・サービスである AT&T Uverse の第 4 四半期末時点での加入者数は、前四半期末時点における 12 万 6,000 件から 23 万 1,000
件へと増加しました。2007 年 12 月中旬の U-verse TV の週間導入率はおよそ 1 万 2,000 件で、年末
時点での目標であった 1 万件を上回っています。AT&T は 12 月に、AT&T-U-verse サービスを大
幅に拡大し、米国南東地区でも提供開始することを発表しました。これにより AT&T-U-verse の
導入数は 2010 年末までに 22 州、稼働可能世帯でおよそ 3,000 万世帯となる見込みです。AT&T
U-verse およびバンドル衛星 TV サービスを含めたビデオ接続件数は、第 4 四半期に 23 万 5,000 件
増加して、230 万件となりました。2007 年の 1 年間でビデオ接続件数は 55.4％増加し、2007 年末
時点では、コンシューマー主回線の 7.6％で AT&T のビデオ・ソリューションが利用されており、

前年の 4.6％から拡大しています。
•

ブロードバンドの 2 桁成長：ブロードバンドの売上は第 4 四半期に 13.7％増加して 14 億ドルとな
りました。DSL、AT&T U-verse 高速インターネットおよび衛星ブロードバンド・サービスを含む
AT&T の高速インターネット接続は、第 4 四半期に 39 万 6,000 件増加して 1,420 万件となり、1 年
間で 200 万件（16.3%）増加しています。

•

コンシューマー接続回線数の対前年比増：地域コンシューマーの接続回線（アクセス回線、高速
インターネット回線およびビデオ接続）は第 4 四半期末で 4,950 万件と、1 年間で 56 万 8,000 件の
増加（1.2％増）を遂げ、高速インターネットおよびビデオ接続の成長が音声アクセス回線の減少
を相殺して余りある効果をもたらしました。一方、地域コンシューマー向け売上高は前年比で
0.2％成長しました。

•

地域電話事業が好調：地域ビジネスの総売上高は前年同期比 2.8％増の 31 億ドルとなりました。
地域電話事業の 29.4％を占める企業向けデータ・サービスの売上高は、ブロードバンド接続、マ
ネージド・インターネット、および VPN サービスの伸びに支えられ、4.2％の成長を遂げました。

2008 年および今後数年間の見通し
2007 年 12 月 11 日のアナリスト向けカンファレンスで概要を発表した通り、AT&T は携帯電話、ブロ
ードバンド、企業向けサービス、IP データ・サービス、および次世代コンバージド・サービスの進展
により、調整後 1 株当たり利益で 2 桁の持続的成長を続けていくものと確信しています。この見通し
は、現在のコンシューマー・アクセス回線およびブロードバンドの市況と、コンシューマーの数量に
及ぼす影響を考慮したものです。AT&T の業績見通しは次の通りです。
•

連結売上高のさらなる増加。2008 年は 1 桁台半ば（％）の範囲に達する成長、それ以降は 1 桁台
半ばまたはそれ以上の成長を予測しています。

•

2008 年は、携帯電話加入者数の堅調な伸びと携帯データ・サービスの大幅成長の継続を反映し、
ドブソン・コミュニケーションズの買収に伴う同社の業績の算入を含めた携帯サービス売上高の
成長率が、引き続き 10％台半ばとなる見込みです。

•

2008 年を通じて企業向けサービスの売上高はプラス成長となり、2010 年までに企業向けサービス
売上高の成長率は 1 桁台半ばをめどとして推移すると予測しています。

•

ビデオ、ブロードバンド、コンバージド・サービスの進展と、地域ビジネス売上高の引き続きの
1 桁台半ばの成長が牽引力となり、2008 年の地域コンシューマーの売上高はプラス成長する見通
しです。

•

2008 年の調整後連結営業利益率は、2007 年通年の 23.8％から増加して 25％から 26％の間になる
見込みです。これは携帯事業進展の継続と、合併の相乗効果および業務改善による経費削減の促
進を反映したもので、AT&T U-verse サービスの導入における費用の増大を相殺するとみられてい
ます。

•

2008 年通年の携帯事業の調整後 OIBDA サービス利益率は 40％台前半に達するとみられ、年末ま
でには 40％台半ばの範囲に向かうと予測しています。

•

調整後 1 株当たり利益は 2008 年に引き続き、2 桁成長すると予測しています。AT&T では売上高
成長の伸びとコスト体質の改善、そして自社株買い戻しにより、2008 年およびそれ以降は調整後
1 株当たり利益の持続的な 2 桁成長とフリー・キャッシュフローにおける力強い成長が続くと確
信しています。

•

2008 年のフリー・キャッシュフローは、160 億ドルから 170 億ドルの間と予測されています。
（フリー・キャッシュフローとは営業活動によるキャッシュフローから設備投資を差し引いた金
額です。）

•

携帯および固定電話の先進的ネットーワーク機能の強化に伴い、設備投資額は総売上高に対して
引き続き 10％台半ばとなる見込みです。

•

AT&T U-verse の導入では目覚ましい進展があり、2008 年末までには AT&T U-verse ビデオの加入
者が 100 万件を超えるとみられます。2008 年通年では、U-verse の導入による希薄化効果を 1 株当
たり約 0.12 ドルから 0.14 ドルと予測しています。

•

今後数年間におけるコスト削減の大きな機会。AT&T では、AT&T Corp.とベルサウスの合併によ
る相乗効果、および業務改善による年間の営業経費の削減額が、2007 年の水準から約 20 億ドル
増加して、2008 年は約 59 億ドル、そして 2010 年には 70 億ドル以上になると予測しています。

調整後業績および業績試算に関する追加資料
2006 年第 4 四半期の売上高、経費、営業利益には、AT&T が 2006 年 12 月 29 日に買収する以前のベ
ルサウス社の売上高および経費は計上されていません。また、同社買収以前に、業績を合弁事業の一
部として計上していたシンギュラー・ワイヤレス社の業績も含まれていません。AT&T では、投資家
の皆様に対してさらに詳細な業績比較情報をお伝えするため、過去の会計報告に加えて 2005 年およ
び 2006 年の業績試算を補足資料としてご提供いたします。これらの業績試算値は、AT&T、ベルサウ
ス、およびシンギュラー・ワイヤレスの全期間の売上高を合算したものです。業績試算は Web サイト
www.att.com/investor.relations（英文）でご覧いただけます。
2007 年第 4 四半期の調整後利益は、下記の項目を除外しています。
1. 複数の買収事案に伴って発生した、統合および償却のための税引前費用、合計 18 億ドル。
2. 電話帳出版および関連広告サービス部門の繰り延べ売上高と関連経費における合併関連のパーチ
ェス法会計処理に由来する、3,600 万ドルの営業利益減。
上記の調整項目を合算した場合、2007 年第 4 四半期の 1 株当たり利益は 0.19 ドルの減少となっていま
す。なお、2006 年第 4 四半期の調整後業績は、統合関連の税引前費用 6 億 2,400 万ドル（希薄化後 1
株当たり 0.11 ドル）を除外しています。
2007 年の電話帳出版および関連広告サービス部門の業績は、ベルサウス社買収の影響を受けています。
AT&T による買収までは、ベルサウスでは、印刷版の電話帳広告の売上高および経費を、通常 12 カ月
を期間とする電話帳ライフサイクルで償却していました。パーチェス法の会計ルールに従い、買収完
了前に提供された全ての電話帳についてのベルサウスの繰り延べ売上高および経費は、連結業績から
除外されています。このパーチェス法の会計処理に基づく償却の除外によって、2007 年については、
買収前のベルサウスの電話帳事業の連結売上高、経費、および純利益は減少していますが、この調整

は営業活動によるキャッシュフローには影響を及ぼしません。これらの項目の調整により、第 4 四半
期の連結売上高が 5,300 万ドル減少し、連結営業費用も 1,700 万ドル減少しています。
AT&T は引き続き、償却後の業績によって印刷版電話帳事業を管理していきます。従って、AT&T の
損益計算書の電話帳出版および関連広告サービス部門では、償却後の業績を記載しています。2008 年
には連結業績および部門別業績の両方で償却会計が反映されることになります。
損益計算書が示す通り、第 4 四半期の AT&T の電話帳出版および関連広告サービス事業による売上高
は 15 億ドル、営業費用は 10 億ドル、そして営業利益は 5 億 700 万ドルとなりました。
また、統合関連の無形資産の償却と統合関連費用を除外すると、第 4 四半期の電話帳出版および関連
広告サービス事業の営業費用は 7 億 9,000 万ドル、営業利益は 6 億 8,300 万ドルとなりました。
###
AT&Tについて
AT&T Inc.は、米国内および全世界で事業を展開する通信事業持株会社であり、AT&T ブランドのも
とで、各種事業を展開する AT&T グループ企業が活動しています。AT&T は、企業向け IP 通信サー
ビスで世界的なリーダーであるだけでなく、携帯電話、高速インターネット接続、地域・長距離音声
通信、Yellow Pages や YELLOWPAGES.COM を通じた電話帳出版および関連広告サービスの分野にお
ける、米国内最大の事業者です。AT&T は、『3 スクリーン統合戦略』の一環として、AT&T UverseSM TV などの次世代テレビ・サービスをはじめとするビデオ・エンターテイメント・オファリン
グを拡充しています。AT&T Inc.ならびに AT&T の提供するサービスの詳細については、www.att.com
をご覧ください。
© 2007 AT&T Knowledge Ventures. All rights reserved. AT&T and the AT&T logo are trademarks of AT&T
Knowledge Ventures.

将来予測に関する記載についての注意事項
このニュースリリースに記載されている情報には、各種リスクおよび不確定要素の影響を受ける財務予測およびその
他の将来予測に関する記載が含まれており、実際の業績がこれと大幅に異なったものとなる可能性があります。将来
的な業績に影響を及ぼす可能性のある要因についての考察は、証券取引委員会への AT&T の提出書類に記載されてい
ます。AT&T は、このニュースリリースの記載について、新たな情報またはその他の事項に基づいて更新または改訂を
行う義務を負わないものとします。このニュースリリースには、GAAP 以外の基準に基づく情報が含まれている可能性
があります。GAAP 以外の財務基準と GAAP 財務基準との調整については、AT&T のインベスター・リレーションズ
に関する Web サイト（www.att.com/investor.relations）をご参照ください。過去に発表された試算値との比較についても
同サイトでご参照いただけます。
注記：OIBDA（Operating Income Before Depreciation and Amortization：減価償却前営業利益）は、減価償却費を差し引
く前の営業利益（損失）として定義されます。OIBDA は、Generally Accepted Accounting Principles：一般会計原則
（GAAP）に従って減価償却費を除外して算定する「部門営業利益（損失）」とは異なるものです。OIBDA は債務返
済に充てられる現金には影響を及ぼさないため、配当、再投資、またはその他の自由裁量用途で処分可能な資金を反
映するものではありません。OIBDA は、GAAP によって確定する営業成績や営業活動によるキャッシュフローを代替
する指標ではありません。ここに提示された当社算定による OIBDA は、他社が発表した同様の名称の指標とは異なる
場合があります。
注記：フリー・キャッシュフローは、営業活動によるキャッシュフローから設備投資額を差し引いた金額として定義
されます。配当後のキャッシュフローは、営業活動によるキャッシュフローから設備投資額と配当金を差し引いた金
額として定義されます。フリー・キャッシュフローの利回りは、継続事業によるキャッシュフローから、設備投資額

を差し引いた金額を四半期の最終取引日の時点で計算された時価総額における比率（%）として表したものと定義され
ます。時価総額は、四半期末の株価に期末の発行済み株式数を乗じて計算されます。経営陣は毎月、フリー・キャッ
シュフローを、設備投資などの通常の事業活動によってどれほどの現金が生み出されるかを示す重要な指標として検
討し、これを基準として経営上の決定を下すものであることから、こうした評価指標が、株主の皆様に有益な情報を
提供してくれることと信じています。経営陣はこの評価指標を、債務支払および株主への還元に充当できる現金の目
安になるものとも考えています。
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