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1.  平成23年6月期第1四半期の連結業績（平成22年7月1日～平成22年9月30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 ％

23年6月期第1四半期 1,023 99.5 △107 ― △136 ― △130 ―
22年6月期第1四半期 1,028 ― △91 ― △148 ― △75 ―

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

23年6月期第1四半期 △217.80 ―
22年6月期第1四半期 △127.18 ―

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

23年6月期第1四半期 2,830 73 2.6 98.96
22年6月期 2,477 94 3.8 157.97

（参考） 自己資本   23年6月期第1四半期  73百万円 22年6月期  94百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年6月期 ―
23年6月期 

（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成23年6月期の連結業績予想（平成22年7月1日～平成23年6月30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）当四半期における業績予想の修正有無  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

第2四半期 
(累計)

2,820 15.3 120 ― 90 ― 26 ― 44.52

通期 5,568 12.7 145 554.2 96 ― 29 ― 49.76



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（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。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（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） 

※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、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いません。 

※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）４ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】４ページ「2．その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年6月期1Q 791,000株 22年6月期  644,500株
② 期末自己株式数 23年6月期1Q  48,563株 22年6月期  48,563株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年6月期1Q 597,529株 22年6月期1Q 596,000株



  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 ………………………………………… ２ 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………… ２ 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………… ２ 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………… ３ 

2. その他の情報 …………………………………………………………………………… ４ 

(1) 重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………… ４ 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………… ４ 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………… ４ 

3. 四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………… ５ 

(1) 四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………… ５ 

(2) 四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………… ７ 

【第１四半期連結累計期間】  

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………… ８ 

(4) 継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………… ９ 

(5) セグメント情報 ……………………………………………………………………… ９ 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………… 10 

  

○添付資料の目次

㈱イデアインターナショナル（3140）　平成23年６月期　第１四半期決算短信

1



当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による景気刺激策により一部で持ち直しの傾向

が見られるものの、海外経済の減速や急激な円高・株安による先行き不安が影響し、個人消費は完全な回

復に至っておりません。 

当社グループはこうした環境の中、住関連ライフスタイル商品製造卸売事業においては、上位国内取引

先への営業強化・海外販売ルートの強化に努め、住関連ライフスタイル商品小売事業においては、既存店

を中心に接客力アップ・ＶＭＤの強化等に努めてまいりました。その結果、住関連ライフスタイル商品製

造卸売事業は海外向け輸出の実績が前年同期200％超と伸長しました。また、住関連ライフスタイル商品

小売事業は既存店売上実績が前年同期を上回る結果となり引き続き好調に推移しました。一方で、住関連

ライフスタイル商品製造卸売事業は、８、９月の猛暑の影響により主要取引先を中心に秋・冬シーズンの

商品導入が進まなかったこと、また、一部新商品の入荷が遅れたこと等により、売上実績が計画を下回る

結果となりました。 

品種別の販売実績としては、前述のとおり猛暑や商品入荷の遅れが影響し、基幹ブランド「IDEA 

LABEL」が前年同期を上回ったものの計画を下回る結果となりました。また、オーガニックコスメブラン

ド「Agronatura」は新しいオーガニックブランド「Terracuore」への切り替えのため、売上実績が前年同

期を下回る結果となりました。 

以上の結果、売上高は1,023百万円(前年同期比0.5％減)、営業損失は107百万円、経常損失は136百万

円、四半期純損失は130百万円となりました。 

セグメントの業績は次のとおりであります。 

住関連ライフスタイル商品製造卸売事業においては、前述のとおり海外向け輸出が前年同期に比べて大

きく伸長したものの、猛暑や商品入荷遅れが影響し、売上高は569百万円、セグメント損失は113百万円と

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、平成22年８月にデザイン性の高いトラベルグッズをセ

レクトした新業態「Travel Shop Gate」を有楽町マルイに出店しました。また、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447百万円、セグメント利益は7百万円となりました。 

その他においては、売上高は6百万円となりました。 

  

当第１四半期連結累計期間末における総資産の残高は、2,830百万円(前連結会計年度末は2,477百万円)

となり、353百万円増加しました。 

流動資産は、2,292百万円(前連結会計年度末は1,911百万円)となり、381百万円増加しました。これは

受取手形及び売掛金(純額)の減少(18百万円)があったものの、現金及び預金の増加(200百万円)、商品及

び製品の増加(149百万円)及び流動資産のその他の増加(50百万円)等があったことによるものでありま

す。 

固定資産は、538百万円(前連結会計年度末は565百万円)となり、27百万円減少しました。これは新規出

店に伴う有形固定資産の増加(10百万円)があったものの、無形固定資産の減少(16百万円)及び投資その他

の資産の減少(21百万円)等があったことによるものであります。 

流動負債は、2,019百万円(前連結会計年度末は2,028百万円)となり、8百万円減少しました。これは支

払手形及び買掛金の増加(48百万円)があったものの、短期借入金の減少(12百万円)及びデリバティブ債務

の減少(46百万円)等があったことによるものであります。 

固定負債は、737百万円(前連結会計年度末は354百万円)となり、382百万円増加しました。これは長期

借入金の減少(16百万円)があったものの、転換社債型新株予約権付社債(400百万円)の増加等があったこ

とによるものであります。 

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

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

 1.財政状態の分析
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純資産は、73百万円(前連結会計年度末は94百万円)となり、20百万円減少しました。これは第三者割当

増資による資本金の増加(50百万円)及び資本剰余金の増加(50百万円)等があったものの、利益剰余金の減

少(130百万円)があったことによるものであります。 

  

当第１四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322百万円に対して200百万円増加し、522百万円となりました。 

当第１四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。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果使用した資金は228百万円(前年同四半期は98百万円)となりました。 

これは、仕入債務の増加(48百万円)等による資金の増加があったものの、税金等調整前四半期純損

失(181百万円)及びたな卸資産の増加(149百万円)等の資金の減少があったことによるものでありま

す。 

  

投資活動の結果使用した資金は、37百万円(前年同四半期は38百万円)となりました。 

これは、敷金及び保証金の差入による支出(18百万円)及び有形固定資産取得による支出(10百万円)

等による資金の減少があったことによるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果得られた資金は、469百万円(前年同四半期は197百万円)となりました。 

これは、長期借入金の純減(28百万円)等の資金の減少があったものの、社債発行による収入(400百

万円)及び株式の発行による収入(100百万円)による資金の増加があったことによるものであります。

  

平成22年８月16日に発表いたしました平成23年６月期業績予想につきましては、現時点において変更

はありません。 

  

 2.キャッシュ・フローの状況

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間末の貸倒実績率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を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  

①「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結累計期間より、「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。 

これにより、営業損失及び経常損失は3百万円、税金等調整前四半期純損失は34百万円増加して

おります。また、当会計基準の適用開始により、投資その他の資産が34百万円減少しております。

②税金費用の計算方法の変更 

税金費用については、法定実効税率をベースとした年間見積実効税率を用いて計算する四半期特

有の会計処理を採用しておりましたが、エレコム株式会社がその他の関係会社となり、当該会社と

会計処理を統一するため、当第１四半期連結会計期間より年度決算と同様の原則的な会計処理に変

更しております。 

これにより、当第１四半期連結累計期間の四半期純損失は61百万円増加しております。 

  

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

  一般債権の貸倒見積高の算定方法

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 522 322

受取手形及び売掛金（純額） 449 467

商品及び製品 978 828

原材料及び貯蔵品 0 0

その他 341 291

流動資産合計 2,292 1,911

固定資産

有形固定資産 217 206

無形固定資産 59 76

投資その他の資産 261 283

固定資産合計 538 565

資産合計 2,830 2,477

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 283 235

短期借入金 1,348 1,360

未払法人税等 1 7

引当金 24 18

デリバティブ債務 113 159

その他 248 247

流動負債合計 2,019 2,028

固定負債

転換社債型新株予約権付社債 400 －

長期借入金 257 273

役員退職慰労引当金 51 49

その他 28 31

固定負債合計 737 354

負債合計 2,757 2,382
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 300 250

資本剰余金 238 188

利益剰余金 △402 △272

自己株式 △62 △62

株主資本合計 73 103

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益 － △9

評価・換算差額等合計 － △9

純資産合計 73 94

負債純資産合計 2,830 2,477
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(2) 四半期連結損益計算書

【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 1,028 1,023

売上原価 532 541

売上総利益 496 482

返品調整引当金戻入額 7 6

返品調整引当金繰入額 8 5

差引売上総利益 494 483

販売費及び一般管理費 586 591

営業損失（△） △91 △107

営業外収益

デリバティブ評価益 － 30

その他 5 0

営業外収益合計 5 30

営業外費用

支払利息 7 7

デリバティブ評価損 45 －

為替差損 － 43

その他 9 7

営業外費用合計 62 59

経常損失（△） △148 △136

特別利益

保険転換益 23 －

特別利益合計 23 －

特別損失

固定資産除却損 － 13

減損損失 2 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 31

その他 0 －

特別損失合計 2 44

税金等調整前四半期純損失（△） △127 △181

法人税等 △51 △8

法人税等還付税額 － △42

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △130

四半期純損失（△） △75 △130
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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１四半期連結累計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30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（△） △127 △181

減価償却費 23 27

減損損失 2 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 34

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2 2

支払利息 7 7

為替差損益（△は益） 4 3

売上債権の増減額（△は増加） 1 18

たな卸資産の増減額（△は増加） △137 △149

仕入債務の増減額（△は減少） 141 48

その他 △6 △53

小計 △87 △242

利息及び配当金の受取額 0 0

利息の支払額 △6 △7

法人税等の支払額 △4 △7

法人税等の還付額 － 29

営業活動によるキャッシュ・フロー △98 △228

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 △17 △10

無形固定資産の取得による支出 △1 △1

敷金及び保証金の差入による支出 △17 △18

その他 △1 △8

投資活動によるキャッシュ・フロー △38 △37

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） △30 －

長期借入れによる収入 300 50

長期借入金の返済による支出 △71 △78

社債の発行による収入 － 400

株式の発行による収入 － 100

その他 △1 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 197 469

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4 △3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 56 200

現金及び現金同等物の期首残高 409 322

現金及び現金同等物の四半期末残高 466 522
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該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30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 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30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１四半期連結累計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30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。 

  

(追加情報) 

当第１四半期連結累計期間より「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。 

  

(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

679 347 0 1,028 ― 1,028

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 679 347 0 1,028 ― 1,028

営業損失（△） △77 △14 △0 △91 ― △91

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

【セグメント情報】
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１．報告セグメントの概要 

当社グループ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、住関連ライフスタイル商品をインテリアショップ等の専門店及びセールスプロ

モーションを行う法人等への製造卸売部門、直営店及びＥコマースによる小売部門の販売チャネル

ごとに包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

従って、当社グループは販売チャネル別のセグメントから構成されており、「住関連ライフスタ

イル商品製造卸売事業」、「住関連ライフスタイル商品小売事業」の２つを報告セグメントとして

おります。 

「住関連ライフスタイル商品」は、時計や家電などデザイン性の高いインテリア雑貨やオーガニ

ック化粧品等であります。 

  

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１四半期連結累計期間(自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30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、オフィス・店舗空間のコンセプ

ト・デザインを企画する空間プロデュース事業等を含んでおります。 

２ セグメント損失の調整額△2百万円は、各報告セグメントに配分していない主に子会社損失であります。 

３ セグメント利益または損失は、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。 

  

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 

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日) 

当社は、平成22年９月30日付で、エレコム株式会社から第三者割当増資の払込みを受けました。こ

の結果、当第１四半期連結累計期間において資本金及び資本準備金が50百万円それぞれ増加し、当第

１四半期連結累計期間末において資本金が300百万円、資本剰余金が238百万円となっております。 

  

報告セグメント
その他
(百万円) 
(注)１

調整額 
(百万円) 
(注)２

四半期連結損
益計算書計上

額 
(百万円) 
(注)３

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)

計
(百万円)

売上高

 外部顧客への売上高 569 447 1,017 6 ― 1,023

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 569 447 1,017 6 ― 1,023

セグメント利益または損失
（△）

△113 7 △105 ― △2 △107

(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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