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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年8月1日～平成23年10月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第1四半期 791 42.6 △127 ― △260 ― △85 ―
23年7月期第1四半期 555 △16.1 △6 ― △103 ― △105 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △82百万円 （―％） 23年7月期第1四半期 △105百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

24年3月期第1四半期 △1,277.00 ―
23年7月期第1四半期 △1,954.09 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年3月期第1四半期 3,466 2,419 65.2 33,561.04
23年7月期 3,922 2,569 59.7 34,835.53
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  2,259百万円 23年7月期  2,343百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年7月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年8月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
平成24年９月16日に発表しております株式会社ベストクリエイトとの株式交換契約の締結により、平成24年11月１日付けで発行済株式数が39,037株増加し、10
6,372株となっております。そのため、平成24年第２四半期（累計）及び通期の１株当たり当期純利益を修正しております。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 1,550 ― △220 ― △450 ― △300 ― △2,820.29
通期 2,300 ― △280 ― △540 ― △370 ― △3,478.36



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  有  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細につきましては、添付資料３ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項 （３）会計方針の変更・会計上の見積もりの変更・修正再表示」をご
参照ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外でありますが、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は完了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されております業績の見通し等の将来に関する記述は、現在入手可能な情報から得られた当社の判断に基づくものであります。従いまして、実
際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があることをご承知おきください。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等
につきましては、添付資料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 1社 （社名） 株式会社スマート・ナビ

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  有
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 67,335 株 23年7月期 67,270 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q ― 株 23年7月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 67,310 株 23年7月期1Q 54,127 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、平成23年３月に発生した東日本大震災からの復旧・復興が進

んでいるものの、欧米の景気減速による円高や株式市場低迷の長期化など、国内外において懸念すべき問題が多

く、国内経済の先行きは依然不透明な状況が続いております。このような状況の中、当社は安定的な利益成長の源

泉となるストックコミッション（注）の積上げによる収益モデルの転換を経営の 重要課題とし、特に販売パート

ナーを中心とした販売網の拡大と顧客単価を増大させるための商材の開発及び販売に注力することにより、将来に

わたって得られる継続的な収入源の増大に努めてまいりました。 

 一方で、業種別スマートデバイスソリューションの展開として、法人向け携帯電話等の情報通信サービスの取次

ぎ・販売とコンテンツ、アプリケーション等の企画・開発・販売を実施いたしました。今後もスマートフォンを軸

とした携帯電話端末、タブレット端末の需要が拡大していくなかで、多種多様かつ高品質な商材・サービスの開

発、取扱いを進めてまいります。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高 千円（前年同期比42.6％増）、営業損失

千円（前年同期は営業損失 千円）、経常損失 千円（前年同期は経常損失 千円）、四半

期純損失 千円（前年同期は四半期純損失 千円）となりました。 

（注）ストックコミッションとは、ユーザーが毎月支払う基本料金・使用料金に応じて一定期間にわたり、毎月通信キャリア等から受け

取る手数料をいいます。 

  

セグメント別の業績は、次のとおりであります。 

（ＩＴインフラ事業） 

 災害や計画停電の影響により、事業継続計画の一環としてセキュアにリモートアクセスを実現するＩＴ製品・サ

ービスが企業には求められました。このような状況の中で、ＩＴインフラ事業では、シンクライアント総合ソリュ

ーションベンダーとして仮想デスクトップソリューションや、ＩＴインフラ構築サービスを行い、セキュリティ対

策だけでなく在宅勤務などのニーズに対応できる情報システムインフラを提供しております。従来の金融・通信・

公共関連のマーケットのみならず、他の業種にも幅広くシンクライアントのニーズが拡大しております。 

 その結果、ＩＴインフラ事業の売上高は 千円（前年同期比6.2％増）、営業利益は 千円（前年同期

比57.8％減）となりました。 

  

（ブロードバンド事業） 

 デジタルコンテンツ配信事業においては、電子コミックコンテンツの配信に加え、業務用映画コンテンツサービ

スをホテルや集合住宅向けに展開いたしました。マルチネットワーク型デジタルサイネージソリューション事業に

おきましては、ディスプレイ委託からネットワーク構築、施設内配信システム構築までトータル・サポートを行っ

てまいりました。また、スマートデバイス向けプラットフォーム事業においては、サービス・販売モデルの構築を

図り、営業活動を進めてまいりました。企業におけるスマートデバイスの利用意識の高まりや一般消費者への浸透

は想定よりも低いものでしたが、より一層の慎重さを持って経営を行ってまいりました。 

 その結果、ブロードバンド事業の売上高は 千円（前年同期比19.1％増）、営業損失は 千円（前年

同期は営業損失 千円）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報  

 総資産は、前連結会計年度末に計上された売掛金の回収が進んだこと等により、前連結会計年度と比較して

千円減少の 千円となりました。 

 負債は、未払金が減少したこと等により、前連結会計年度と比較して 千円減少の 千円となりま

した。 

 純資産は、四半期純損失の計上等により、前連結会計年度と比較して 千円減少の 千円となりま

した。 

 以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の59.7％から65.2％になりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

791,333

127,003 6,871 260,183 103,027

85,955 105,769

559,373 19,530

230,836 78,881

12,524

      （単位：千円）

  前連結会計年度末 当第１四半期連結会計期間末 増減 

総資産  3,922,602  3,466,070  △456,531

負債  1,353,505  1,046,276  △307,229

純資産  2,569,097  2,419,794  △149,302

456,531 3,466,070

307,229 1,046,276

149,302 2,419,794
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（３）連結業績予想に関する定性的情報  

 連結業績予想につきましては、平成23年９月14日の平成23年７月期決算短信で公表いたしました第２四半期連結

累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。 

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 当第１四半期連結累計期間において、株式会社スマート・ナビは、当社を引受先としない第三者割当増資により

当社持分が減少したため連結の範囲から除外し、持分法適用の範囲に含めております。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（税金費用の計算方法の変更）  

 税金費用の計算は、従来、四半期連結累計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積り実効税率を乗じて算定しておりま

したが、当第１四半期連結会計期間より、年度決算と同様の方法で計算する方法に変更しております。 

 これは、前連結会計年度より連結納税制度を適用していることや、四半期連結累計期間の課税所得に対応する税

金費用をより正確に反映させるために行ったものであります。 

 当該会計方針の変更は遡及適用され、前年四半期については遡及適用後の四半期連結財務諸表となっておりま

す。 

 なお、遡及適用を行う前と比較した前第１四半期連結累計期間の四半期純損失に与える影響はありません。 

  

（１株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用） 

 第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年６

月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22年６

月30日）を適用しております。 

  

（４）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

  

 当社グループは経営管理コストの増加により、当第１四半期連結累計期間において営業損失 千円、経常損

失 千円、四半期純損失 千円を計上いたしました。このことにより、前連結会計年度に引き続き継続企

業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

 当該状況を解消すべく、当社グループは安定的な利益成長の源泉となるストックコミッションの積上げによる収益

モデルの転換を実現し、安定的な黒字化を図ってまいります。また、すべての事業において業務の効率化、固定費の

削減により、安定的な利益確保に努めてまいります。 

 従いまして、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しており、四半期連結財務諸表の注記

には記載しておりません。   

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要

127,003

260,183 85,955

㈱インテア・ホールディングス（3734）平成24年３月期　第１四半期決算短信

3



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年７月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,310,303 1,375,148

売掛金 832,380 411,768

商品及び製品 278,875 52,855

その他 138,722 112,833

貸倒引当金 △5,029 △3,644

流動資産合計 2,555,251 1,948,960

固定資産   

有形固定資産 133,356 88,510

無形固定資産   

のれん 578,418 129,066

その他 55,323 58,113

無形固定資産合計 633,742 187,180

投資その他の資産   

投資有価証券 517,095 1,174,947

その他 83,155 66,471

投資その他の資産合計 600,251 1,241,419

固定資産合計 1,367,350 1,517,110

資産合計 3,922,602 3,466,070

負債の部   

流動負債   

買掛金 239,797 171,529

短期借入金 400,000 480,000

1年内返済予定の長期借入金 51,948 51,948

未払法人税等 7,243 4,028

賞与引当金 51,511 33,962

その他 388,518 103,359

流動負債合計 1,139,019 844,827

固定負債   

長期借入金 210,736 197,749

退職給付引当金 3,451 3,451

その他 298 248

固定負債合計 214,485 201,448

負債合計 1,353,505 1,046,276
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年７月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年10月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,956,142 5,957,342

資本剰余金 6,059,424 6,060,625

利益剰余金 △9,672,180 △9,758,135

株主資本合計 2,343,386 2,259,832

新株予約権 11,905 11,994

少数株主持分 213,804 147,967

純資産合計 2,569,097 2,419,794

負債純資産合計 3,922,602 3,466,070
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 

（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年８月１日 

 至 平成22年10月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年８月１日 

 至 平成23年10月31日) 

売上高 555,023 791,333

売上原価 446,919 663,121

売上総利益 108,104 128,211

販売費及び一般管理費 114,975 255,215

営業損失（△） △6,871 △127,003

営業外収益   

受取利息 2,862 1,545

その他 862 3,720

営業外収益合計 3,724 5,266

営業外費用   

支払利息 － 2,574

為替差損 89,047 －

持分法による投資損失 10,435 132,734

その他 398 3,136

営業外費用合計 99,881 138,446

経常損失（△） △103,027 △260,183

特別利益   

持分変動利益 － 178,737

その他 － 179

特別利益合計 － 178,917

特別損失   

固定資産売却損 － 837

関係会社株式売却損 2,333 －

特別損失合計 2,333 837

税金等調整前四半期純損失（△） △105,360 △82,103

法人税等 408 717

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △105,769 △82,821

少数株主利益 － 3,133

四半期純損失（△） △105,769 △85,955
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年８月１日 

 至 平成22年10月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年８月１日 

 至 平成23年10月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △105,769 △82,821

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 52 －

その他の包括利益合計 52 －

四半期包括利益 △105,716 △82,821

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △105,716 △85,955

少数株主に係る四半期包括利益 － 3,133
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 該当事項はありません。  

  

  

（セグメント情報） 

 前第１四半期連結累計期間（自 平成22年８月１日 至 平成22年10月31日） 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業等を含んでおり

ます。 

   ２．セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していな

い全社費用 千円であり、その主なものは、報告セグメントに帰属しない一般管理費でありま

す。 

３．セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年８月１日 至 平成23年10月31日） 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業等を含んでおり

ます。 

   ２．セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していな

い全社費用 千円であり、その主なものは、報告セグメントに帰属しない一般管理費でありま

す。  

３．セグメント利益又はセグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っておりま

す。  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（単位：千円）

  

報告セグメント

その他

（注）１ 
合計

調整額 
（注）２ 

四半期連結

損益計算書 
計上額 

（注）３ 

ＩＴ

インフラ 
事業 

ブロード 
バンド 
事業 

 

計 

  

売上高             

外部顧客への売上高  360,248  193,845  554,094  929  555,023 ─  555,023

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 166,299 ─  166,299 ─  166,299  △166,299 ─ 

計  526,547  193,845  720,393  929  721,323  △166,299  555,023

セグメント利益又は 

セグメント損失（△） 
 46,231  △12,524  33,706  △4,872  28,833  △35,705  △6,871

△35,705

△35,705

（単位：千円）

  

報告セグメント

その他

（注）１ 
合計

調整額 
（注）２ 

四半期連結

損益計算書 
計上額 

（注）３ 

ＩＴ

インフラ 
事業 

ブロード 
バンド 
事業 

 

計 

  

売上高             

外部顧客への売上高  558,703  230,836  789,539  1,793  791,333 ─  791,333

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 670 ─  670 ─  670  △670 ─ 

計  559,373  230,836  790,209  1,793  792,003  △670  791,333

セグメント利益又は 

セグメント損失（△） 
 19,530  △78,881  △59,350  720  △58,630  △68,373  △127,003

△68,373

△68,373

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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 当社は、平成23年９月16日開催の当社取締役会において、当社を完全親会社とし、株式会社ベストクリエイト

（以下、「ベストクリエイト」）を完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」）を行い、同日付でベス

トクリエイトとの間で株式交換契約（以下、「本株式交換契約」）を締結することを決議いたしました。また、

本株式交換については、平成23年10月28日開催の第13回定時株主総会で承認されております。 

  

１．株式交換を行う理由 

 当社グループは、安定的な利益成長の源泉となるストック収益の積上げによる収益モデルの転換を経営の 重

要課題とし、そのストック型ビジネスであるスマートインフラ事業への取り組みをはじめ、業種別販売網の強

化、自社コンテンツの拡充、インターネット販売の強化、事業ポートフォリオの再構築を事業方針に掲げており

ます。 

 上記事業方針のもと、スマートインフラ事業及び業種別販売網の強化のため、平成23年７月期上期に株式会社

ワイロードを子会社化、株式会社ディーエイチを持分法適用関連会社とし、既存の連結子会社である株式会社フ

ォーセットにおいてはホテル向けコンテンツプラットフォームの開発を行ってまいりました。さらに平成23年７

月期下期においては株式会社ズーム及び法人向けにスマートデバイスソリューションを展開する株式会社スマー

ト・ナビを子会社化いたしました。なお、株式会社スマート・ナビは平成23年８月において当社の連結子会社の

範囲から除外されておりますが、引き続き持分法適用会社として、連携をとり販売力、収益力の強化を目指して

おります。 

 一方、本株式交換の相手先となるベストクリエイトは携帯ショップ等でのコンテンツアフィリエイト実績が約

8,000店舗、月間約30万件の獲得実績のほか、自社コンテンツプロバイターであるSMAAASH（スマッシュ）、アプ

リ紹介メディアであるミートアイやミートロイドを運営しており、当社グループにとって、業種別販売網の強

化、自社コンテンツの拡充、インターネット販売の強化につながると考えております。 

 今後スマートデバイス向けプラットフォーム事業においては競争激化が予想されることから、完全子会社化に

よる経営統合により、戦略を共有することで両社の企業価値増加が可能となり、事業環境の変化により迅速かつ

的確に対応できる体制が構築できるものと考えております。 

 このような状況において、当社とベストクリエイトは、両社の株主の皆様への影響も 大限考慮の上、両社が

選択しうる 善の手段について慎重に協議を重ねてまいりました。その結果、ベストクリエイトを当社の完全子

会社とし、両社一体となって事業展開を遂行し、収益力の強化を図ることが両社の株主、顧客、取引先等のステ

ークホルダーの皆様のための 善の手段であると判断するに至りました。 

  

２．本株式交換の方法、本株式交換に係る割当ての内容その他の株式契約の内容 

① 株式交換の方法 

平成23年９月16日に締結した本株式交換契約に基づき、平成23年11月１日を株式交換の効力発生日として、平

成23年10月６日の 終のベストクリエイトの株主名簿に記載または記録されたベストクリエイトの株主（当社を

除きます。)に対し、その所有するベストクリエイトの普通株式１株につき当社の普通株式11.57株の割合をもっ

て割当交付いたしました。これにより、ベストクリエイトは当社の完全子会社となりました。 

 なお、完全親会社となる当社は、平成23年10月28日開催の定時株主総会において本株式交換につき承認されて

おり、また、完全子会社となるベストクリエイトは平成23年10月28日開催の臨時株主総会において本株式交換に

つき承認されております。 

② 本株式交換に係る割当ての内容 

ベストクリエイトの普通株式１株に対して、当社の普通株式11.57株を割当交付いたしました。ただし、当社

が保有するベストクリエイトの普通株式260株につきましては割当ては行っておりません。なお、ベストクリエイ

トの株主に割当交付いたしました普通株式39,037株は、当社が新株の発行によって行っております。 

  

３．本株式交換の日程 

  

   

（６）重要な後発事象

株式交換決議取締役会・株式交換契約締結日 平成23年９月16日 

定時株主総会日（当社） 平成23年10月28日 

臨時株主総会日（ベストクリエイト） 平成23年10月28日 

株式交換日 平成23年11月１日 
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