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(百万円未満切捨て)

1. 平成24年２月期第３四半期の連結業績（平成23年３月21日～平成23年12月20日）

 (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２月期第３四半期 7,148 △1.2 143 ― 139 ― 96 ―

23年３月期第３四半期 7,232 ― △81 ― △71 ― △105 ―

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２月期第３四半期 6.43 ―

23年３月期第３四半期 △7.03 ―

 (2) 連結財政状態

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２月期第３四半期 4,603 2,541 55.2 169.27

23年３月期 4,182 2,445 58.5 162.87

(参考) 自己資本 24年２月期第３四半期 2,541百万円 23年３月期 2,445百万円

2. 配当の状況

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３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

24年２月期 ― 0.00 ―

24年２月期(予想) 0.00 0.00

3. 平成24年２月期の連結業績予想（平成23年３月21日～平成24年２月29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 9,200 △4.9 140 ― 140 ― 90 ― 5.99



  

 
(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。  

 
(注) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

 
(注) 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成

に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

（注意事項） 

・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、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財務諸表のレビュー手続は終了しておりませ

ん。 

  

１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理

的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性

があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四

半期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

２．当社は、持株会社であり、その業績は主にグループ会社間の内部取引によるものとなるため、個別業

績及び個別業績予想の開示は省略しております。 

  

4. その他（詳細は、【添付資料】P.４「その他」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規 ―社 (社名) ―、除外 ―社 (社名) ―

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年２月期３Ｑ 15,015,129株 23年３月期 15,015,129株

② 期末自己株式数 24年２月期３Ｑ 79株 23年３月期 79株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年２月期３Ｑ 15,015,050株 23年３月期３Ｑ 15,015,098株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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 当第３四半期連結累計期間(平成23年３月21日～平成23年12月20日)におけるわが国経済は、東日本

大震災の影響により、景気の停滞、雇用情勢の悪化が続いており、更に、円高の長期化、欧州の金融

不安による世界的な景気減速など、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

 当社グループの主要顧客である飲食・アミューズメント業界においては、東日本大震災の影響が残

るものの、設備投資については緩やかに回復しつつあります。 

 このような状況のもと、当社グループ(当社及び連結子会社)は、震災復旧に係わる店舗改装を積極

的に提案することで受注に繋げるとともに、大型案件の受注確保と利益率改善を図りました。また、

店舗新装時における店員派遣需要、広告宣伝需要の取り込みと需要が拡大しているスマートフォンの

販売に注力いたしました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は7,148百万円(前年同四半期比1.2％減)、営業利益

143百万円(前年同四半期は81百万円の営業損失)、経常利益139百万円(前年同四半期は71百万円の経常

損失)、四半期純利益96百万円(前年同四半期は105百万円の四半期純損失)となりました。      

  

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

（内装工事事業） 

 主力事業であります内装工事事業におきましては、子会社の株式会社日商インターライフが展開して

おり、当事業は、専業工事業務と総合工事業務により構成されております。内装工事事業の売上高は

3,044百万円(前年同四半期比15.3％減)となりました。 

専業工事業務 

 専業工事業務におきましては、大型案件の受注と原価管理の徹底、与信・債権管理の徹底に取り組み

ましたが、優良顧客の選別受注と更なる競争激化により、売上高は前年同期を下回りました。 

 この結果、専業工事業務の売上高は1,639百万円(前年同四半期比14.8％減)となりました。 

総合工事業務 

 総合工事業務におきましては、アミューズメント施設の受注に注力するとともに、大手ゼネコンから

の受注の安定化に努めましたが、低採算案件の受注回避のため受注案件を絞ったこと等により、売上高

は前年同期を下回りました。 

 この結果、総合工事業務の売上高は1,405百万円(前年同四半期比16.0％減)となりました。 

  

（情報通信事業） 

 情報通信事業におきましては、子会社の株式会社エヌ・アイ・エル・テレコムが展開しております。

従来の携帯電話からスマートフォンへの買い替えが増加し、堅調に推移いたしました。 

 この結果、情報通信事業の売上高は1,470百万円(前年同四半期比1.7％増)となりました。 

  

（清掃・メンテナンス事業） 

 清掃・メンテナンス事業におきましては、子会社のファシリティーマネジメント株式会社が展開して

おります。震災復旧に係わるパチンコ業界に向けた店舗改装提案が受注に繋がり、堅調に推移いたしま

した。 

 この結果、清掃・メンテナンス事業の売上高は1,203百万円(前年同四半期比12.5％増)となりました。

  

（人材派遣事業） 

 人材派遣事業におきましては、子会社のディーナネットワーク株式会社が展開しております。派遣需

要は、東日本大震災の影響から徐々に回復してきているものの、上期の売上減の影響により、売上高は

前年同期を下回りました。 

 この結果、人材派遣事業の売上高は1,029百万円(前年同四半期比8.1％減)となりました。 

  

（広告代理事業） 

 広告代理事業におきましては、当第１四半期より子会社となったアーク・フロント株式会社が展開し

ております。東日本大震災の影響による広告自粛、パチンコホールのイベント広告宣伝規制強化など、

広告需要が減少するなか、新装オープン時の広告の受注に努めました。 

 この結果、広告代理事業の売上高は383百万円となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて420百万円増加し、4,603百万

円となりました。これは、主に固定資産が増加したことによるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べて324百万円増加し、2,061百万円となりました。これは、流動負

債は短期借入金の増加等により90百万円増加し、固定負債は長期借入金が増加したこと等により233百

万円増加したことなどによるものであります。 

 純資産は、四半期純利益を計上したこと等により前連結会計年度末に比べて96百万円増加し、2,541

百万円となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,182百万円

となりました。 

 当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり

ます。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果獲得した資金は478百万円（前年同四半期は82百万円の使用）となりました。 

 これは、税金等調整前四半期純利益を168百万円計上したこと及び売上債権の減少額494百万円などの

増加要因と仕入債務の減少額241百万円などの減少要因を反映した結果であります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は492百万円（前年同四半期は212百万円の使用）となりました。 

 これは主に、有形固定資産の取得による支出が429百万円、敷金及び保証金の差入による支出が34百万

円及び子会社株式の取得による支出が39百万円あったこと等によるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果獲得した資金は351百万円（前年同四半期は198百万円の獲得）となりました。 

 これは主に、短期借入れによる収入が純額で120百万円及び長期借入れによる収入が純額で231百万円

あったこと等によるものであります。 

  

 平成24年２月期の連結業績予想については、平成23年11月１日の第２四半期決算短信発表時の業績

予想から変更しております。本日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

（２）連結財政状態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
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 平成23年４月１日の株式取得に伴い、アーク・フロント株式会社を当第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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成

20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号

平成20年３月31日）を適用しております。 

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありません。また、セグ

メント情報に与える影響もありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

２．その他の情報

（１）重要な子会社の異動の概要

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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３．四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年12月20日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成23年３月20日)

資産の部

流動資産

現金預金 1,284,766 946,005

受取手形・完成工事未収入金等 1,201,511 1,556,976

たな卸資産 96,660 117,363

未成工事支出金 421,416 384,464

その他 94,456 127,799

貸倒引当金 △58,608 △90,711

流動資産合計 3,040,202 3,041,898

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 898,953 827,400

減価償却累計額 △567,091 △579,195

建物・構築物（純額） 331,861 248,204

機械・運搬具 21,147 17,267

減価償却累計額 △20,095 △16,851

機械・運搬具（純額） 1,052 416

土地 597,822 292,121

その他 104,809 68,906

減価償却累計額 △75,874 △52,078

その他（純額） 28,934 16,828

有形固定資産計 959,670 557,571

無形固定資産

のれん 121,382 119,333

その他 211,565 203,157

無形固定資産計 332,948 322,491

投資その他の資産

投資有価証券 106,427 108,672

破産債権、更生債権等 379,342 385,793

その他 194,727 168,118

貸倒引当金 △427,835 △423,188

投資その他の資産計 252,661 239,395

固定資産合計 1,545,280 1,119,458

繰延資産 17,825 21,390

資産合計 4,603,308 4,182,747
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年12月20日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成23年３月20日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 635,565 847,784

短期借入金 554,320 400,000

未払法人税等 54,481 33,456

未成工事受入金 110,080 19,983

賞与引当金 67,290 51,369

完成工事補償引当金 3,554 4,958

その他 275,889 252,916

流動負債合計 1,701,182 1,610,468

固定負債

長期借入金 197,100 －

退職給付引当金 65,417 56,594

役員退職慰労引当金 42,530 49,393

その他 55,417 20,762

固定負債合計 360,465 126,750

負債合計 2,061,647 1,737,218

純資産の部

株主資本

資本金 2,500,000 2,500,000

資本剰余金 219,221 219,221

利益剰余金 △177,453 △273,931

自己株式 △9 △9

株主資本合計 2,541,759 2,445,280

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △98 248

評価・換算差額等合計 △98 248

純資産合計 2,541,661 2,445,528

負債純資産合計 4,603,308 4,182,747
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（２）四半期連結損益計算書

【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年３月21日
至 平成22年12月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年３月21日
 至 平成23年12月20日)

売上高 7,232,055 7,148,093

売上原価 6,159,264 5,710,226

売上総利益 1,072,791 1,437,866

販売費及び一般管理費 1,154,081 1,294,491

営業利益又は営業損失（△） △81,289 143,375

営業外収益

受取利息 694 422

受取配当金 32 98

受取賃貸料 12,524 －

その他 12,328 14,334

営業外収益合計 25,578 14,856

営業外費用

支払利息 9,468 13,135

その他 5,918 5,908

営業外費用合計 15,386 19,043

経常利益又は経常損失（△） △71,097 139,188

特別利益

固定資産売却益 － 2,459

投資有価証券売却益 925 －

賞与引当金戻入額 22,712 9,857

役員退職慰労引当金戻入額 1,391 5,556

貸倒引当金戻入額 － 18,392

その他 321 3

特別利益合計 25,350 36,269

特別損失

固定資産除却損 47 5,002

訴訟和解金 7,500 －

投資有価証券評価損 － 2,355

その他 8,383 －

特別損失合計 15,931 7,358

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（△）

△61,678 168,099

法人税、住民税及び事業税 42,093 79,371

法人税等調整額 1,790 △7,749

法人税等合計 43,884 71,621

少数株主損益調整前四半期純利益 － 96,478

四半期純利益又は四半期純損失（△） △105,562 96,478
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 （３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年３月21日
至 平成22年12月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年３月21日
至 平成23年12月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

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（△）

△61,678 168,099

減価償却費 26,733 45,594

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,437 1,929

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,923 △7,366

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,004 6,575

のれん償却額 11,154 12,478

貸倒引当金の増減額（△は減少） 53,623 △27,456

受取利息及び受取配当金 △726 △521

支払利息 9,468 13,135

固定資産売却損益（△は益） － △2,459

固定資産除却損 47 5,002

投資有価証券売却損益（△は益） △925 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 2,355

売上債権の増減額（△は増加） 272,106 494,398

たな卸資産の増減額（△は増加） 47,923 △8,816

仕入債務の増減額（△は減少） △196,633 △241,381

未払金の増減額（△は減少） △78,076 △15,075

その他 △46,707 111,774

小計 39,666 558,266

利息及び配当金の受取額 477 1,543

利息の支払額 △9,881 △13,540

法人税等の支払額 △113,155 △67,955

営業活動によるキャッシュ・フロー △82,893 478,313

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △28,468 △429,698

有形固定資産の売却による収入 58 4,713

投資有価証券の取得による支出 △448 △509

投資有価証券の売却による収入 8,850 9,452

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△90,918 △39,208

貸付けによる支出 △2,830 △149

貸付金の回収による収入 2,039 1,259

定期預金の預入による支出 △100,000 △1,902

敷金及び保証金の差入による支出 － △34,355

敷金及び保証金の回収による収入 － 4,625

その他 △1,103 △6,845

投資活動によるキャッシュ・フロー △212,821 △492,618
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年３月21日
至 平成22年12月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年３月21日
至 平成23年12月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 1,200,000 1,020,000

短期借入金の返済による支出 △1,000,000 △900,000

長期借入れによる収入 － 240,000

長期借入金の返済による支出 － △8,580

その他 △1,162 △256

財務活動によるキャッシュ・フロー 198,837 351,163

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △96,878 336,858

現金及び現金同等物の期首残高 912,917 846,005

現金及び現金同等物の四半期末残高 816,038 1,182,864

インターライフホールディングス㈱（1418）　平成24年2月期　第3四半期決算短信

9



 該当事項はありません。 

  

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、定期的に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、持株会社である当社を軸に各事業会社によって構成されており、各事業会社は、取り

扱う製品・サービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社グループは、各事業会社を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されて

おり、「内装工事事業」、「情報通信事業」、「清掃・メンテナンス事業」、「人材派遣事業」、「広告

代理事業」の５つを報告セグメントとしております。 

 「内装工事事業」は、インテリア及び不燃下地等の販売・施工管理、商業施設の企画・設計・制作・施

工管理を行っております。「情報通信事業」は、携帯電話等の販売、移動体通信サービス販売取次業務等

を行っております。「清掃・メンテナンス事業」は、建物内外の清掃請負・メンテナンス等を行っており

ます。「人材派遣事業」は、労働者派遣事業、人事事務（給与計算等）代行業務を行っております。「広

告代理事業」は、広告代理事業、広告宣伝に関する企画及びコンサルティングを行っております。 

  

２．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 

当第３四半期連結累計期間（自平成23年３月21日 至平成23年12月20日） 

 
(注) 「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、不動産賃貸事業であります。 

  

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項） 

 
(注) １．全社収益は、主にグループ会社からの経営指導料等であります。 

２．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。 

  

４．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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

(単位：千円)

報告セグメント

計
その他 
(注)

合計
内装工事 
事業

情報通信
事業

清掃・メ
ンテナン
ス事業

人材派遣
事業

広告代理
事業

売上高

 外部顧客への売上高 3,044,637 1,470,354 1,203,849 1,029,442 383,010 7,131,293 16,800 7,148,093

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

79,218 ― 18,440 55,278 5,407 158,344 ― 158,344

計 3,123,855 1,470,354 1,222,289 1,084,720 388,417 7,289,637 16,800 7,306,437

セグメント利益 9,318 35,769 85,027 4,398 10,727 145,241 15,385 160,626

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 145,241

「その他」の区分の利益 15,385

セグメント間取引消去 △10,312

のれんの償却額 △10,878

全社収益（注）１ 143,143

全社費用（注）２ △139,203

四半期連結損益計算書の営業利益 143,375
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（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号

平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

（６）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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