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平成 25 年 2 月 14 日 

各    位 

 

株 式 会 社 イ デ ア イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル

代 表 取 締 役 社 長  橋 本 雅 治

（コード番号：3140 ＪＡＳＤＡＱ）

問合せ先：常務取締役管理本部長兼経営管理部長

 松 原 元 成

（TEL 03-5446-9505）

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 25 年 6 月期 第 1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の 

一部訂正に関するお知らせ 

平成 24 年 11 月 12 日付「平成 25 年 6 月期 第 1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容に一部

訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正に伴う、資産、負債、純資

産の総額の増減、及び損益に与える影響はありません。 

なお、訂正の箇所は下線を付しております。また、数値データ（XBRL）にも訂正がありましたので訂正

後の数値データ（XBRL）を送信いたします。 

 

記 

 

訂正箇所 

１．当四半期決算に関する定性的情報 

(２) 連結財務諸表に関する定性的情報 

 

３．四半期連結財務諸表 

(１) 四半期連結貸借対照表 



 

１．当四半期決算に関する定性的情報 

(２) 連結財務諸表に関する定性的情報 

 

（訂正前） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産の残高は、2,919 百万円(前連結会計年度末は 2,763 百万円）

となり、155 百万円増加しました。 

流動資産は、2,382 百万円(前連結会計年度末は 2,244 百万円)となり、138 百万円増加しました。これは

現金及び預金の減少(91 百万円)等があったものの、商品及び製品の増加(138 百万円)及びその他の増加

(113 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、536 百万円(前連結会計年度末は 519 百万円)となり、17 百万円増加しました。これは有形

固定資産の増加(19 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、2,112 百万円(前連結会計年度末は 1,904 百万円)となり、207 百万円増加しました。これは

未払法人税等の減少(5 百万円)及びその他の減少(5 百万円)等があったものの、支払手形及び買掛金の増加

(212 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、699 百万円(前連結会計年度末は 725 百万円)となり、26 百万円減少しました。これは長期

借入金の返済による減少(24 百万円)等があったことによるものであります。 

純資産は、107 百万円(前連結会計年度末は 133 百万円)となり、25 百万円減少しました。これは利益剰

余金の減少(25 百万円)等があったことによるものであります。 

 

（訂正後） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産の残高は、2,919 百万円(前連結会計年度末は 2,763 百万円）

となり、155 百万円増加しました。 

流動資産は、2,382 百万円(前連結会計年度末は 2,244 百万円)となり、138 百万円増加しました。これは

現金及び預金の減少(91 百万円)等があったものの、商品及び製品の増加(138 百万円)及びその他の増加

(113 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、536 百万円(前連結会計年度末は 519 百万円)となり、17 百万円増加しました。これは有形

固定資産の増加(19 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、2,520 百万円(前連結会計年度末は 1,904 百万円)となり、615 百万円増加しました。これは

未払法人税等の減少(5 百万円)及びその他の減少(5 百万円)等があったものの、支払手形及び買掛金の増加

(212 百万円)及び１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債(408 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、291 百万円(前連結会計年度末は 725 百万円)となり、434 百万円減少しました。これは転換

社債型新株予約権付社債の減少(408 百万円)及び長期借入金の返済による減少(24 百万円)等があったこと

によるものであります。 

純資産は、107 百万円(前連結会計年度末は 133 百万円)となり、25 百万円減少しました。これは利益剰

余金の減少(25 百万円)等があったことによるものであります。 



 

３．四半期連結財務諸表 

(１) 四半期連結貸借対照表 

 

（訂正前） 
(単位：百万円)

   
前連結会計年度 

(平成24年６月30日) 
当第１四半期連結会計期間

(平成24年９月30日) 

資産の部   
 流動資産   
  現金及び預金 452 360
  受取手形及び売掛金（純額） 485 463
  商品及び製品 1,020 1,159
  原材料及び貯蔵品 0 0
  その他 285 398
  流動資産合計 2,244 2,382

 固定資産   
  有形固定資産 221 241
  無形固定資産 37 34
  投資その他の資産 260 260
  固定資産合計 519 536

 資産合計 2,763 2,919

負債の部   
 流動負債   
  支払手形及び買掛金 357 569
  短期借入金 1,267 1,272
  未払法人税等 8 2
  引当金 16 16
  デリバティブ債務 8 9
  その他 246 241
  流動負債合計 1,904 2,112

 固定負債   
  転換社債型新株予約権付社債 407 408
  長期借入金 310 285
  その他 8 5
  固定負債合計 725 699

 負債合計 2,630 2,811

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 △342 △368
  自己株式 △62 △62
  株主資本合計 133 107

 純資産合計 133 107

負債純資産合計 2,763 2,919

     

 

 



 

（訂正後） 
(単位：百万円)

   
前連結会計年度 

(平成24年６月30日) 
当第１四半期連結会計期間

(平成24年９月30日) 

資産の部   
 流動資産   
  現金及び預金 452 360
  受取手形及び売掛金（純額） 485 463
  商品及び製品 1,020 1,159
  原材料及び貯蔵品 0 0
  その他 285 398
  流動資産合計 2,244 2,382

 固定資産   
  有形固定資産 221 241
  無形固定資産 37 34
  投資その他の資産 260 260
  固定資産合計 519 536

 資産合計 2,763 2,919

負債の部   
 流動負債   
  支払手形及び買掛金 357 569
  短期借入金 1,267 1,272
  未払法人税等 8 2
  引当金 16 16
  デリバティブ債務 8 9
  1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 － 408
  その他 246 241
  流動負債合計 1,904 2,520

 固定負債   
  転換社債型新株予約権付社債 407 －
  長期借入金 310 285
  その他 8 5
  固定負債合計 725 291

 負債合計 2,630 2,811

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 △342 △368
  自己株式 △62 △62
  株主資本合計 133 107

 純資産合計 133 107

負債純資産合計 2,763 2,919

     

 

 

 

以   上 


