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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出の持ち直しを背景に回復傾向にあるものの、依

然として雇用・所得環境は改善の兆しが見えず、個人消費も低水準で推移しております。 

当社グループはこうした環境のもと、より効率的な組織体制の再構築、販売部門の強化を行った結果、

住関連ライフスタイル商品小売事業におきましては既存店売上実績、インターネット販売売上実績が前年

同期を上回る結果を残しました。また、住関連ライフスタイル商品製造卸売事業におきましても、海外向

け輸出が前年同期を上回る結果となりました。 

品種別の販売実績としては、商品の安定供給体制が整ったオーガニック化粧品ブランド「Agronatura」

が引き続き前年同期を上回る伸びを示しております。また、基幹ブランド「IDEA LABEL」ではインテリア

スピーカー商品が引き続き好調に推移した上に、デジタルアクセサリー商品が売上を伸ばしたことから、

前年同期を上回る結果となりました。また、ノベルティとして大型特注案件を獲得したことから、売上増

に大きく貢献しました。 

一方、外部デザイナーとのコラボレーション・ブランド「TAKUMI」は、デザイン家電などの新商品が計

画通りに売り上げたものの、時計などの従来開発商品が前年同期と比較して下回る結果となりました。 

以上の結果、売上高は3,688百万円(前年同期比9.2％増)、営業損失は7百万円、経常損失は107百万円、

四半期純損失は123百万円となりました。 

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

住関連ライフスタイル商品製造卸売事業においては、業界全体の落ち込みの影響を受け、売上高は

2,418百万円(前年同期比3.0％減)、営業損失は23百万円となりました。 

住関連ライフスタイル商品小売事業においては、一号店であるIdea Frames表参道ヒルズ店を契約終了

に伴い閉店したものの、前述のとおり既存店の売上が前年同期を上回ったことから、売上高は1,263百万

円(前年同期比45.6％増)、営業利益は15百万円と収益を改善することができました。 

その他の事業においては、売上高は6百万円(前年同期比63.8％減)、営業損失は0百万円となりました。

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報
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当第３四半期連結累計期間末における総資産の残高は、2,766百万円(前連結会計年度末は2,810百万

円)となり、43百万円減少いたしました。 

流動資産は、2,150百万円(前連結会計年度末は2,175百万円)となり、24百万円減少いたしました。こ

れは受取手形及び売掛金(純額)の増加(34百万円)及びその他の流動資産の増加(57百万円)があったもの

の、現金及び預金の減少(114百万円)等があったことによるものであります。 

固定資産は、616百万円(前連結会計年度末は635百万円)となり、18百万円減少いたしました。これは

社内システムへの投資に伴う無形固定資産の増加(16百万円)があったものの、投資その他の資産の減少

(35百万円)等があったことによるものであります。 

流動負債は、2,044百万円(前連結会計年度末は2,086百万円)となり、41百万円減少いたしました。こ

れは支払手形及び買掛金の増加(118百万円)があったものの、短期借入金の減少(118百万円)及びデリバ

ティブ債務の減少(34百万円)等があったことによるものであります。 

固定負債は、416百万円(前連結会計年度末は294百万円)となり、122百万円増加いたしました。これ

は長期借入金の増加(109百万円)等があったことによるものであります。 

純資産は、304百万円(前連結会計年度末は428百万円)となり、123百万円減少いたしました。これは

利益剰余金の減少(123百万円)等があったことによるものであります。 

  

当第３四半期連結累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、前連結会計年

度末の残高409百万円に対して114百万円減少し、295百万円となりました。 

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。 

営業活動の結果得られた資金は、58百万円となりました。 

これは、税金等調整前四半期純損失(105百万円)があったものの、減価償却費(79百万円)及び仕入

債務の増加(118百万円)等の資金の増加があったことによるものであります。 

投資活動の結果使用した資金は、157百万円となりました。 

これは、新規出店費用等の有形固定資産取得による支出(93百万円)及び敷金及び保証金の差入によ

る支出(45百万円)等の資金の減少があったことによるものであります。 

財務活動の結果使用した資金は、13百万円となりました。 

これは、長期借入金の純増(141百万円)があったものの、短期借入金の純減(150百万円)等の資金の

減少があったことによるものであります。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 財政状態の分析

(2) キャッシュ・フローの状況

①営業活動によるキャッシュ・フロー

②投資活動によるキャッシュ・フロー

③財務活動によるキャッシュ・フロー
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平成22年６月期の連結業績予想につきましては、本日発表いたしました「営業外費用(為替差損)・特別

損失の発生及び平成22年６月期の業績予想の修正に関するお知らせ」において修正を行っております。 

今後、当該連結業績予想に修正がある場合には速やかに開示してまいります。 

  
  

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

  

該当事項はありません。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他

(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)

(2) 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

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

(3) 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
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 295 409

受取手形及び売掛金（純額） 498 463

商品及び製品 998 1,001

原材料及び貯蔵品 0 0

その他 357 299

流動資産合計 2,150 2,175

固定資産

有形固定資産 202 202

無形固定資産 72 56

投資その他の資産 341 376

固定資産合計 616 635

資産合計 2,766 2,810

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 258 139

短期借入金 1,373 1,492

引当金 26 42

デリバティブ債務 126 161

その他 260 251

流動負債合計 2,044 2,086

固定負債

長期借入金 334 225

役員退職慰労引当金 47 39

その他 34 29

固定負債合計 416 294

負債合計 2,461 2,381

純資産の部

株主資本

資本金 250 250

資本剰余金 188 188

利益剰余金 △55 67

自己株式 △62 △62

株主資本合計 320 443

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益 △15 △36

評価・換算差額等合計 △15 △36

新株予約権 － 21

純資産合計 304 428
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年６月30日)

負債純資産合計 2,766 2,810
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年７月１日
至 平成21年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 3,378 3,688

売上原価 1,696 1,935

売上総利益 1,681 1,753

返品調整引当金戻入額 9 7

返品調整引当金繰入額 10 6

差引売上総利益 1,680 1,753

販売費及び一般管理費 1,708 1,761

営業損失（△） △28 △7

営業外収益

その他 5 11

営業外収益合計 5 11

営業外費用

支払利息 15 22

為替差損 35 80

デリバティブ評価損 － 7

株式公開費用 9 －

その他 2 1

営業外費用合計 63 111

経常損失（△） △86 △107

特別利益

新株予約権戻入益 － 21

保険転換益 － 23

販売促進引当金戻入額 － 15

その他 － 0

特別利益合計 － 60

特別損失

減損損失 4 42

固定資産除却損 － 16

その他 1 －

特別損失合計 5 58

税金等調整前四半期純損失（△） △92 △105

法人税等 △37 17

四半期純損失（△） △55 △123
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年７月１日
至 平成21年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △92 △105

減価償却費 84 79

減損損失 4 42

販売促進引当金の増減額（△は減少） 17 △23

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7 7

支払利息 15 22

為替差損益（△は益） 13 1

売上債権の増減額（△は増加） △67 △37

たな卸資産の増減額（△は増加） △253 3

仕入債務の増減額（△は減少） 12 118

その他 △64 △24

小計 △321 85

利息及び配当金の受取額 0 0

利息の支払額 △16 △20

法人税等の支払額 △98 △6

営業活動によるキャッシュ・フロー △436 58

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 △139 △93

無形固定資産の取得による支出 △44 △17

敷金及び保証金の差入による支出 △21 △45

その他 13 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △191 △157

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） 304 △150

長期借入れによる収入 500 360

長期借入金の返済による支出 △169 △218

株式の発行による収入 132 －

自己株式の取得による支出 △62 0

その他 28 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー 732 △13

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 90 △114

現金及び現金同等物の期首残高 199 409

現金及び現金同等物の四半期末残高 290 295
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該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成21年３月31日) 

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

(1) 住関連ライフスタイル商品製造卸売事業 ………生活雑貨、家電、化粧品 

(2) 住関連ライフスタイル商品小売事業 ……………生活雑貨、家電、化粧品 

(3) その他の事業 ………………………………………手数料収入 

３ 会計処理基準に関する事項 

(たな卸資産の評価に関する会計基準の適用) 

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)を

第１四半期会計期間より適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げの

方法)によっております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の住関連ライフスタイル商品製

造卸売事業では営業利益が9百万円減少し、住関連ライフスタイル商品小売事業では営業損失が2百万円増加

しております。 

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年７月１日 至 平成22年３月31日) 

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 

(1) 住関連ライフスタイル商品製造卸売事業 ………生活雑貨、家電、化粧品 

(2) 住関連ライフスタイル商品小売事業 ……………生活雑貨、家電、化粧品 

(3) その他の事業 ………………………………………手数料収入 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

住関連ライフ
スタイル商品
製造卸売事業 
(百万円)

住関連ライフ
スタイル商品
小売事業 
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

2,492 867 17 3,378 ― 3,378

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 2,492 867 17 3,378 ― 3,378

営業利益(または営業損失) 52 △81 0 △28 ― △28

住関連ライフ
スタイル商品
製造卸売事業
(百万円)

住関連ライフ
スタイル商品
小売事業 
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

2,418 1,263 6 3,688 ― 3,688

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 2,418 1,263 6 3,688 ― 3,688

営業利益(または営業損失) △23 15 △0 △7 ― △7
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前第３四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成21年３月31日) 

在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年７月１日 至 平成22年３月31日) 

在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成21年３月31日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年７月１日 至 平成22年３月31日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(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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