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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

（注）平成24年３月期は、７月決算から３月決算に決算期の変更をしたことに伴い、８ヶ月の変則決算となるため対前期増減率は記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

25年3月期 5,122 ― 129 ― △236 ― △281 ―
24年3月期 3,107 ― △340 ― △706 ― △698 ―

（注）包括利益 25年3月期 △265百万円 （―％） 24年3月期 △695百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年3月期 △2,646.79 ― △8.8 △5.8 2.5
24年3月期 △7,633.71 ― △24.6 △17.9 △10.9

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  △361百万円 24年3月期  △295百万円

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

25年3月期 4,133 3,074 73.8 28,693.45
24年3月期 3,978 3,354 83.8 31,338.75

（参考） 自己資本   25年3月期  3,052百万円 24年3月期  3,333百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

25年3月期 370 △191 ― 1,237
24年3月期 291 △85 △352 1,058

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―
25年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―
26年3月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

 

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

通期 5,800 13.2 120 △7.3 120 ― 80 ― 752.10



※  注記事項 
(1) 期中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） ： 無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

当連結会計年度より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。 
詳細は、添付資料20ページ「４．連結財務諸表（５）連結財務諸表に関する注記事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更）」をご覧く
ださい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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  ： 無
③ 会計上の見積りの変更  ： 有
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期 106,372 株 24年3月期 106,372 株
② 期末自己株式数 25年3月期 4 株 24年3月期 4 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 106,368 株 24年3月期 91,482 株

（参考）個別業績の概要 

平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

（注）平成24年３月期は、７月決算から３月決算に決算期の変更をしたことに伴い、８ヶ月の変則決算となるため対前期増減率は記載しておりません。 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

25年3月期 1 ― △147 ― △152 ― △883 ―
24年3月期 11 ― △159 ― △332 ― △591 ―

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純
利益

円 銭 円 銭

25年3月期 △8,309.15 ―
24年3月期 △6,464.06 ―

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

25年3月期 2,995 2,962 98.9 27,851.66
24年3月期 3,927 3,850 97.9 36,160.82

（参考） 自己資本 25年3月期  2,962百万円 24年3月期  3,846百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において連結財務諸表に対する監査手続が実施中でありま
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いております。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当たっての注意事項等については、２ページ「１．経営成績・財政状態に関する分析（１）経営成績に関する
分析」をご参照ください。 
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（１）経営成績に関する分析 

  〔当期の経営成績〕  

 当社は前連結会計年度（平成24年３月期）より決算期を７月31日から３月31日に変更しております。これに伴

い、前連結会計年度は平成23年８月１日から平成24年３月31日までの８ヶ月間となっておりますので、前連結会計

年度との比較を記載しておりません。 

  

 当連結会計年度における我が国経済は、安倍政権発足以降、円安・株高傾向の中で、大型補正予算の成立や金

融緩和政策の継続が決定するなど、デフレ脱却と景気回復に向けた経済政策が多く打ち出されたことにより、先行

きへの期待感が高まっているものの、欧州債務問題、原油や電力等のエネルギー問題、日中関係の動向など、我が

国を取り巻く環境は依然として予断を許さない状況が続いております。  

 一方、当社事業領域であるスマートフォン、スマートタブレット市場においては、多様な端末の普及により、

その市場規模は拡大を続けており、且つサービス競争がますます激しさを増している状況です。  

 このような事業環境の中、当社グループは拡大するスマートフォンユーザーのニーズを取り込むべく、新規サ

ービスの拡充及び、販売網拡大等、様々な施策を講じて参りました。  

 以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高 千円、営業利益 千円、経常損失 千円、

当期純損失 千円となりました。  

  

 セグメント別の業績は、次のとおりであります。 

  

（ブロードバンド事業） 

 映像コンテンツの配信サービス及びクライアントからサーバまで映像配信に関わるソリューションの開発とサ

ービス提供を、主にホテルや集合住宅向けに展開しており、新規コンテンツの投入や、他業種への積極的な展開及

び保守運用等、積極的な施策を講じて参りました。 

 これらの結果、ブロードバンド事業の売上高は 千円、営業利益 千円となりました。 

  

（スマートインフラ事業） 

 リアルアフィリエイトサービスにおいては、引き続きスマートフォンユーザーのニーズを取り込むべく、新規

サービスの拡充及び、販売網の拡大等、積極的な施策を講じて参りました。 

 その結果、コンテンツ販売数において過去 高値を更新することが出来、且つモバイルコンテンツの有料会員

数を順調に伸ばすことが出来ました。 

 これらの結果、スマートインフラ事業の売上高は 千円、営業利益 千円となりました。 

  

  〔次期の見通し〕  

次期についてもフィーチャーフォンからスマートフォンへの移行が更に進むことが予想され、当社事業領域であ

るスマートフォン、スマートタブレット市場を取り巻く環境は大きく変化していくものと考えられます。 

このような環境の中で、当連結会計年度に引き続き、当社グループの強みである販売網を活かしながら、スマー

トフォン向けサービスの拡充、新規チャネルの開拓等に取り組むことで、収益基盤の強化に努めて参ります。 

 また、管理コストの 適化を通じて、管理コストの見直しを図り、経営基盤の強化に努めていく一方で、次期の

みならず将来の安定収益源となるストック利益を更に積上げるために、電子書籍サービス等の開発投資、サービス

販売促進へ投資を行って参ります。 

 そのため次期については、先行コストが発生する予定です。 

以上の結果、次期の見通しにつきましては、売上高 百万円（前期比13.2％増）、営業利益 百万円（前期

比7.4％減）、経常利益 百万円（当連結会計年度は経常損失 百万円）、当期純利益 百万円（当連結会計年度

は当期純損失 百万円）を見込んでおります。 

 （注）ストック利益とは、有料会員によって毎月支払われる基本契約料金・使用料金等から得られる収入から会員維持コスト、サービ

ス維持コスト等を除いた利益分のことをいいます。通信キャリア、コンテンツプロバイダーなどから受け取る場合と、ユーザーから

直接受け取る場合があります。 

１．経営成績・財政状態に関する分析

5,122,375 129,573 236,925

281,534

613,807 8,919

4,511,139 269,648

5,800 120

120 236 80

281
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（２）財政状態に関する分析 

  ① 資産、負債及び純資産の状況 

 総資産は、投資有価証券が減少したものの売掛金が増加したこと等により、前連結会計年度と比較して 千

円増加の 千円となりました。 

 負債は、未払金が増加したこと等により、前連結会計年度と比較して 千円増加の 千円となりまし

た。 

 純資産は、当期純損失を計上したこと等により、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。 

 以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の ％から ％になりました。 

   

 ② キャッシュ・フローの状況 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純損失を計上したものの、のれんの償却及び未払金の増加等に

より、 千円のプラスとなりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入があったものの、連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出及び関係会社株式の取得による支出があったこと等により、 千円のマイナスと

なりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは変動がございませんでした。 

 以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は 千円となりました。 

   

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

（注１）各指数は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

（注２）株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しています。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

います。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払い額を使用してい

ます。 

  

      （単位：千円）

  前連結会計年度末 当連結会計年度末 増減 

総資産  3,978,016  4,133,874  155,858

負債  623,919  1,059,208  435,289

純資産  3,354,097  3,074,666  △279,431

155,858

4,133,874

435,289 1,059,208

279,431 3,074,666

83.8 73.8

  （単位：千円）

  前連結会計年度 当連結会計年度 

営業活動によるキャッシュ・フロー  291,593  370,508

投資活動によるキャッシュ・フロー  △85,900  △191,529

財務活動によるキャッシュ・フロー  △352,617  －

370,508

191,529

1,237,786

  平成21年７月期 平成22年７月期 平成23年７月期 平成24年３月期 平成25年３月期 

自己資本比率（％） 90.1  90.4  59.7  83.8 73.8

時価ベースの自己資本比

率（％） 
52.3  63.2  69.3  68.1 83.9

キャッシュ・フロー対有

利子負債比率（年） 
0.0  0.0  △0.6  0.0 0.0

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
△68.5  △317.7  △742.0  70.8 －

自己資本比率： 

時価ベースの自己資本比率： 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率： 

インタレスト・カバレッジ・レシオ： 

自己資本／総資産 

株式時価総額／総資産 

有利子負債／キャッシュ・フロー 

キャッシュ・フロー／利払い 
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（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社グループは、株主の皆様からのご支援・ご協力に報いるため、利益還元を経営の 重要課題の一つとして位置

づけており、財務状況や将来の事業展開を総合的に勘案しつつ、安定的な配当を継続して実施していくことが重要で

あると認識しております。 

 しかしながら、当期純損失計上となったこと、及び内部留保の充実に務める観点から、現状では配当を実施してお

りません。 

 株主の皆様には、深くお詫びを申し上げますとともに、早期に配当を実現するよう収益力向上に努めてまいりま

す。 

 なお、内部留保につきましては、企業価値向上に向けた持続的な成長と競争力強化のための投資ならびに財務体質

の強化のために活用していく予定であります。 

 また、当社は、会社法第454条第５項に基づき、中間配当制度を採用しております。剰余金の配当は、中間配当及

び期末配当の年２回を基本的な方針としております。剰余金の配当に関する決定機関は中間配当については取締役

会、期末配当については株主総会であります。 

  

（４）事業等のリスク 

 以下において、当社グループの事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記

載しております。また、必ずしも事業展開上のリスク要因に該当しない事項についても、投資判断上、あるいは当社

の事業活動を理解する上で重要であると考えられる事項については、投資家に対する情報開示の観点から積極的に開

示しております。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の予防及び発生した場合の対

応に努める方針でありますが、本株式に関する投資判断は、以下の記載事項及び本項以外の記載事項を慎重に検討し

た上で行う必要があります。また、以下の記載は本株式への投資に関連する全てのリスクを網羅するものではありま

せん。 

  

（事業展開について） 

① 競合について 

 当社グループが展開しているスマートインフラ事業及び、ブロードバンド事業の競合状況については、お客様

や取引先のニーズに即した商品やサービスを提案・提供し、保守サービスを行うことで安定的な案件の受注が可

能であり、且つ販売網を 大の強みとしているため、現状においては、他社と比較して競争優位性があると認識

しておりますが、今後新規参入企業の出現や、同規模の販売網を持つ企業が出現した場合、競争優位を維持でき

ないリスクがあり、この事業の業績に影響を与える可能性があります。 

② 戦略的提携・投融資等について 

 当社グループは、新規サービスにおける研究開発、サービス販売等において他社との提携や投融資を積極的に

推進しています。当社グループは、このような提携、投融資案件に対して、リスク及びリターンを厳密に事前に

評価し実行する予定ですが、資金調達、技術管理、製品開発等、経営戦略について提携先と不一致が生じ、提携

関係を維持できなくなる可能性や、投融資が期待どおりの効果を生まない可能性があります。また、提携先の財

務状態の悪化、その他の事情により、当社グループの業績や財政状態に影響を与える可能性があります。 

③ 自然災害によるリスク 

 当社グループは、自然災害・その他の事故によるマイナスの影響を 小限に留めるために、設備点検、防災訓

練、感染症対策等を講じておりますが、長期間にわたり業務を中断するような場合、当社グループの財政状態及

び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

④ 重要な訴訟等について 

 当社グループは、業務遂行にあたりコンプライアンスの啓蒙活動を行っておりますが、将来、重要な訴訟等が

提起された場合には、当社グループ側の主張・予測と相違する結果となるリスクがあります。当社グループに不

利益な判断がなされた場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性がありま

す。  
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（技術関連について） 

① 技術動向への対応について 

 当社グループは、現状、 先端の技術動向の把握に支障を来したことはありませんが、ＩＴ市場は技術革新の

スピードが速いため、当社グループが技術革新に対応できない場合には、業界標準に対応できないあるいは顧客

ニーズを捉えられないことなどにより、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

② 研究開発について 

 当社グループにおける研究開発活動は、スマートフォン、スマートタブレット関連向けソフトウェアの開発を

中心に行っております。 

 しかし、研究開発の成果は不確実なものであり、多額の支出を行ったとしても必ずしも成果に結びつかないと

いうリスクがあります。その場合、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

③ 品質管理について 

 当社グループは、各種システムの構築にあたって、開発製品の品質管理を行うと共に、サーバなどのハードウ

ェアや関連するソフトウェアは、仕入れた段階で当社グループが独自に定めた品質テストを行うことに加えて、

客先でのシステム構築作業が完了した時点においても品質テストを行って 終確認を実施することとしており、

システムの品質管理には細心の注意を払っております。 

 当社グループは、賠償保険への加入、顧客から案件を受託する際に取り交す契約に免責条項等を設けておりま

すが、当社グループのシステムが不具合を起こした場合、顧客より損害賠償請求を受けることなどにより、当社

の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④ 知的財産権について 

 当社グループは、今後独自開発のソフトウェアやビジネスモデル等に関して、商標権、特許権、実用新案権等

の登録対象となる可能性のあるものについては、その登録を目指し出願の検討等の対応を行ってまいりますが、

他社が当社グループよりも先にその権利を取得した場合、損害賠償請求を受けて当社事業の継続が困難になる可

能性または当社事業が制約される可能性があります。 

 また、当社グループは現時点において、第三者より知的財産権に関する侵害訴訟を提起されたり、侵害の主張

を受けてはおりませんが、将来的に当社グループが開発、販売する全てのソフトウェア、ハードウェアに関し、

第三者より知的財産の侵害に関する請求を受けたり、訴訟を提起される可能性があります。 

  

（当社グループの組織体制について） 

① 当社単体が小規模組織であることについて 

 当社は平成25年３月31日現在で従業員が９名と組織規模が小さく、内部管理体制や業務執行体制も当該組織規

模に応じたものとなっております。そのため、組織的な対応が適切且つ充分にできるか否かは不確実であり、当

社の事業遂行及び拡大に影響を及ぼす可能性があります。当社の役員や従業員が、業務を遂行する上で支障が生

じた場合や社外に流出した場合には、当社の業務に支障が生じ、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を

及ぼす可能性があります。 

② 人材の確保について 

 当社グループは、優秀な人材の確保、従業員の育成は、今後事業を拡大する上で極めて重要であると認識して

おります。優秀な人材の確保や従業員のインセンティブのために、能力主義やストックオプションなどを取り入

れた報酬プログラムを実践しております。 

 しかしながら、現在在職している人材が流出するような場合、または当社の求める人材が充分に確保できなか

った場合、今後の事業展開も含めて事業拡大及び将来性に影響を与える可能性があります。 

 当社グループは、お客様や取引先の個人情報や機密情報の保護については、社内規程の制定、従業員への教育

等対策を徹底するなど万全を期しております。今後はより情報管理の強化に努めてまいります。しかしながら、

予期せぬ事態により流出する可能性が皆無ではありません。万が一、このような事態が生じた場合、当社グルー

プの社会的信用に影響を与え、賠償責任等の費用負担やブランド価値の低下が当社グループの業績に影響を与え

る可能性があります。 
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（５）継続企業の前提に関する重要事象等 

 当社グループは、当連結会計年度において営業利益 千円を計上しているものの、経常損失 千

円、当期純損失 千円計上し、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。  

 しかしながら、財務面においては当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高が 千円あ

り、自己資本比率も ％と高い水準にあります。収益面におきましては、当該状況を解消すべく、安定的な利益

成長の源泉となるストック利益の拡充に努め、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、連結財務諸表の注記に

は記載しておりません。 

  

129,573 236,925

281,534

1,237,786

73.8
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 当社グループは平成25年3月31日現在、当社及び連結子会社７社により構成されており、ブロードバンド事業、ス

マートインフラ事業を主たる業務としております。 

 主な事業内容とグループを構成している各社の位置付けは以下のとおりであります。  

  

〔ブロードバンド事業〕 

 映像コンテンツの配信サービス及びクライアントからサーバまで映像配信に必要なソリューションの開発とサービ

スの提供及び保守業務や、固定回線やブロードバンド回線などの通信回線サービス、携帯電話等の情報通信サービス

の取次ぎ・販売、法人向けソリューションサービスの提供を行っております。  

  

〔スマートインフラ事業〕  

 フィーチャーフォン、スマートフォンなどへの有料コンテンツ・アプリ導入を促進するリアルアフィリエイトサー

ビス、スマートフォン向けアプリプロモーションメディアの運営及び、インターネット広告販売、コンテンツやアプ

リケーション企画・制作・販売、スマートフォン、タブレット端末等の情報通信サービスの取次ぎ・販売などを行っ

ております。 

  

〔その他事業〕 

 資産の管理・運用や投資育成、及び管理業務の受託を行っております。 

  

(主要なグループ構成）  

  

２．企業集団の状況

事業区分 地域 会社名 主要な事業内容 

ブロードバンド事業 日本 （株）フォーセット 
・映像コンテンツ配信サービス、デジタルサイ

ネージ、スマートデバイス向けソリューショ
ンの開発、提供、販売及び保守 

スマートインフラ事業 

日本 （株）ベストクリエイト 
・スマートデバイスに関連するリアルアフィリ

エイト広告事業 
・スマートデバイスに関連するメディア事業 

日本 （株）アップカレント 
・スマートデバイスに関連するメディア事業 
・スマートデバイスに関するアプリケーション

の企画、販売 

日本 リブラプラス（株） 
・スマートデバイスに関連するメディア事業 
・スマートデバイスに関するアプリケーション

の企画、販売 

日本 雑誌オンライン（株） ・電子出版物の企画、製作及び配信・頒布・提
供・販売並びにそれらの代行  

日本 （株）ズーム 
・スマートデバイスに関連する機器、回線、ア

プリケーションのネット販売 

その他事業 日本 
（株）インテア・ホールデ
ィングス ・経営戦略及び、管理統括業務 
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下記は、当社グループの事業系統図を図示したものであります。 

〈事業系統図〉 

平成25年３月31日現在

 

 （注）平成24年４月16日付で株式会社ベストクリエイトはリブラプラス株式会社の株式を取得、さらに平成24年５月14

日付で追加取得し、子会社化しております。 

  平成24年６月１日付で株式会社フォーセットはグロー・ブリッジ株式会社を吸収合併しております。 

  平成24年11月30日付で当社は雑誌オンライン株式会社の株式を全株取得し子会社化いたしました。 

  平成25年３月１日付で株式会社フォーセットは株式会社ワイロードを吸収合併しております。 
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（１）会社の経営の基本方針 

 「Smart Infrastructure Creation ～スマートインフラをクリエイトすることで、新しい豊かな未来を構築しま

す。～」 

 強いＤＮＡ企業体質への改革を追及し、新たなビジネスや社会を創造できるプロフェッショナル集団を目指す。

  

（２）目標とする経営指標 

 当社グループでは、安定的な利益成長の源泉となるストック利益の積上げによる収益モデルにより、安定的な収益

を実現させることを目指しています。 

  

（３）中長期的な会社の経営戦略 

 スマートフォン、スマートタブレット市場においては、多様な端末の普及によりその市場規模は拡大を続けてお

り、今後更にスマートフォン、スマートデバイス端末の普及が進んでいくものと予想されます。 

 そのような環境の中、当社グループは安定的な収益を実現させるためにストック利益を積上げることを一つの戦略

としております。 

 上記戦略に基づき、スマートフォン、スマートタブレット向けサービスの拡充、販売網の拡大に取り組み、有料会

員数の増加を実現して参ります。 

  

（４）会社の対処すべき課題 

 中長期的な会社の経営戦略を実現するため、安定的な利益成長の源泉となるストック利益の積上げによる収益モデ

ルの転換を実現することが、重要な課題と認識しております。そのためにも、１．当社グループの収益の柱となる事

業基盤の確保 ２.人材育成戦略 ３.コンプライアンスの徹底 ４.柔軟な財務戦略に努めてまいります。  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,058,807 1,237,786

売掛金 490,283 922,418

商品及び製品 218 8,920

繰延税金資産 1,554 －

その他 144,501 102,190

貸倒引当金 △53,074 △55,886

流動資産合計 1,642,290 2,215,429

固定資産   

有形固定資産   

建物 19,221 22,274

減価償却累計額 △6,621 △9,280

建物（純額） 12,599 12,993

工具、器具及び備品 65,171 55,400

減価償却累計額 △37,031 △35,595

工具、器具及び備品（純額） 28,140 19,804

有形固定資産合計 40,740 32,798

無形固定資産   

のれん 1,306,835 1,347,417

その他 98,836 72,389

無形固定資産合計 1,405,671 1,419,806

投資その他の資産   

投資有価証券 ※  836,664 ※  404,216

破産更生債権等 64,154 －

その他 52,647 61,623

貸倒引当金 △64,154 －

投資その他の資産合計 889,312 465,840

固定資産合計 2,335,725 1,918,445

資産合計 3,978,016 4,133,874
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 103,530 49,239

未払金 440,393 844,334

未払法人税等 29,500 33,185

賞与引当金 23,131 26,962

役員賞与引当金 5,504 13,823

ポイント引当金 844 1,767

本社移転費用引当金 － 17,558

その他 20,113 41,032

流動負債合計 623,019 1,027,903

固定負債   

退職給付引当金 900 900

その他 － 30,405

固定負債合計 900 31,305

負債合計 623,919 1,059,208

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,800,405 6,800,405

資本剰余金 6,903,687 6,903,687

利益剰余金 △10,370,527 △10,651,902

自己株式 △125 △125

株主資本合計 3,333,440 3,052,065

新株予約権 4,559 －

少数株主持分 16,097 22,600

純資産合計 3,354,097 3,074,666

負債純資産合計 3,978,016 4,133,874
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年８月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

売上高 3,107,841 5,122,375

売上原価 ※1  2,530,945 ※1  3,697,668

売上総利益 576,895 1,424,706

販売費及び一般管理費 ※2, ※3  916,965 ※2, ※3  1,295,132

営業利益又は営業損失（△） △340,069 129,573

営業外収益   

受取利息 713 130

為替差益 － 262

違約金収入 2,800 －

その他 6,000 802

営業外収益合計 9,513 1,195

営業外費用   

支払利息 4,044 －

為替差損 1,658 －

持分法による投資損失 295,452 361,919

貸倒引当金繰入額 56,155 －

その他 18,290 5,776

営業外費用合計 375,602 367,695

経常損失（△） △706,157 △236,925

特別利益   

固定資産売却益 ※4  1,376 ※4  －

投資有価証券売却益 1,353 83,857

関係会社株式売却益 21,361 8,620

持分変動利益 181,365 －

その他 7,829 13,165

特別利益合計 213,287 105,643

特別損失   

固定資産売却損 ※5  19,504 ※5  764

固定資産除却損 ※6  29,147 ※6  13,597

投資有価証券評価損 19,999 31,129

本社移転費用引当金繰入額 － 17,558

減損損失 ※7  118,072 ※7  20,112

その他 771 －

特別損失合計 187,496 83,162

税金等調整前当期純損失（△） △680,366 △214,445

法人税、住民税及び事業税 14,795 49,889

法人税等調整額 － 1,554

法人税等合計 14,795 51,444

少数株主損益調整前当期純損失（△） △695,162 △265,889

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3,184 15,644

当期純損失（△） △698,347 △281,534
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年８月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △695,162 △265,889

包括利益 △695,162 △265,889

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △698,347 △281,534

少数株主に係る包括利益 3,184 15,644
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年８月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 5,956,142 6,800,405

当期変動額   

新株の発行 844,263 －

当期変動額合計 844,263 －

当期末残高 6,800,405 6,800,405

資本剰余金   

当期首残高 6,059,424 6,903,687

当期変動額   

新株の発行 844,263 －

当期変動額合計 844,263 －

当期末残高 6,903,687 6,903,687

利益剰余金   

当期首残高 △9,672,180 △10,370,527

当期変動額   

当期純損失（△） △698,347 △281,534

連結範囲の変動 － 159

当期変動額合計 △698,347 △281,374

当期末残高 △10,370,527 △10,651,902

自己株式   

当期首残高 － △125

当期変動額   

自己株式の取得 △125 －

当期変動額合計 △125 －

当期末残高 △125 △125

株主資本合計   

当期首残高 2,343,386 3,333,440

当期変動額   

新株の発行 1,688,526 －

当期純損失（△） △698,347 △281,534

自己株式の取得 △125 －

連結範囲の変動 － 159

当期変動額合計 990,054 △281,374

当期末残高 3,333,440 3,052,065
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年８月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

新株予約権   

当期首残高 11,905 4,559

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,346 △4,559

当期変動額合計 △7,346 △4,559

当期末残高 4,559 －

少数株主持分   

当期首残高 213,804 16,097

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △197,707 6,502

当期変動額合計 △197,707 6,502

当期末残高 16,097 22,600

純資産合計   

当期首残高 2,569,097 3,354,097

当期変動額   

新株の発行 1,688,526 －

当期純損失（△） △698,347 △281,534

自己株式の取得 △125 －

連結範囲の変動 － 159

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △205,054 1,943

当期変動額合計 784,999 △279,431

当期末残高 3,354,097 3,074,666
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年８月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △680,366 △214,445

減価償却費 36,692 44,184

減損損失 118,072 20,112

のれん償却額 99,653 235,747

株式報酬費用 968 －

受取利息及び受取配当金 △713 △130

支払利息 4,044 －

固定資産売却損益（△は益） 18,128 764

固定資産除却損 28,996 13,597

持分法による投資損益（△は益） 295,452 361,919

持分変動損益（△は益） △181,365 －

関係会社株式売却損益（△は益） △21,361 △8,620

投資有価証券評価損益（△は益） 19,999 31,129

投資有価証券売却損益（△は益） 1,353 △83,857

売上債権の増減額（△は増加） 181,564 △270,563

未収収益の増減額（△は増加） 1,028 5

たな卸資産の増減額（△は増加） △124,149 △9,052

前渡金の増減額（△は増加） 14,861 6,868

前払費用の増減額（△は増加） △5,057 7,465

未収入金の増減額（△は増加） 173,309 58,323

仕入債務の増減額（△は減少） 318,299 △54,291

未払金の増減額（△は減少） △78,709 264,595

前受金の増減額（△は減少） 1,266 5,777

未払消費税等の増減額（△は減少） 2,175 7,828

貸倒引当金の増減額（△は減少） △262,447 △68,843

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,795 △939

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 5,604 27,065

ポイント引当金の増減額（△は減少） － 922

本社移転費用引当金の増減額（△は減少） － 17,558

破産更生債権等の増減額（△は増加） 319,229 64,154

役員賞与の支払額 △4,200 △19,872

その他 27,951 △9,527

小計 299,487 427,876

利息及び配当金の受取額 193 130

利息の支払額 △4,118 －

法人税等の支払額 △3,968 △57,499

営業活動によるキャッシュ・フロー 291,593 370,508
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年８月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 4,571 －

投資有価証券の取得による支出 △90,000 △6,400

投資有価証券の売却による収入 78,692 132,700

有形固定資産の取得による支出 △16,453 △11,256

有形固定資産の売却による収入 27,545 700

無形固定資産の取得による支出 △53,012 △38,017

無形固定資産の売却による収入 27,000 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

※3  △529,141 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入 － ※3  25,620

関係会社株式の取得による支出 － △98,181

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

※2  △10,226 ※2  △187,666

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

※4  314,157 －

貸付金の回収による収入 151,845 －

敷金の差入による支出 △59 △15,651

敷金の回収による収入 17,363 65

短期貸付けによる支出 △8,500 －

その他 317 6,558

投資活動によるキャッシュ・フロー △85,900 △191,529

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △400,000 －

長期借入れによる収入 100,000 －

長期借入金の返済による支出 △31,528 －

株式の発行による収入 1,915 －

自己株式の取得による支出 △125 －

少数株主への配当金の支払額 △22,880 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △352,617 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △146,924 178,979

現金及び現金同等物の期首残高 1,205,731 1,058,807

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,058,807 ※1  1,237,786
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 該当事項はありません。  

  

１．連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数 ７社 

主要な連結子会社の名称 

・株式会社フォーセット 

・株式会社ズーム  

・株式会社ベストクリエイト 

・株式会社アップカレント 

・リブラプラス株式会社  

・雑誌オンライン株式会社 
  

 平成24年４月16日付で株式会社ベストクリエイト（当社の連結子会社）はリブラプラス株式会社の株式を取得、さ

らに平成24年５月14日付で追加取得し、子会社化しております。これに伴い、第１四半期連結会計期間より連結の範

囲に含めております。  

 平成24年６月１日付で、株式会社フォーセット（当社の連結子会社）とグロー・ブリッジ株式会社（当社の連結子

会社）は、株式会社フォーセットを存続会社とする吸収合併方式により合併しております。これに伴い、第１四半期

連結会計期間よりグロー・ブリッジ株式会社を連結の範囲から除外しております。損益計算書につきましては、平成

24年４月１日から平成24年５月31日までを連結しております。 

 当社連結子会社である株式会社ベストクリエイトは、平成24年６月７日付で、株式会社ベストクリエイトのメディ

ア事業を新設分割により設立した株式会社ＢＣメディアに継承させる会社分割を実施いたしました。これに伴い、第

１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めておりましたが、平成24年７月12日付で、保有株式の一部を売却したた

め、第２四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。損益計算書につきましては、平成24年６月７日

から平成24年６月30日までを連結しております。 

 平成24年11月30日付で、当社は雑誌オンライン株式会社の全株式を取得し完全子会社化したため、第３四半期連結

会計期間より連結の範囲に含めております。 

 平成25年３月１日付で、株式会社フォーセット（当社の連結子会社）と株式会社ワイロード（当社の連結子会社）

は、株式会社フォーセットを存続会社とする吸収合併方式により合併しております。これに伴い、第４四半期連結会

計期間より株式会社ワイロードを連結の範囲から除外しております。損益計算書につきましては、平成24年４月１日

から平成25年２月28日までを連結しております。 

  

２．持分法の適用に関する事項 

持分法を適用した関連会社数 １社 

会社の名称  

・株式会社スマート・ナビ 
  

 第２四半期連結会計期間において、当社及び当社連結子会社である株式会社ベストクリエイトは、平成24年７月31

日付で、株式会社スマートスタイルクリエイトの当社及び株式会社ベストクリエイト保有株式をすべて売却し、持分

法適用の範囲から除外しております。  

 第２四半期連結会計期間において、株式会社ディーエイチは当社を引受先としない第三者割当増資を行っておりま

す。これにより、当社持分比率が低下したため、持分法適用の範囲から除外しております。 

  

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社のうち、株式会社アップカレントは６月30日から３月31日へ決算日を変更しております。 

 連結子会社の事業年度の末日は、すべて連結決算日と一致しております。 

  

（５）連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
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５．会計処理基準に関する事項 

（１）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

② たな卸資産 

ａ．商品及び製品 

 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定） 

ｂ．仕掛品 

 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定） 

ｃ．貯蔵品 

 終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定） 

  

（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

主に定率法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

 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）に基づく定額法により償却しております。 

③ リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、リース取引開始日が平成20年７月31日以前のリース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

  

（３）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に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。 

② 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出に備え、支給見込額に基づき計上しております。   

③ 役員賞与引当金 

 役員に対して支給する賞与の支出に備え、支給見込額に基づき計上しております。 

④ ポイント引当金 

 顧客へ付与したポイントサービスの利用による負担費用に備えるため、利用実績率に基づき、将来利用される

と見込まれるポイントに対する所要額を見積計上しています。 

⑤ 本社移転費用引当金 

 本社移転に伴い、将来発生が見込まれる原状回復費用等について、合理的な見積額を計上しております。 

⑥ 退職給付引当金 

 平成17年７月20日開催の取締役会の決議により平成17年７月31日をもって従業員の退職金制度を廃止しており

ます。なお、当該退職金の未払額は確定しておりますが、従業員の退職時に支給するため、引き続き「退職給付

引当金」として計上しております。 

  

（４）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 

  

（５）のれんの償却方法及び償却期間 

のれんの償却については、投資効果の発現すると見積もられる期間で均等償却しております。 

  

（６）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

  

建物 ８～15年  

工具、器具及び備品 ４～15年 
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（７）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計

年度の費用として処理しております。 

② 連結納税制度の適用  

 当社は連結納税制度を適用しております。 

  

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び当社連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年４月１日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。これによる当連結会計年度の

損益に与える影響は軽微です。 

  

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更）
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※ 関連会社に対するものは次のとおりであります。  

  

   

※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額は、次の通りであります。 

  

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は以下のとおりであります。   

  

※３ 一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開発費は、次の通りであります。 

  

※４ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

  

※５ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

  

（連結貸借対照表関係）

  
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

投資有価証券（株式） 千円 817,973 千円383,163

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成23年８月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 

至 平成25年３月31日） 

売上原価 千円 12,657 千円 －

前連結会計年度 
（自 平成23年８月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 

至 平成25年３月31日） 

給与手当 千円 288,298 千円 247,896

支払手数料 千円 149,623 千円 332,872

賞与引当金繰入額 千円 △864 千円 33,317

役員賞与引当金繰入額 千円 5,604 千円 16,074

貸倒引当金繰入額 千円 886 千円 △1,479

のれん償却額 千円 99,653 千円 235,747

前連結会計年度 
（自 平成23年８月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 

至 平成25年３月31日） 

一般管理費 千円 5,777 千円 －

前連結会計年度 
（自 平成23年８月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 

至 平成25年３月31日） 

著作権 千円 1,376 千円 －

前連結会計年度 
（自 平成23年８月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 

至 平成25年３月31日） 

建物及び土地 千円 18,666 千円 －

工具、器具及び備品 千円 － 千円 764

その他  千円 837 千円 －

 合計 千円 19,504 千円 764
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※６ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

  

※７ 減損損失 

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。  

前連結会計年度（自 平成23年８月１日 至 平成24年３月31日）    

   当社グループは、減損会計の適用にあたって原則として、セグメントを基礎とした概ね独立したキャッシュ・

フローを生み出す 小の単位によってグルーピングを行っております。 

   連結子会社において当初計画していた収益の獲得が見込めなくなったのれんについて、全額減損損失として特

別損失に計上しました。 

  

当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）    

   当社グループは、減損会計の適用にあたって原則として、セグメントを基礎とした概ね独立したキャッシュ・

フローを生み出す 小の単位によってグルーピングを行っております。 

   スマートインフラ事業において今後の利用計画がないソフトウェアについて、全額減損損失として特別損失に

計上しました。また、ブロードバンド事業において当初計画していた収益の獲得が見込めなくなった著作権及び

長期前払費用について、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しまし

た。 

  

  

 該当事項はありません。  

前連結会計年度 
（自 平成23年８月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 

至 平成25年３月31日） 

建物 千円 4,266 千円 593

工具、器具及び備品 千円 5,325 千円 3,668

ソフトウェア 千円 19,555 千円 9,334

 合計 千円 29,147 千円 13,597

 地域 用途 種類 
減損損失 

（千円） 

 東京都新宿区  スマートインフラ事業 のれん  118,072

 地域 用途 種類 
減損損失 

（千円） 

 東京都新宿区  スマートインフラ事業  ソフトウェア  8,994

 東京都新宿区  ブロードバンド事業  著作権  9,911

 東京都新宿区  ブロードバンド事業  長期前払費用  1,206

(連結包括利益計算書関係)
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   前連結会計年度（自平成23年８月１日 至平成24年３月31日） 

   １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  （注）１．普通株式の発行済株式数の増加 株は、ストック・オプションとしての新株予約権の行使 株及び、

株式交換による新株の発行 株によるものであります。 

    ２．自己株式の増加４株は、株式交換による１株に満たない端株の買取によるものであります。 

  

   ２．新株予約権等に関する事項 

  （注）１．第５回新株予約権のうち、減少は資格喪失に伴う失効 株、新株予約権の行使 株によるものでありま

す。 

     ２．第６回新株予約権の減少は資格喪失に伴う失効であります。 

  

   ３．配当に関する事項  

   （１）配当金支払額 

      該当事項はありません。 

  

   （２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

      該当事項はありません。 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

株式の種類 

当連結会計年度 

期首株式数 

（株） 

当連結会計年度 

増加株式数 

（株） 

当連結会計年度 

減少株式数 

（株） 

当連結会計年度末 

株式数  

（株） 

発行済株式   

普通株式（注１）  67,270 39,102  － 106,372

合計  67,270 39,102  － 106,372

自己株式   

普通株式（注２）  － 4  － 4

合計  － 4  － 4

39,102 65

39,037

会社 内訳 
目的となる 

株式の種類 

目的となる株式の数（株） 当連結会計 

年度末残高

（千円） 
当連結会計 

年度期首 
増加 減少 

当連結会計 

年度末 

提出会社 

（親会社） 

第５回 

新株予約権 
普通株式 921 － 623  298 2,249

第６回 

新株予約権 
普通株式 598 － 369  229 2,309

合計 － － － － 4,559

558 65
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   当連結会計年度（自平成24年４月１日 至平成25年３月31日） 

   １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

    

   ２．新株予約権等に関する事項 

  （注）第５回新株予約権及び第６回新株予約権の減少は権利行使期間の期限到来によるものであります。 

     

   ３．配当に関する事項  

   （１）配当金支払額 

      該当事項はありません。 

  

   （２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

      該当事項はありません。 

  

株式の種類 

当連結会計年度 

期首株式数 

（株） 

当連結会計年度 

増加株式数 

（株） 

当連結会計年度 

減少株式数 

（株） 

当連結会計年度末 

株式数  

（株） 

発行済株式   

普通株式  106,372 －  － 106,372

合計  106,372 －  － 106,372

自己株式   

普通株式  4 －  － 4

合計  4 －  － 4

会社 内訳 
目的となる 

株式の種類 

目的となる株式の数（株） 当連結会計 

年度末残高

（千円） 
当連結会計 

年度期首 
増加 減少 

当連結会計 

年度末 

提出会社 

（親会社） 

第５回 

新株予約権 
普通株式 298  － 298  － －

第６回 

新株予約権 
普通株式 229  － 229  － －

合計  －  －  －  － －
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※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

  

※２  株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳 

前連結会計年度（自 平成23年８月１日 至 平成24年３月31日） 

  

  株式の取得により新たに株式会社アップカレント（以下、「アップカレント」）を連結したことに伴う連結開始時

の資産及び負債の内訳並びにアップカレント株式の取得価額とアップカレント取得のための支出（純額）との関係は

次のとおりであります。  

  

当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

  

  株式の取得により新たにリブラプラス株式会社（以下、「リブラプラス」）を連結したことに伴う連結開始時の資

産及び負債の内訳並びにリブラプラス株式の取得価額とリブラプラス取得のための支出（純額）との関係は次のとお

りであります。  

  

  株式の取得により新たに雑誌オンライン株式会社（以下、「雑誌オンライン」）を連結したことに伴う連結開始時

の資産及び負債の内訳並びに雑誌オンライン株式の取得価額と雑誌オンライン取得のための支出（純額）との関係は

次のとおりであります。  

  

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  
  

  

前連結会計年度 
（自  平成23年８月１日 

至  平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自  平成24年４月１日 

至  平成25年３月31日） 

現金及び預金勘定 1,058,807千円 1,237,786千円 

預入期間が３か月を超える定期預金 －千円 －千円 

現金及び現金同等物 1,058,807千円 1,237,786千円 

流動資産 58,999千円 

固定資産 4,669千円 

のれん 43,310千円 

流動負債 △28,742千円 

少数株主持分 △17,145千円 

連結子会社株式の取得価額 61,090千円 

連結子会社の現金及び現金同等物 50,864千円 

差引：連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △10,226千円 

流動資産 382,020千円 

固定資産 7,627千円 

のれん 151,160千円 

流動負債 △163,483千円 

固定負債 △38,528千円 

少数株主持分 △12,890千円 

連結子会社株式の取得価額 325,906千円 

連結子会社の現金及び現金同等物 198,239千円 

差引：連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 127,666千円 

固定資産 21,477千円 

のれん 38,522千円 

連結子会社株式の取得価額 60,000千円 

連結子会社の現金及び現金同等物 －千円 

差引：連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 60,000千円 
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※３  株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳  

前連結会計年度（自 平成23年８月１日 至 平成24年３月31日） 

  

 株式の売却により株式会社エム・ピー・テクノロジーズ（以下、「エム・ピー・テクノロジーズ」）が連結子会社

でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びにエム・ピー・テクノロジーズ株式の売却価額と売却によ

る支出は次のとおりであります。 

  

当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

  

 株式の売却により株式会社ＢＣメディア（以下、「ＢＣメディア」）が連結子会社でなくなったことに伴う売却時

の資産及び負債の内訳並びにＢＣメディア株式の売却価額と売却による収入は次のとおりであります。 

  

※４ 重要な非資金取引の内容  

前連結会計年度（自 平成23年８月１日 至 平成24年３月31日） 

  

 株式交換により新たに連結子会社となった株式会社ベストクリエイトの資産及び負債の主な内訳は次のとおりであ

ります。また、株式交換により増加した資本金及び資本準備金は、それぞれ 千円であります。 

 なお、流動資産には株式交換時の現金及び現金同等物 千円が含まれており、「連結の範囲の変更を伴う子

会社株式の取得による収入」に計上しております。 

  

当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 
  

   該当事項はありません。 

  

流動資産 1,053,112千円 

固定資産 8,516千円 

流動負債 △571,889千円 

固定負債 △260,094千円 

少数株主持分 △126,185千円 

新株予約権 △215千円 

関係会社株式売却益 21,361千円 

連結子会社株式の売却価額 124,605千円 

連結子会社の現金及び現金同等物 △327,781千円 

差引：連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 △203,176千円 

流動資産 19,493千円 

固定資産 24,940千円 

流動負債 △24,550千円 

株式売却後の投資勘定 △2,883千円 

関係会社株式売却益 8,620千円 

連結子会社株式の売却価額 25,620千円 

連結子会社の現金及び現金同等物 －千円 

差引：連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 25,620千円 

843,062

流動資産 791,123千円 

固定資産 301,591千円 

資産合計 1,092,715千円 

流動負債 405,741千円 

負債合計 405,741千円 

314,157
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１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的な検討を行う対象となっているものであります。 

当社グループは持株会社制を導入しており、事業統括会社ごとに包括的な戦略を立案し、事業を展開して

おります。 

各事業の主な内容は以下のとおりであります。 

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお

ける記載と概ね同一であります。 

 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

 なお、セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。 

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度のセグメント情報は、当連結会計年度の報告セグメントの区分に基づき作成したものを記

載しております。 

なお、平成24年２月13日に株式会社エム・ピー・テクノロジーズの当社保有株式をすべて売却したため、

前連結会計年度において「ＩＴインフラ事業」から撤退しております。 

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

事業区分 主要な事業内容 

 ブロードバンド事業 

・映像コンテンツの配信サービス及びクライアントから

サーバまで映像配信に必要なソリューションの開発と

サービスの提供及び保守 

 スマートインフラ事業 

・フィーチャーフォン、スマートフォンなどへの有料コ

ンテンツ・アプリ導入を促進するリアルアフィリエイ

トサービス 

・スマートフォン向けアプリプロモーションメディアの

運営及び、インターネット広告販売、コンテンツやア

プリケーション企画・制作・販売 

・スマートフォン、タブレット端末等の情報通信サービ

スの取次ぎ・販売 

・電子出版物の企画、製作及び配信・頒布・提供・販売

並びにそれらの代行 
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前連結会計年度（自平成23年８月１日  至平成24年３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、セグメント間取引消去 千円及び

各報告セグメントに配分していない全社費用 千円が含まれております。全社費用は、主に報告

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損失は、連結財務諸表の営業損失と調整を行っております。 

   ４．セグメント資産の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金等の全社資産 千円で

あります。 

  

（単位：千円）

  報告セグメント 

その他 合計 調整額 
連結財務諸表

計上額   
ＩＴインフラ 

事業 

ブロードバンド

事業 

スマート 

インフラ 

事業 

計 

売上高 

 外部顧客への

売上高 
 1,497,474  552,311 1,055,417 3,105,203 2,638 3,107,841  － 3,107,841

 セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 670  － － 670 － 670  △670 －

計  1,498,144  552,311 1,055,417 3,105,873 2,638 3,108,511  △670 3,107,841

セグメント利益

又は損失（△） 
 31,305  △70,242 △134,180 △173,118 △188 △173,306  △166,762 △340,069

セグメント資産  －  329,448 3,116,863 3,446,311 2,298 3,448,610  529,405 3,978,016

その他の項目    

減価償却費  553  20,210 12,452 33,216 1,000 34,216  2,476 36,692

持分法適用会

社への投資額 
 －  － 1,442,250 1,442,250 － 1,442,250  － 1,442,250

有形固定資産

及び無形固定

資産の増加額 

 2,900  26,704 38,304 67,909 － 67,909  1,680 69,589

△166,762 750

△167,512

651,936
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当連結会計年度（自平成24年４月１日  至平成25年３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、主に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損失は、連結財務諸表の営業損失と調整を行っております。 

   ４．セグメント資産の調整額は、セグメント間消去 千円であります。 

    

（単位：千円）

  報告セグメント 

その他 合計 調整額 
連結財務諸表 

計上額   
ブロードバンド

事業 

スマート 

インフラ 

事業 

計 

売上高 

 外部顧客への

売上高 
 611,235  4,511,139 5,122,375 － 5,122,375 －  5,122,375

 セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 2,571  － 2,571 － 2,571 △2,571  －

計  613,807  4,511,139 5,124,946 － 5,124,946 △2,571  5,122,375

セグメント利益

又は損失（△） 
 8,919  269,648 278,567 △35 278,532 △148,959  129,573

セグメント資産  210,151  3,577,108 3,787,259 347,155 4,134,414 △540  4,133,874

その他の項目    

減価償却費  21,782  20,336 42,119 2,064 44,184 －  44,184

持分法適用会

社への投資額 
 －  383,163 383,163 － 383,163 －  383,163

有形固定資産

及び無形固定

資産の増加額 

 12,968  68,814 81,782 － 81,782 －  81,782

△148,959

△148,959

△540
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前連結会計年度（自平成23年８月１日  至平成24年３月31日） 

  

当連結会計年度（自平成24年４月１日  至平成25年３月31日） 

  

前連結会計年度（自平成23年８月１日  至平成24年３月31日） 

  

当連結会計年度（自平成24年４月１日  至平成25年３月31日） 

  

前連結会計年度（自平成23年８月１日  至平成24年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自平成24年４月１日  至平成25年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

ｂ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

（単位：千円）

  報告セグメント 

その他 合計 
  

ＩＴインフラ 

事業 

ブロードバンド

事業 

スマート 

インフラ 

事業 

計 

減損損失  － － 118,072 118,072  － 118,072

（単位：千円）

  報告セグメント 

その他 合計 
  

ブロードバンド 

事業 

スマート 

インフラ 

事業 

計 

減損損失  11,118 8,994 20,112 －  20,112

ｃ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

（単位：千円）

  報告セグメント 

その他 合計 
  

ＩＴインフラ 

事業 

ブロードバンド

事業 

スマート 

インフラ 

事業 

計 

当期償却額  － － 99,653 99,653  － 99,653

当期末残高  － － 1,306,835 1,306,835  － 1,306,835

（単位：千円）

  報告セグメント 

その他 合計 
  

ブロードバンド 

事業 

スマート 

インフラ 

事業 

計 

当期償却額  － 235,747 235,747 －  235,747

当期末残高  － 1,347,417 1,347,417 －  1,347,417

ｄ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
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 リース取引、関連当事者情報、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプショ

ン等、企業結合等、賃貸等不動産関係に関する注記事項については、決算短信における開示の重要性が大きくないと考え

られるため、開示を省略しております。  

（開示の省略）
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（注） １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

（１株当たり情報）

項目 
前連結会計年度 

（自 平成23年８月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 

至 平成25年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭 31,338 75 円 銭 28,693 45

１株当たり当期純損失 円 銭 7,633 71 円 銭 2,646 79

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式はあり

ますが、１株当たり当期純損失であ

るため記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

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。 

  
前連結会計年度 

（自 平成23年８月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 

至 平成25年３月31日） 

１株当たり当期純損失金額 

当期純損失（千円）  698,347  281,534

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純損失（千円）  698,347  281,534

普通株式の期中平均株式数（株）  91,482  106,368

  

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要 平成21年10月28日開催定時株主総会

決議の新株予約権 

 第５回新株予約権 株 

平成21年10月28日開催定時株主総会

決議の新株予約権 

 第６回新株予約権 株  

潜在株式の種類 新株予約権 

潜在株式の数  527

298

229

  

  

  

－  
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 当社連結子会社である株式会社フォーセット（以下、「フォーセット」という。）は、平成25年４月25日開催の取締役

会決議に基づき、平成25年４月30日付で株式会社宝島ワンダーネット（以下、「宝島ワンダーネット」という。）の事業

を一部譲り受けました。 

１． 事業譲受の理由 

 フォーセットにおいて主に映像コンテンツを中心とした配信サービスを展開しておりますが、デジタルコンテンツ配信

の一環で、2010 年より宝島ワンダーネットのデジタルコミックコンテンツを共同事業として展開してまいりました。 

 昨年末の雑誌オンライン株式会社の子会社化などグループを上げて電子書籍プラットフォーム事業の強化を目指す中、

グループ内利益の確保、中期的な戦略として電子書籍事業を本格的に取り組むこととなり、宝島ワンダーネットより電子

コミック事業を譲り受けることになりました。 

  

２． 事業譲受の概要 

（１）譲受け部門の概要 

 主にコミックを中心としたオリジナル作品の制作、販売。 

（２）譲受け資産及び負債 

当該事業譲受けにおいて、宝島ワンダーネットから譲り受ける資産、負債はありません。 

  

３．譲受ける相手先の概要（株式会社宝島ワンダーネット）の概要              

  

  

（重要な後発事象）

（１）名称 株式会社宝島ワンダーネット  

（２）所在地 東京都千代田区六番町６ 勝永六番町ビル２F  

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 劔重 徹  

（４）事業内容 ・Ｅ コマース事業 

・コンテンツ事業 

（５）資本金 108 百万円  
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