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1.  平成24年6月期第1四半期の連結業績（平成23年7月1日～平成23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 ％

24年6月期第1四半期 1,182 15.5 △35 ― △61 ― △66 ―
23年6月期第1四半期 1,023 △0.5 △107 ― △136 ― △130 ―

（注）包括利益 24年6月期第1四半期 △66百万円 （―％） 23年6月期第1四半期 △120百万円 （―％）

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

24年6月期第1四半期 △89.65 ―
23年6月期第1四半期 △217.80 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年6月期第1四半期 2,678 51 1.9
23年6月期 2,643 117 4.5
（参考） 自己資本   24年6月期第1四半期  51百万円 23年6月期  117百万円

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

23年6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年6月期 ―
24年6月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成24年6月期の連結業績予想（平成23年7月1日～平成24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）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

第2四半期(累計) 2,684 3.0 55 444.9 33 ― 20 ― 28.44
通期 5,417 5.8 91 286.4 48 ― 28 ― 40.83



(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、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を実施しています。 

※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、添付資料２
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

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） 24年6月期1Q 791,000 株 23年6月期 791,000 株
② 期末自己株式数 24年6月期1Q 48,563 株 23年6月期 48,563 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年6月期1Q 742,437 株 23年6月期1Q 597,529 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響から緩やかな回復傾向にある

ものの、欧州の財政不安及び世界的な景気減速懸念から円高、株安の流れが続いていることを受け、先

行き不透明感が解消されない状況となっております。 

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きましては、組織マ

ネジメント力の向上及び重点的に取り組んでいる新規カテゴリーの売り場提案営業の強化などにより、

国内専門店への販売が上位取引先を中心に好調に推移し、前年同期を上回る結果となりました。 

一方、住関連ライフスタイル商品小売事業は、前期に新規出店した店舗が好調に推移し、特にデザイ

ン性の高いトラベルグッズをセレクトした「Travel Shop Gate」が計画を大きく上回る結果で推移した

ことにより、こちらも前年同期を上回る結果となりました。 

以上の結果、売上高は1,182百万円(前年同期比15.5％増)、営業損失は35百万円、経常損失は61百万

円、四半期純損失は66百万円となりました。 

セグメントの業績は以下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、前述のとおり専門店向け販売が前年同期に比べ

て伸長したことにより、売上高619百万円(前年同期比8.7％増)、営業損失は46百万円となりました。 

住関連ライフスタイル商品小売事業においては、前述のとおり新業態を中心に好調に推移したことか

ら売上高562百万円(前年同期比25.7％増)、営業利益は17百万円(前年同期比116.9％増)となりました。

その他においては、売上高は0百万円(前年同期比94.0％減)となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産の残高は、2,678百万円(前連結会計年度末は2,643百万

円)となり、34百万円増加しました。 

流動資産は、2,136百万円(前連結会計年度末は2,074百万円)となり、61百万円増加しました。これは

現金及び預金の減少(22百万円)等があったものの、商品及び製品の増加(102百万円)等があったことに

よるものであります。 

固定資産は、541百万円(前連結会計年度末は568百万円)となり、27百万円減少しました。これは有形

固定資産の減少(18百万円)等があったことによるものであります。 

流動負債は、1,913百万円(前連結会計年度末は1,794百万円)となり、119百万円増加しました。これ

はデリバティブ債務の減少(11百万円)及びその他の減少(46百万円)等があったものの、支払手形及び買

掛金の増加(87百万円)及び短期借入金の増加(91百万円)等があったことによるものであります。 

固定負債は、713百万円(前連結会計年度末は731百万円)となり、18百万円減少しました。これは流動

負債への振替による長期借入金の減少(16百万円)等があったことによるものであります。 

純資産は、51百万円(前連結会計年度末は117百万円)となり、66百万円減少しました。これは利益剰

余金の減少(66百万円)等があったことによるものであります。 

  

連結業績予想につきましては、平成23年８月11日の決算短信で公表いたしました第２四半期連結累計

期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。 

  

１．当四半期決算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

（３）連結業績予想に関する定性的情報

㈱イデアインターナショナル（3140）　平成24年６月期　第１四半期決算短信

2



該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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)

前連結会計年度
(平成23年６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 333 311

受取手形及び売掛金（純額） 406 385

商品及び製品 1,024 1,127

原材料及び貯蔵品 0 0

その他 309 312

流動資産合計 2,074 2,136

固定資産

有形固定資産 249 231

無形固定資産 54 46

投資その他の資産 264 262

固定資産合計 568 541

資産合計 2,643 2,678

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 273 361

短期借入金 1,206 1,297

未払法人税等 6 2

引当金 20 23

デリバティブ債務 29 18

その他 256 210

流動負債合計 1,794 1,913

固定負債

転換社債型新株予約権付社債 403 404

長期借入金 312 296

その他 15 12

固定負債合計 731 713

負債合計 2,525 2,626

純資産の部

株主資本

資本金 300 300

資本剰余金 238 238

利益剰余金 △358 △424

自己株式 △62 △62

株主資本合計 117 51

純資産合計 117 51

負債純資産合計 2,643 2,678
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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：百万円)

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年７月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 1,023 1,182

売上原価 541 600

売上総利益 482 581

返品調整引当金戻入額 6 5

返品調整引当金繰入額 5 5

差引売上総利益 483 581

販売費及び一般管理費 591 617

営業損失（△） △107 △35

営業外収益

デリバティブ評価益 30 11

その他 0 0

営業外収益合計 30 12

営業外費用

支払利息 7 7

為替差損 43 27

その他 7 2

営業外費用合計 59 38

経常損失（△） △136 △61

特別損失

固定資産除却損 13 4

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 31 －

特別損失合計 44 4

税金等調整前四半期純損失（△） △181 △65

法人税等 △8 0

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 △66

四半期純損失（△） △130 △66
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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：百万円)

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年７月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △130 △66

その他の包括利益

繰延ヘッジ損益 9 －

その他の包括利益合計 9 －

四半期包括利益 △120 △66

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △120 △66

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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22年７月１日  至  平成22年９月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益また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、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。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成23年７月１日  至  平成23年９月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益また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、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△5百万円は、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）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  （セグメント情報）

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
  または振替高

― ― ― ― ― ―

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

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 619 562 1,181 0 ― 1,182

  セグメント間の内部売上高
  または振替高

― ― ― ― ― ―

計 619 562 1,181 0 ― 1,182

セグメント利益または損失
(△)

△46 17 △29 ― △5 △35
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２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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