
平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年６６６６月月月月３０３０３０３０日日日日

　ＮＴＴ　ＮＴＴ　ＮＴＴ　ＮＴＴ東日本東日本東日本東日本はははは、、、、本日本日本日本日、、、、電気通信事業会計規則電気通信事業会計規則電気通信事業会計規則電気通信事業会計規則にににに基基基基づきづきづきづき、、、、平成平成平成平成２５２５２５２５年度年度年度年度

のののの「「「「指定電気通信役務損益明細表指定電気通信役務損益明細表指定電気通信役務損益明細表指定電気通信役務損益明細表」」」」及及及及びびびび「「「「基礎的電気通信役務損益明細表基礎的電気通信役務損益明細表基礎的電気通信役務損益明細表基礎的電気通信役務損益明細表」」」」

をををを総務大臣総務大臣総務大臣総務大臣にににに提出提出提出提出いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。

　　　　またまたまたまた、、、、これにこれにこれにこれに併併併併せてせてせてせて、ＰＣＢ（、ＰＣＢ（、ＰＣＢ（、ＰＣＢ（ポリポリポリポリ塩化塩化塩化塩化ビフェニルビフェニルビフェニルビフェニル））））廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理にににに伴伴伴伴うううう

特別損失特別損失特別損失特別損失（（（（環境対策引当金繰入額環境対策引当金繰入額環境対策引当金繰入額環境対策引当金繰入額））））のののの影響影響影響影響をををを考慮考慮考慮考慮したしたしたした損益状況損益状況損益状況損益状況をおをおをおをお知知知知らせらせらせらせ

いたしますいたしますいたしますいたします。　　。　　。　　。　　

　　　　

　　　　※※※※加入電話及加入電話及加入電話及加入電話及びびびびＩＳＤＮＩＳＤＮＩＳＤＮＩＳＤＮ等等等等のののの基本料基本料基本料基本料にににに係係係係るるるる費用費用費用費用のののの把握方法把握方法把握方法把握方法にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、
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指定電気通信役務損益明細表等指定電気通信役務損益明細表等指定電気通信役務損益明細表等指定電気通信役務損益明細表等のののの提出等提出等提出等提出等についてについてについてについて



（（（（単位単位単位単位：：：：百万円百万円百万円百万円）））） 1111

　　　　　　　　　　　　

平成25年4月 1日平成25年4月 1日平成25年4月 1日平成25年4月 1日からからからから平成26年3月31日平成26年3月31日平成26年3月31日平成26年3月31日までまでまでまで
4,8394,8394,8394,839 3,2453,2453,2453,245指指指指定定定定電電電電気気気気通通通通信信信信役役役役務務務務

そそそそ のののの 他他他他 377,457377,457377,457377,45735,48635,48635,48635,486公公公公 衆衆衆衆 電電電電 話話話話
106,430106,430106,430106,430 26,37126,37126,37126,371小小小小 計計計計

450,893450,893450,893450,893ＦＦＦＦＴＴＴＴＴＴＴＴＨＨＨＨアアアアククククセセセセススススササササーーーービビビビスススス専専専専 用用用用 役役役役 務務務務

指定電気通信役務損益明細表指定電気通信役務損益明細表指定電気通信役務損益明細表指定電気通信役務損益明細表

8,0848,0848,0848,084 △ 4,848△ 4,848△ 4,848△ 4,8485,5205,5205,5205,520 △ 1,669△ 1,669△ 1,669△ 1,669382,305382,305382,305382,305市市市市 内内内内 通通通通 信信信信 ・・・・ 市市市市 外外外外 通通通通 信信信信役    務    役    務    役    務    役    務    の    の    の    の    種    類種    類種    類種    類
特特特特 定定定定 電電電電 気気気気 通通通通 信信信信 役役役役 務務務務 基基基基 本本本本 料料料料

小小小小 計計計計
音音音音声声声声伝伝伝伝送送送送役役役役務務務務 3,8513,8513,8513,851330,035330,035330,035330,035 営営営営 業業業業 利利利利 益益益益27,67927,67927,67927,679

そそそそ のののの 他他他他 132,801132,801132,801132,801986,979986,979986,979986,979特特特特定定定定電電電電気気気気通通通通信信信信役役役役務務務務以以以以外外外外のののの指指指指定定定定電電電電気気気気通通通通信信信信役役役役務務務務 小小小小 計計計計 609,522609,522609,522609,52225,82725,82725,82725,827
1,577,8231,577,8231,577,8231,577,823 52,69952,69952,69952,699643,543643,543643,543643,543合合合合 計計計計 656,547656,547656,547656,547 △ 13,003△ 13,003△ 13,003△ 13,003指指指指 定定定定 電電電電 気気気気 通通通通 信信信信 役役役役 務務務務 以以以以 外外外外 のののの 電電電電 気気気気 通通通通 信信信信 役役役役 務務務務 1,630,5231,630,5231,630,5231,630,523 921,275921,275921,275921,275
410,467410,467410,467410,467 3,7553,7553,7553,75522,07122,07122,07122,071 65,70365,70365,70365,703

40,42640,42640,42640,426538,970538,970538,970538,970 70,55270,55270,55270,552
7,8067,8067,8067,806344,265344,265344,265344,265 △ 14,230△ 14,230△ 14,230△ 14,230営営営営 業業業業 収収収収 益益益益 営営営営 業業業業 費費費費 用用用用



（（（（単位単位単位単位：：：：百万円百万円百万円百万円））））
※※※※　　　　基礎的電気通信役務以外基礎的電気通信役務以外基礎的電気通信役務以外基礎的電気通信役務以外のののの電気通信役務電気通信役務電気通信役務電気通信役務にににに含含含含まれるまれるまれるまれる電報電報電報電報はははは、、、、営業収益14,951百万円営業収益14,951百万円営業収益14,951百万円営業収益14,951百万円、、、、営業費用13,399百万円営業費用13,399百万円営業費用13,399百万円営業費用13,399百万円、、、、　　　　　　　　営業利益1,551百万円営業利益1,551百万円営業利益1,551百万円営業利益1,551百万円でありますでありますでありますであります。。。。合合合合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計計計計 1,630,5231,630,5231,630,5231,630,523 1,577,8231,577,8231,577,8231,577,823 52,69952,69952,69952,699

基礎的電気通信役務損益明細表基礎的電気通信役務損益明細表基礎的電気通信役務損益明細表基礎的電気通信役務損益明細表平成25年4月 1日平成25年4月 1日平成25年4月 1日平成25年4月 1日からからからから
92,10392,10392,10392,103電電電電 気気気気 通通通通 信信信信 役役役役 務務務務基基基基 礎礎礎礎 的的的的 電電電電 気気気気 通通通通 信信信信 役役役役 務務務務 258,001258,001258,001258,001 297,405297,405297,405297,405基基基基 礎礎礎礎 的的的的 電電電電 気気気気 通通通通 信信信信 役役役役 務務務務 以以以以 外外外外 のののの 1,372,5211,372,5211,372,5211,372,521

役    務    役    務    役    務    役    務    の    の    の    の    種    類種    類種    類種    類
1,280,4171,280,4171,280,4171,280,417 △ 39,403△ 39,403△ 39,403△ 39,403

平成26年3月31日平成26年3月31日平成26年3月31日平成26年3月31日までまでまでまで営営営営 業業業業 収収収収 益益益益 営営営営 業業業業 費費費費 用用用用 営営営営 業業業業 利利利利 益益益益



指定電気通信役務損益明細表指定電気通信役務損益明細表指定電気通信役務損益明細表指定電気通信役務損益明細表（（（（平成25年4月 1日平成25年4月 1日平成25年4月 1日平成25年4月 1日からからからから平成26年3月31日平成26年3月31日平成26年3月31日平成26年3月31日までまでまでまで））））　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 (単位(単位(単位(単位：：：：百万円)百万円)百万円)百万円) (単位(単位(単位(単位：：：：百万円)百万円)百万円)百万円)

基礎的電気通信役務損益明細表基礎的電気通信役務損益明細表基礎的電気通信役務損益明細表基礎的電気通信役務損益明細表（（（（平成25年4月 1日平成25年4月 1日平成25年4月 1日平成25年4月 1日からからからから平成26年3月31日平成26年3月31日平成26年3月31日平成26年3月31日までまでまでまで））））　　　　 (単位(単位(単位(単位：：：：百万円)百万円)百万円)百万円) (単位(単位(単位(単位：：：：百万円)百万円)百万円)百万円)
※※※※　　　　平成25年度決算平成25年度決算平成25年度決算平成25年度決算においてにおいてにおいてにおいて計上計上計上計上したしたしたしたＰＣＢ（ＰＣＢ（ＰＣＢ（ＰＣＢ（ポリポリポリポリ塩化塩化塩化塩化ビフェニルビフェニルビフェニルビフェニル））））廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理にににに伴伴伴伴うううう特別損失特別損失特別損失特別損失（（（（環境対策引当金繰入額環境対策引当金繰入額環境対策引当金繰入額環境対策引当金繰入額）3,382）3,382）3,382）3,382百万円百万円百万円百万円　　　　　　　　のうちのうちのうちのうち、、、、電気通信事業相当2,659百万円電気通信事業相当2,659百万円電気通信事業相当2,659百万円電気通信事業相当2,659百万円をををを営業費用営業費用営業費用営業費用にににに含含含含めためためためた場合場合場合場合のののの利益利益利益利益へのへのへのへの影響影響影響影響。。。。

ＰＣＢ（ＰＣＢ（ＰＣＢ（ＰＣＢ（ポリポリポリポリ塩化塩化塩化塩化ビフェニルビフェニルビフェニルビフェニル））））廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理にににに伴伴伴伴うううう特別損失特別損失特別損失特別損失（（（（環境対策引当金繰入額環境対策引当金繰入額環境対策引当金繰入額環境対策引当金繰入額））））をををを考慮考慮考慮考慮したしたしたした損益状況損益状況損益状況損益状況

52,69952,69952,69952,699合合合合 計計計計 1,630,5231,630,5231,630,5231,630,523 △ 2,659△ 2,659△ 2,659△ 2,659

②②②②利益利益利益利益へのへのへのへの影響額影響額影響額影響額 影響考慮後影響考慮後影響考慮後影響考慮後のののの利益利益利益利益（（（（①①①①＋＋＋＋②②②②））））

特特特特 別別別別 損損損損 失失失失 のののの 影影影影 響響響響 ※※※※

△ 564△ 564△ 564△ 564 △ 14,794△ 14,794△ 14,794△ 14,794

役    務    役    務    役    務    役    務    の    の    の    の    種    類種    類種    類種    類 影響考慮後影響考慮後影響考慮後影響考慮後のののの利益利益利益利益（（（（①①①①＋＋＋＋②②②②））））①①①① 営営営営 業業業業 利利利利 益益益益

△ 1,669△ 1,669△ 1,669△ 1,669そそそそ のののの 他他他他
小小小小 計計計計

450,893450,893450,893450,893特特特特定定定定電電電電気気気気通通通通信信信信役役役役務務務務以以以以外外外外のののの指指指指定定定定電電電電気気気気通通通通信信信信役役役役務務務務 ＦＦＦＦＴＴＴＴＴＴＴＴＨＨＨＨアアアアククククセセセセススススササササーーーービビビビスススス専専専専 用用用用 役役役役 務務務務

基基基基 礎礎礎礎 的的的的 電電電電 気気気気 通通通通 信信信信 役役役役 務務務務 以以以以 外外外外 のののの 電電電電 気気気気 通通通通 信信信信 役役役役 務務務務 △ 39,403△ 39,403△ 39,403△ 39,403 △ 495△ 495△ 495△ 495 △ 39,899△ 39,899△ 39,899△ 39,899

特特特特 別別別別 損損損損 失失失失 のののの 影影影影 響響響響 ※※※※

営営営営 業業業業 収収収収 益益益益 営営営営 業業業業 費費費費 用用用用
65,70365,70365,70365,703
40,42640,42640,42640,426538,970538,970538,970538,970 70,55270,55270,55270,5523,7553,7553,7553,75522,07122,07122,07122,071382,305382,305382,305382,3055,5205,5205,5205,5204,8394,8394,8394,839 7,6847,6847,6847,684

656,547656,547656,547656,547 △ 13,003△ 13,003△ 13,003△ 13,003106,430106,430106,430106,430 26,37126,37126,37126,371921,275921,275921,275921,275

基基基基 礎礎礎礎 的的的的 電電電電 気気気気 通通通通 信信信信 役役役役 務務務務

8,0848,0848,0848,08425,82725,82725,82725,827
特特特特 定定定定 電電電電 気気気気 通通通通 信信信信 役役役役 務務務務 基基基基 本本本本 料料料料市市市市 内内内内 通通通通 信信信信 ・・・・ 市市市市 外外外外 通通通通 信信信信公公公公 衆衆衆衆 電電電電 話話話話

そそそそ のののの 他他他他小小小小 計計計計指指指指 定定定定 電電電電 気気気気 通通通通 信信信信 役役役役 務務務務 以以以以 外外外外 のののの 電電電電 気気気気 通通通通 信信信信 役役役役 務務務務

指指指指定定定定電電電電気気気気通通通通信信信信役役役役務務務務
小小小小 計計計計音音音音声声声声伝伝伝伝送送送送役役役役務務務務 3,8513,8513,8513,851330,035330,035330,035330,035

609,522609,522609,522609,522合合合合 計計計計
377,457377,457377,457377,457132,801132,801132,801132,801986,979986,979986,979986,979
35,48635,48635,48635,486

1,630,5231,630,5231,630,5231,630,523
258,001258,001258,001258,001

△ 159△ 159△ 159△ 159 26,21126,21126,21126,211△ 888△ 888△ 888△ 888
27,67927,67927,67927,679 7,8067,8067,8067,806 △ 1,675△ 1,675△ 1,675△ 1,675△ 10△ 10△ 10△ 10 3,2353,2353,2353,235△ 701△ 701△ 701△ 701 △ 5,550△ 5,550△ 5,550△ 5,55039,79939,79939,79939,799△ 4,848△ 4,848△ 4,848△ 4,848 △ 102△ 102△ 102△ 102 3,6533,6533,6533,653

344,265344,265344,265344,265 △ 14,230△ 14,230△ 14,230△ 14,230
△ 626△ 626△ 626△ 626△ 5△ 5△ 5△ 53,2453,2453,2453,245 △ 121△ 121△ 121△ 121

410,467410,467410,467410,467
役    務    役    務    役    務    役    務    の    の    の    の    種    類種    類種    類種    類 営営営営 業業業業 収収収収 益益益益 営営営営 業業業業 費費費費 用用用用 ①①①① 営営営営 業業業業 利利利利 益益益益

1,577,8231,577,8231,577,8231,577,823 50,04050,04050,04050,040

50,04050,04050,04050,040△ 2,659△ 2,659△ 2,659△ 2,659
②②②②利益利益利益利益へのへのへのへの影響額影響額影響額影響額

1,577,8231,577,8231,577,8231,577,823 52,69952,69952,69952,699643,543643,543643,543643,543 69,66369,66369,66369,663△ 1,590△ 1,590△ 1,590△ 1,590 64,11364,11364,11364,113△ 1,069△ 1,069△ 1,069△ 1,069 △ 14,073△ 14,073△ 14,073△ 14,073

92,10392,10392,10392,103 △ 2,164△ 2,164△ 2,164△ 2,164 89,93989,93989,93989,939297,405297,405297,405297,4051,372,5211,372,5211,372,5211,372,521 1,280,4171,280,4171,280,4171,280,417
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