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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30日） 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

(2) 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 ％

26年3月期第1四半期 1,456 27.5 22 ― 27 ― 10 ―
25年3月期第1四半期 1,142 44.4 △14 ― △80 ― △114 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 12百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △108百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 94.90 ―
25年3月期第1四半期 △1,073.96 ―

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

26年3月期第1四半期 4,018 3,087 76.2 28,788.36
25年3月期 4,133 3,074 73.8 28,693.45
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  3,062百万円 25年3月期  3,052百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年3月期 ―
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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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



(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）  ：  無  

(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 

(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２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご参照ください。 

※  注記事項

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   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
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） 26年3月期1Q 106,372 株 25年3月期 106,372 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 4 株 25年3月期 4 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 106,368 株 25年3月期1Q 106,368 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、昨年末を底に回復傾向であり、震災からの復旧・復興に向けた

取り組みが引き続き景気の押し上げに作用しているほか、アベノミクス効果で円安・株高が進行し、企業の景況感や

消費マインドが大幅に改善しており、また海外景気の持ち直し等もあり、景気は緩やかに回復傾向にあります。一

方、企業の景況感は改善したものの、設備投資に対する慎重姿勢は依然根強い状況が続いております。 

 このような経済環境の中、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

スの投入や既存サービスの充実、販売網の開拓等、積極的な施策を講じて参りました。 

 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27.5％増）、営業利益

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

利益 千円（前年同期は四半期純損失 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） 

 映像をはじめとした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配信に関わるソリューションの開

発及び保守・運用を、主にホテルや集合住宅向けに展開しております。また、新規コンテンツの投入や、他業種への

展開も積極的に行って参りました。 

 これらの結果、ブロードバンド事業の売上高は 千円（前年同期比5.7％減）、営業利益 千円（前年同

期比約3.9倍）となりました。 

  

（スマートインフラ事業） 

 スマートインフラ事業につきましては、フィーチャーフォンからスマートフォンへの急速な移行が進む中、引き続

き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、新規コンテンツの投入や、個別課金メニューの充実、

積極的なプロモーション、販売網の開拓等、積極的な施策を講じて参りました。 

 その結果、フィーチャーフォン向けコンテンツの有料会員数の減少傾向は続いているものの、スマートフォン向け

コンテンツの有料会員数は増加し、モバイルコンテンツ全体の有料会員数を順調に増加させることができました。 

 これらの結果、スマートインフラ事業の売上高は 千円（前年同期比36.1％増）、営業利益 千円

（前年同期比約1.9倍）となりました。 

    

（２）財政状態に関する説明 

 総資産は、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。主な内容は、売掛金が

千円減少したことによるものです。 

 負債は、未払金が 千円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、四半期純利益の計上等により、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。 

 以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の73.8％から76.2％になりました。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

連結業績予想につきましては、平成25年５月15日の平成25年３月期決算短信で公表いたしました通期の業績予想に

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 

連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動はありません。  

 平成25年５月31日付で株式会社ベストクリエイト（当社の連結子会社）は株式会社APPYの株式を取得し、子会

社化しております。これに伴い、当第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。  

１．当四半期決算に関する定性的情報

1,456,341

22,835 14,209 27,841 80,420

10,095 114,234

215,110 14,752

1,243,774 47,990

      （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  4,133,874  4,018,050  △115,824

負債  1,059,208  930,500  △128,708

純資産  3,074,666  3,087,550  12,884

115,824 4,018,050

106,217

115,385 128,708 930,500

12,884 3,087,550

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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（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 

該当事項はありません。   

   

 当社グループは、前連結会計年度において経常損失 千円、当期純損失 千円計上しており、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、当第１四半期連結累計期間において、売上高は前年同期比 ％増加し、営業利益 千円、経常利益

千円、四半期純利益 千円を計上いたしました。また、財務面においては当第１四半期連結会計期間末に

おける現金及び預金の残高が 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、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、四半期連結財務諸表の注記

には記載しておりません。 

  

３．継続企業の前提に関する重要事象等

236,925 281,534

27.5 22,835

27,841 10,095

1,174,984 76.2
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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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,237,786 1,174,984

売掛金 922,418 816,200

商品及び製品 8,920 8,650

仕掛品 － 7,789

その他 102,190 126,602

貸倒引当金 △55,886 △56,294

流動資産合計 2,215,429 2,077,933

固定資産   

有形固定資産 32,798 35,304

無形固定資産   

のれん 1,347,417 1,361,947

その他 72,389 68,989

無形固定資産合計 1,419,806 1,430,936

投資その他の資産   

投資有価証券 404,216 409,664

その他 61,623 71,239

貸倒引当金 － △7,027

投資その他の資産合計 465,840 473,875

固定資産合計 1,918,445 1,940,117

資産合計 4,133,874 4,018,050

負債の部   

流動負債   

買掛金 49,239 105,801

未払金 844,334 728,949

未払法人税等 33,185 8,610

賞与引当金 26,962 15,480

役員賞与引当金 13,823 2,145

ポイント引当金 1,767 3,440

本社移転費用引当金 17,558 －

その他 41,032 37,020

流動負債合計 1,027,903 901,448

固定負債   

退職給付引当金 900 900

その他 30,405 28,152

固定負債合計 31,305 29,052

負債合計 1,059,208 930,500
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

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 △10,651,902 △10,641,807

自己株式 △125 △125

株主資本合計 3,052,065 3,062,160

少数株主持分 22,600 25,389

純資産合計 3,074,666 3,087,550

負債純資産合計 4,133,874 4,018,050
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 1,142,321 1,456,341

売上原価 789,572 1,114,571

売上総利益 352,749 341,770

販売費及び一般管理費 366,959 318,934

営業利益又は営業損失（△） △14,209 22,835

営業外収益   

持分法による投資利益 － 5,447

その他 337 401

営業外収益合計 337 5,849

営業外費用   

持分法による投資損失 64,958 －

その他 1,590 843

営業外費用合計 66,548 843

経常利益又は経常損失（△） △80,420 27,841

特別利益   

その他 232 －

特別利益合計 232 －

特別損失   

固定資産売却損 764 －

固定資産除却損 3,638 1,839

減損損失 8,994 －

事務所移転費用 － 4,806

特別損失合計 13,397 6,645

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△93,584 21,196

法人税、住民税及び事業税 15,962 8,312

法人税等調整額 △910 －

法人税等合計 15,051 8,312

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△108,636 12,884

少数株主利益 5,598 2,789

四半期純利益又は四半期純損失（△） △114,234 10,095

㈱インテア・ホールディングス　（3734）　平成26年３月期　第１四半期決算短信

6



（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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△108,636 12,884

四半期包括利益 △108,636 12,884

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △114,234 10,095

少数株主に係る四半期包括利益 5,598 2,789
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 該当事項はありません。  

   

   

  該当事項はありません。 

   

   

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30日）  

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（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、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。  

  

２．報告セグメントの変更等に関する事項  

 前第２四半期連結会計期間から、「ブロードバンド事業」に含まれていた「スマートインフラ事業」につい

て、連結子会社が増加したことに伴い量的な重要性が増したため、報告セグメントとして記載する方法に変更し

ております。 

 なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第１四半期連結累計期間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。 

 また、ＩＴインフラ事業におきましては、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、撤退いたしました。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

（固定資産に係る重要な減損損失) 

 「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帳簿価額を全額減額し、当

該減少額を減損損失として特別損失へ計上しております。 

 なお、当該減損損失の計上額は、当第１四半期連結累計期間において 千円であります。 

  

（のれんの金額の重要な変動）  

 「スマートインフラ事業」セグメントにおいて、当社連結子会社である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平成24年４月16日付で取得、さらに平成24年５月14日付で追加取得し、子会社化しまし

た。当該事象によるのれんの増加額は、当第１四半期連結累計期間においては 千円であります。 

 「スマートインフラ事業」セグメントにおいて、当社連結子会社である株式会社ベストクリエイトは、株式会

社アップカレントの株式を平成24年６月１日付で追加取得しました。当該事象によるのれんの増加額は、当第１

四半期連結累計期間においては 千円であります。 

  

（３）四半期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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（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 

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  228,152  914,169  1,142,321  －  1,142,321  －  1,142,321

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －  －

計  228,152  914,169  1,142,321  －  1,142,321  －  1,142,321

セグメント利益又は 

セグメント損失（△） 
 3,744  24,181  27,926  △35  27,891  △42,100  △14,209

△42,100

△42,100

8,994

151,160

76,149
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年６月30日）  

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（注）１．セグメント利益の調整額 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。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

  該当事項はありません。   

  

（単位：千円）

  

報告セグメント 

合計
調整額 

（注）１ 

四半期連結
損益計算書 
計上額 

（注）２ 

ブロード 
バンド 
事業 

スマート
インフラ 
事業 

売上高           

外部顧客への売上高  212,567  1,243,774  1,456,341  －  1,456,341

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 2,542  －  2,542  △2,542  －

計  215,110  1,243,774  1,458,884  △2,542  1,456,341

セグメント利益  14,752  47,990  62,743  △39,907  22,835

△39,907 △395

△39,511
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