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1.  21年2月期の業績（平成20年3月1日～平成21年2月28日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年2月期 22,870 7.4 834 25.6 777 21.8 358 37.8
20年2月期 21,290 111.0 664 57.4 638 75.0 260 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年2月期 64.98 64.97 11.9 9.2 3.6
20年2月期 51.65 ― 11.6 7.9 3.1

（参考） 持分法投資損益 21年2月期  ―百万円 20年2月期  ―百万円

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

21年2月期 8,833 3,636 41.2 527.36
20年2月期 8,003 2,381 29.8 472.03

（参考） 自己資本  21年2月期  3,636百万円 20年2月期  2,381百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年2月期 362 △316 401 1,509
20年2月期 892 △176 △945 1,062

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
純資産配当

率（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年2月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

21年2月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00 48 10.8 1.6

22年2月期 
（予想）

― 0.00 ― 7.00 7.00 14.7

（注）21年2月期期末配当金の内訳 記念配当 2円00銭

3.  22年2月期の業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率） 

 

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

第2四半期 
累計期間

11,317 0.9 145 △58.6 150 △55.8 38 △75.4 5.55

通期 24,115 5.4 711 △14.8 720 △7.3 329 △8.3 47.74



4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、42ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年2月期 6,895,817株 20年2月期 5,045,137株

② 期末自己株式数 21年2月期 ―株 20年2月期 ―株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可
能性があります。 
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

当事業年度におけるわが国経済は、期初より原油などの資源価格の高騰を受け企業収益が減少したことに加えて、

去年９月の「リーマンショック」に端を発した米国発の金融危機が世界経済に波及したことによる国内株式市場の大

幅下落、ドル安・円高の進行による輸出企業の生産縮小や雇用情勢の悪化等から、急速に景気が後退いたしました。 

このような経営環境のもと、食品業界は「食品偽装」に関する事件・事故が頻発し、今もなお、食品に対する不信

感は高まっているなか、当社は着実に新規会員を増やし、それに伴う定期品「ぱれっと」の堅調な販売推移に加えて、

注文品の販売促進を行うなどして売上獲得に努めました。 

 

企画分類別売上高につきましては、以下のとおりであります。 

定期品は、8,065 百万円（前期比 7.6％増）となりました。これは主に、各事業拠点（北海道、首都圏、神奈川、

中部、大阪）において、登録会員が順調に増加したことに加え、販売促進活動を積極的に展開したためであります。 

注文品は、14,503 百万円（前期比 6.9％増）となりました。これは主に、定期品同様、登録会員が順調に増加した

ことに加えて、注文品サービスの統合等を行うなど、会員の利便性向上に努め、合わせて販売促進活動を積極的に展

開したためであります。 

その他は、301 百万円（前期比 31.4％増）となりました。これは主に登録会員の増加に伴う、年会費収入の増加に

加えて、卸・インターネット通販等の事業の拡大によるものであります。 

 

品目分類別売上高につきましては、以下のとおりであります。 

食品は、20,289 百万円(前期比 6.2%％増）となりました。これは主に、登録会員の増加及び販促活動の結果、定期

品、注文品ともに売上が増加したためであります。 

非食品は、2,308 百万円（前期比 17.2％増）となりました。日用雑貨等の商品販売が増加したためであります。 

その他は、272 百万円（前期比 25.2％増）となりました。登録会員の増加に伴う、年会費収入の増加によるもので

あります。 

販売費及び一般管理費につきましては、販売促進費の増加及び売上増加に伴う、貸倒引当金繰入額の増加など、各

種引当金繰入額の増加等がありましたが、人員の適正配置や全体コストの削減に取り組み、販売費及び一般管理費の

売上比は 33.1％となり、前期に比べて、0.1％減少いたしました。 

 

それらの結果、当事業年度の売上高につきましては、22,870 百万円（前期比 7.4％増）の増収となり、利益につき

ましては、営業利益 834 百万円（前期比 25.6％増）、経常利益 777 百万円（前期比 21.8％増）、当期純利益 358 百万

円（前期比 37.8％増）となり、増益を達成することができました。 

 

（次期の見通し） 

今後の見通しといたしましては、政府の経済対策の効果に一定の期待がされるものの、世界経済の悪化の影響を

受けて、国内景気の厳しい後退局面は、想定を超えた国内需要の落ち込みも加え、長期化する様相を呈しています。 

このような経営環境のもと、「食の安心・安全」に対する意識は、今後も高まってくるものと考えており、当社

も今まで以上に「食の安心・安全」及び環境へ配慮した商品作りと会員獲得に努めてまいります。 

次期につきましては、さらなる成長戦略のもと、こどものいるファミリー層を中心に会員数の大幅な拡大に努め、



らでぃっしゅぼーや株式会社（3146）平成21年2月期決算短信（非連結） 
 

 - 4 - 

あわせて会員獲得のための投資並びに情報システムに関する投資を積極的に行ってまいります。また、農業分野へ

の参入も引き続き推進してまいります。 

つきましては、次のような施策を実行してまいります。 

①コアビジネスの成長 

(a)値ごろな価格の商品の投入や、顧客サービスの充実により顧客満足度の向上に努めます。 

(b)ＣＲＭを構築し、効果的なセールスプロモーションを実現します。 

②生活シーンに合わせた多様な販売チャネルの提供 

現在のネット惣菜店「PICODELI」を生鮮も取扱うフルラインナップのネットスーパーとしてリニューアルしま

す。 

    ③農産物の安定確保と「値ごろな価格」を実現すべく、農業分野への参入 

 有力提携農家と共同で、農業生産法人を設立し、農業分野へ参入することにより、農作物の供給源の確保、生

産性の向上による調達価格の低減を目指してまいります。 

④サプライチェーンの効率化と、より効果的なプロモーションの実現のための基幹システムの再構築 

販売管理、物流管理、在庫管理、顧客管理といった基幹システムを再構築し、運送会社と生産者・メーカー

間等のサプライチェーンを効率化し、原価・調達コストを削減するとともに、配送スタッフのＩＴ装備やお

客様へのリアルタイムでの情報提供といったＣＲＭの構築によって注文率・購買客単価の向上を図ってまい

ります。 

 

以上の状況を踏まえ、次期の見通しにつきましては、景気の先行きに不透明感が増していることもあり、消費意

欲は減退するものと考えております。そのような中、当社は将来の成長に資するため、積極的に会員獲得を図る

と同時に、顧客満足の向上や業務効率化を目指すべく情報システム投資を積極的に行ってまいります。 

その結果、会員増による増収を見込むものの、情報システム投資におけるソフトウェア償却費の負担額が増加す

ることとなり、次期の業績見通しは、売上高 24,115 百万円（前期比 5.4％増）、営業利益は 711 百万円（前期比

14.8％減）、経常利益 720 百万円（前期比 7.3％減）、当期純利益 329 百万円（前期比 8.3％減）を見込んでおりま

す。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況に関する分析 

 当事業年度末の総資産は前事業年度末に比べ 829 百万円増加し、8,833 百万円（前期比 10.4％増）となりました。

これを流動・固定資産別に見ますと以下のとおりであります。 

流動資産は前事業年度末に比べ 841 百万円増加し、 4,590 百万円（前期比 22.4％増）となりました。 

この主な要因は、現金及び預金の 447 百万円の増加、売掛金の 329 百万円の増加及びたな卸資産の 101 百万円の増

加によるものです。 

固定資産は前事業年度末に比べ 11 百万円減少し、4,242 百万円（前期比 0.3％減）となりました。 

この主な要因は、各物流センターにおける保冷設備工事等により有形固定資産が 18 百万円増加し、無形固定資産

のソフトウェア仮勘定が 160 百万円増加しましたが、のれん償却額を 181 百万円計上したことによるものです。 

当事業年度末の負債合計は前事業年度末に比べ 425 百万円減少し、5,196 百万円（前期比 7.6％減）となりました。

これを流動・固定負債別に見ますと以下のとおりであります。 
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流動負債は前事業年度末に比べ 25 百万円減少し、3,235 百万円（前期比 0.8％減）となりました。 

この主な要因は、未払金が 27 百万円増加したものの、未払法人税等が 57 百万円、買掛金が 16 百万円、前事業年

度に比べてそれぞれ減少したことによるものです。 

固定負債は前事業年度末に比べ 400 百万円減少し 1,961 百万円（前期比 16.9％減）となりました。 

この主な要因は、退職給付引当金が 12 百万円、役員退職慰労引当金が 15 百万円、前事業年度に比べてそれぞれ増

加しましたが、長期借入金が 430 百万円減少したことによるものです。 

当事業年度末における純資産合計は前事業年度末に比べ 1,255 百万円増加し、3,636 百万円（52.7％増）となりま

した。この主な要因は、上場に係る公募増資等により、資本金及び資本準備金がそれぞれ 448 百万円増加し、加えて

利益の留保によってその他利益剰余金を 358 百万円計上したことによるものです。 

 

② キャッシュ・フローの状況に関する分析 

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ 447 百万円増加し 1,509 百万円となりました。 

各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、362 百万円（前期比 59.4％減）となりました。これは主に、売上高の収益増によ

る税引前当期純利益が 749 百万円となったこと、減価償却費、ソフトウェア償却費及びのれん償却額合わせて 337 百

万円等による収入と、売上債権の増加額 329 百万円、たな卸資産の増加額 101 百万円及び法人税等の支払額 466 百万

円等による支出によるものであります。 

 

（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、316 百万円(前期比 79.3％増)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 93 百万円、無形固定資産の取得による支出 203 百万円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、401 百万円（前期は 945 百万円の支出）となりました。これは主に、株式の発

行による収入 873 百万円（株式交付費の支出による 22 百万円を控除しております。）、長期借入金の返済による支

出 430 百万円によるものであります。 

 

なお、当社のキャッシュ・フロー関連指標のトレンドは以下のとおりであります。 

 平成 19 年２月期 平成20年２月期 平成 21 年２月期 

自己資本比率（％） 26.2％ 29.8％ 41.2％ 

時価ベースの自己資本比率（％） ― ― 39.4％ 

キャッシュ・フロー対有利子負

債比率（年） 
― 2.9 5.9 

インタレスト・カバレッジ・レ

シオ（倍） 
― 16.9 8.7 

（注）１．自己資本比率：自己資本／総資産 

     時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
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インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

２．有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。 

３．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。なお平成 19 年２月

期及び平成 20 年２月期の時価ベースでの自己資本比率については、当社株式は非上場であり、かつ

店頭登録もしていないため記載しておりません。 

４．平成 19 年２月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率、インタレスト・カバレッジ・レシオにつ

いては、連結ベースで、キャッシュ・フロー計算書を作成しておりましたので記載しておりません。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社は、株主への利益還元については、安定配当を継続的に行っていくこと、また同時に、事業環境のなかで競争

に勝ち残るための企業体質強化と今後の事業展開に備えるため、内部留保を充実させる必要もあり、財政状態または

経営成績等を勘案し、業績に裏付けられた成果の配分を行っていくことを基本方針としてまいります。 

以上の方針を踏まえ、当期の配当金につきましては、業績が順調に推移したことに加え、平成 20 年 12 月９日にジ

ャスダック証券取引所へ上場をいたしましたこと等を勘案し、期末配当は普通配当１株当たり５円とし、上場記念配

当として１株当たり２円を加算して、１株当たり７円といたします。 

また、次期の配当金は普通配当１株当たり７円を予定しております。 

 

(4) 事業等のリスク 

当社の事業展開において、経営成績または財政状態等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響をおよぼす

可能性のある事項には、主として以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項については、

本決算短信提出日(平成 21 年４月 13 日)現在において当社が判断したものであります。 

 

① 業界動向及び競合について 

当社は、農薬や化学肥料の使用頻度を独自に定めた RADIX 基準に則って栽培された野菜や米・果物等の農産品、並

びに人体などへの安全性を考慮した素材、原料を使用した、畜産品、水産品、加工食品などの食品を中心に、そのほ

か日用品などを消費者に戸別宅配する事業を営んでおります。 

近年のＢＳＥ(牛海綿状脳症)、鳥インフルエンザ、残留農薬、食品偽装などの問題が生じたことで、消費者の「食

の安心・安全」に対する意識は高まってきており、今後は当社と類似する業態を持った企業における新規参入が見込

まれます。すでに、既存のスーパーマーケット等における特別栽培農産物等のコーナーの新設、生産者自身によるイ

ンターネットでの直接販売も増加しており、従来以上に競争が激しくなることが予想されます。 

直近では、当社と同様に有機栽培や特別栽培農産物等の宅配事業を営む企業等との競争が激化してきております。

従って、今後、さらに競争が激化し相対的に当社の競争力が低下した場合には、当社の財政状態または経営成績等に

影響をおよぼす可能性があります。 

 

② 食品の安全性について 

近年、食品業界におきましては、残留農薬問題、食品偽装問題が発生し、社会問題となっております。当社の取扱

商品におきましては RADIX 基準を保持し、これを厳守するよう各取引先と RADIX 基準を遵守する条項を設けて、取引

契約を交わしております。取引開始にあたりましては、農産地や工場訪問を行い、圃場や製造現場において RADIX 基

準が厳守されているかの確認を行っております。また、食品関連法規等各種関連諸法規に違反しないことを保証する

書面を仕入先から入手するなど、徹底した品質管理を行っております。しかしながら、当社で取り扱っている惣菜や
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生鮮加工品について、衛生管理上の不注意による食中毒などの品質面での問題が発生した場合には、当社の財政状態

または経営成績等に影響をおよぼす可能性があります。 

さらに、当社に限らず残留農薬問題、食品偽装問題等が社会全般の消費行動の変化をもたらした場合などにも、当

社の財政状態または経営成績等に影響をおよぼす可能性があります。 

 

③ 天候の影響について 

 農産品の栽培においては、長雨、猛暑、台風、冷害、干ばつなど天候に左右される傾向があり、天候の影響で作柄

が悪くなりますと入荷時期、入荷数量、品質に影響を与えることになります。 

また、農薬や化学肥料の使用を抑えた栽培を行うため、病害虫の影響を受ける可能性も高くなり生産技術の高さが

求められます。当社では、生産者の組織する団体「Radix の会」と協力し、病害虫の影響を軽減するような生産技術

の向上を進めるとともに、契約農家の増加と作付地域の特定集中の回避を推進しております。 

しかしながら、長雨、猛暑、台風、冷害、干ばつなどの天候、病害虫の影響等により、収穫量が確保できない場合

等には、当社の財政状態または経営成績等に影響をおよぼす可能性があります。 

 

④ 農業生産物の確保について 

当社は、独自に定めた RADIX 基準による農産物の生産を農家に委託しておりますが、現在、農家の高齢化、後継者

不足から農家の生産規模の縮小や廃業などが生じています。 

今後、このような傾向が続き、国内農家の生産規模の縮小や廃業の影響で、当社基準で生産委託できる農家が減少

した場合、当社が必要とする販売数量が確保できなくなり、当社の財政状態または経営成績等に影響をおよぼす可能

性があります。 

 

⑤ 仕入価格の変動について 

当社では、仕入価格の変動に備えて、産地の分散、複数購買等により、低価格で安定的な購入に努めておりますが、

諸事情等により食材市況が大幅に変動した場合、食品原材料価格や穀物仕入価格の上昇、また穀物飼料高騰による精

肉価格の上昇などが生じることとなり、結果として当社の財政状態または経営成績等に影響をおよぼす可能性があり

ます。 

 

⑥ 商品開発について 

当社の商品開発は、当社独自の RADIX 基準に基づき、自ら企画した商品をメーカーと共に共同開発する体制をとっ

ております。当社の取引先等においても、食品添加物の使用を禁止する等の当社独自の RADIX 基準を遵守しており、

取引開始後も、品質の安定を図るため定期的な技術指導を行っております。しかしながら、メーカーとの共同開発体

制が機能せず、今後、維持できない場合には、新商品の投入等ができなくなり、結果として当社の財政状態または経

営成績等に影響をおよぼす可能性があります。 

 

⑦ 配送代理店について 

当社が取り扱う商品配送については、一般運送業者ではなく、当社と専属契約している配送代理店によって行われて

おります。配送代理店の役割は、会員宅へ単に配送するだけはなく、当社の取扱商品の販売促進や新規会員の獲得と

いった営業機能も担っております。従って、配送個数に応じて手数料を支払うのではなく配送エリアごとの売上高や
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会員獲得数にリンクした報酬制度を採用しております。そのため、配送代理店に不測の事態が発生した場合に備えて、

当社では自社便での対応及び他の代理店間での配送エリアの補完体制を構築しておりますが、独自の営業体制を敷い

ていることから配送網の再構築に費用と時間を費やす可能性があります。その結果として、当社の財政状態または経

営成績等に影響をおよぼす可能性があります。 

 

⑧ 会員数について 

 会員数の推移は下表のとおりであります。 

項目 
第17期 

(平成17年２月期) 

第18期 

(平成18年２月期) 

第19期 

(平成19年２月期) 

第20期 

(平成20年２月期) 

第21期 

(平成21年２月期) 

期末会員数(人) 68,115 76,103 82,495 90,396 96,809 

 

当社は、会員制の戸別宅配事業を営んでおり、会員数の増減は、当社の売上高の変動要因に大きな影響を与えます。

そのため、当社は、新規会員の集客活動を継続して行っております。加えて既存会員の退会抑止施策も行い、退会者

数の抑制にも注力しております。また、当社は、会員に継続して当社のサービスを受けていただくために、サービス

提供の充実や新商品の開発活動も積極的に行っております。 

しかしながら、会員数の維持・拡大施策が計画通りに進捗せず、またサービスや新商品の開発が、会員の獲得、会

員の購買、会員数の維持に結びつかない場合には、当社の財政状態または経営成績等に影響をおよぼす可能性があり

ます。 

 

⑨ 法的規制等について 

当社は、特別栽培農産物(化学的に合成された農薬や化学肥料を減らして栽培するなど特色のある生産方法で生産

された農産物)等の宅配事業を行うにあたり、主に「食品衛生法」、「植物防疫法」及び「農林物資の規格化及び品質

表示の適正化に関する法律(JAS 法)」の規制を受けております。 

また、平成 13 年５月に施行された「食品循環資源の再利用等の促進に関する法律」（食品リサイクル法）により年

間 100 トン以上の食品廃棄物を排出する外食業者（食品関連事業者）は、食品廃棄物の発生量の抑制、減量及び再生

利用を通じて、食品残渣物の削減を義務付けられております。 

当社は、これらの法律等を遵守するための管理体制及び従業員教育を徹底し、コンプライアンス体制の整備に努め

ております。しかしながら、これらの法律等に抵触した場合、またはこれらの法律等の改正または新たな法律の制定

などにより法的規制が強化された場合には、当社の主要な事業活動に支障をきたす可能性や、設備投資等の新たな費

用が発生し、当社の財政状態または経営成績等に影響をおよぼす可能性があります。 

 

⑩ 会員情報の管理について 

当社は、事業の特性上、様々な個人情報を取り扱っております。これらの個人情報については、社内規程の制定、

従業員への教育等管理を徹底しておりますが、予期せぬ事態により流出する可能性が皆無ではなく、このような事態

が生じた場合、当社の社会的信用に影響を与えるとともに、その対応のための多額の費用負担が発生する可能性があ

ります。 
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２．企業集団の状況 
(1)事業の内容 

当社は、契約農家・契約農業法人等より仕入れた農産品、畜産販売業者・畜肉加工メーカーより仕入れた畜産品、

漁業組合や水産加工メーカーから仕入れた水産品、加工食品メーカーより仕入れた加工食品並びに雑貨メーカーや商

社より仕入れた日用品等を、「定期品」や「注文品」として当社の会員に対する戸別宅配、及び百貨店・スーパー等

への卸売によって販売しております。また「その他」としては、インターネット通販サイトにより、専用に開発した

オリジナル商品の販売を行っております。 

なお、当社は企業グループを構成する親会社、子会社及び関連会社を有しておりません。ただし、「その他の関係

会社」として日本レストランシステム株式会社があります。 

以下に、事業系統図を記載いたします。 
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(2) 関係会社の状況 

名称 住所 
資本金 

（百万円） 
主要な事業の内容 

議決権の所有割合又

は被所有割合（％） 
関係内容 

（その他の関係会社）      

 

株式会社ドトール・日レ

スホールディングス 

 

東京都渋谷区 1,000 純粋持株会社 
間接被所有 

（21.46％） 

当社のその他

の関係会社で

ある日本レス

トランシステ

ム株式会社の

完全親会社で

あります。 

日本レストランシステム 

株式会社 
東京都渋谷区 3,505 

多業態型レストラ

ンチェーンの経

営、輸入業及び輸

入品の販売 

直接被所有 

21.46％ 

当社商品の仕

入・販売先 

 

３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は、「持続可能（サスティナブル）な社会の実現」を理念に掲げ、会員制戸別宅配事業を展開しており、「商品企

画」から「（共同・委託）開発」、「価格決定」、「マーケティング」、「会員制の戸別宅配」までを一貫して手掛ける製

造小売を事業コンセプトとしております。 

 

(2) 目標とする経営指標 

当社は、売上高及び経常利益を成長の一つの指針として考えております。また、営業利益率、経常利益率等を意識

した経営を進めてまいります。効率性を図る指標でありますＲＯＥ及びＲＯＡについても、現在の水準からさらなる

向上を図ってまいる所存であります。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

今後の経営環境におきましては、現在、企業の景況感は過去最悪であり、国内景気の先行きに対する不透明感がい

まだに拭えないことによる設備投資の抑制や個人消費の低迷が継続するなどの厳しい状況が予想されますが、食品業

界においては、今後も「食の安心・安全」に関する意識が高まることが予想され、日本の人口は減少に転じているも

のの安心・安全な食の市場は今後も拡大していくものと考えております。一方で、この拡大していく市場に参入しよ

うとする企業も増加しており、今後も、さらなる競争の激化が予想されます。 

当社といたしましては、当社は企業理念でもある「持続可能（サスティナブル）な社会の実現」を追求するととも

に、現在の事業環境及び入手可能な情報に基づき最善の経営方針を立案するよう努めており、今後も、有機・低農薬

と無添加食品を通して良質、安全な商品をお届けすることを基本姿勢として、さらに新たな商品・ブランドの開発、

顧客満足を高める徹底したサービスの提供による既存事業の拡充、販売力の強化に注力してまいります。 

 

 

 

 

 



らでぃっしゅぼーや株式会社（3146）平成21年2月期決算短信（非連結） 
 

 - 11 - 

 (4) 会社の対処すべき課題 

当社は、消費者の「食の安心・安全」及び環境へ配慮したライフスタイルへの関心が高まるなか、さらなる成長と

独自性を追求するため、以下の項目において、対処すべき課題と認識し、企業価値向上に取り組んでまいります。 

①コアビジネスの成長 

(a)こどものいるファミリー層を中心にブランド認知度を高め、会員層を拡大するとともに、退会を抑制すること

によって大幅な会員増を図ります。 

(b)求めやすい価格帯の商品を充実させ、価格にバリエーションを持たせることにより、注文率の向上を目指しま

す。 

 

②品質重視 

保冷温度管理の徹底や検品の強化等を行い、会員にお届けする商品のさらなる品質の向上を目指します。また、農

産品等では生産地での作付から収穫後まで管理体制を定期的に訪問し確認するほか、当社物流センターへの入庫から

出庫までの工程においても、安定した品質を保持するよう指導を徹底してまいります。また、食品加工品等では、協

力工場の衛生管理体制確認のための定期訪問や、使用された原材料の成分分析等の施策を行い、当社の品質基準を保

持するよう努めてまいります。 

 

③ＣＳＲの取り組み 

植林活動や、ＣＯ２削減活動とユニセフ支援をセットにした活動を通じて、グローバルな環境活動に積極的に取り

組んでまいります。 

 

④人材・情報基盤の強化 

「持続可能（サスティナブル）な社会の実現」を支える人材を輩出する企業になるための人材力の向上施策の実施

や、業務の効率化、ＣＲＭ強化のための新たな基幹システムへの投資を実施してまいります。 

 

⑤新たな取り組み 

(a)日本レストランシステム株式会社と共同で、商品開発の効率化、新カテゴリー商品の開発、販路拡大、生産効

率化・原価低減、卸売事業の展開、安全性の裏付けの担保、新たな事業開発などにより、シナジー効果を生み

出すような提携業務を進めてまいります。 

(b)農家の高齢化や後継者不足、国際競争力の低下など多くの問題を抱えるわが国の農業分野において、その基盤

を強化すべく企業の農業参入が期待されています。当社といたしましても、農産品の安定供給や農業経営の効

率化を目指して、農業分野へ参入することについても課題と認識し検討を進めてまいります。 

 

(5) 内部管理体制の整備・運用状況 

別途開示しておりますコーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方及

びその整備状況」に記載しております。 

 

(6) その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 
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４．財務諸表 
(1) 貸借対照表 

 

  
前事業年度 

(平成20年２月29日) 
当事業年度 

(平成21年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)        

Ⅰ 流動資産        

１ 現金及び預金 ※１  1,062,497   1,509,624  

２ 売掛金 ※１  2,242,662   2,571,776  

３ 商品   234,835   338,188  

４ 貯蔵品   17,555   15,712  

５ 前渡金   14,893   ─  

６ 前払費用   77,864   74,800  

７ 繰延税金資産   117,492   131,993  

８ 短期貸付金   6,702   5,977  

９ 未収入金   127,995   129,485  

10 その他   2,999   3,948  

  貸倒引当金   △156,250   △190,924  

流動資産合計   3,749,246 46.8  4,590,583 52.0 

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産        

(1) 建物  819,022   909,598   

減価償却累計額  480,380 338,642  541,667 367,931  

(2) 機械及び装置  140,858   139,759   

減価償却累計額  102,862 37,996  109,213 30,546  

(3) 車両運搬具  5,152   5,152   

減価償却累計額  4,874 278  4,963 189  

(4) 器具及び備品  63,128   62,488   

減価償却累計額  47,534 15,593  49,950 12,538  

有形固定資産合計   392,510 4.9  411,205 4.7 

２ 無形固定資産        

 (1) のれん   3,273,551   3,091,687  

(2) 商標権 ※１  4,147   4,936  

(3) ソフトウェア   237,583   213,072  

(4) ソフトウェア仮勘定   18,430   179,163  

(5) 電話加入権   3,348   3,276  

無形固定資産合計   3,537,061 44.2  3,492,135 39.5 
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前事業年度 

(平成20年２月29日) 
当事業年度 

(平成21年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 構成比 
(％) 

３ 投資その他の資産        

(1) 投資有価証券   13,541   13,541  

(2) 出資金   10   10  

(3) 長期貸付金   19,185   13,208  

(4) 従業員長期貸付金   463   ―  

(5) 破産更生債権等   53,332   49,514  

(6) 繰延税金資産   94,123   100,425  

(7) 差入保証金   197,353   201,592  

(8) その他   ―   10,656  

  貸倒引当金   △53,344   △49,514  

投資その他の資産合計   324,665 4.1  339,434 3.8 

固定資産合計   4,254,237 53.2  4,242,775 48.0 

資産合計   8,003,484 100.0  8,833,358 100.0 
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前事業年度 

(平成20年２月29日) 
当事業年度 

(平成21年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)        

Ⅰ 流動負債        

１ 買掛金   1,617,442   1,601,437  

２ 一年以内返済予定の 
長期借入金 

※1,3  430,000   430,000  

３ 未払金   673,682   701,245  

４ 未払費用   63,410   67,709  

５ 未払法人税等   315,152   257,932  

６ 未払消費税等   51,411   43,051  

７ 前受金   453   695  

８ 賞与引当金   76,898   80,699  

９ 役員賞与引当金   ─   8,711  

10 販売促進引当金   1,601   1,322  

11 その他   30,403   42,649  

流動負債合計   3,260,457 40.7  3,235,454 36.6 

Ⅱ 固定負債        

１ 長期借入金 ※1,3  2,140,000   1,710,000  

２ 退職給付引当金   187,866   200,666  

３ 役員退職慰労引当金   24,400   40,300  

４ 長期未払金   6,349   7,350  

５ その他   2,948   3,028  

固定負債合計   2,361,563 29.5  1,961,346 22.2 

負債合計   5,622,021 70.2  5,196,800 58.8 
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前事業年度 

(平成20年２月29日) 
当事業年度 

(平成21年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(純資産の部)        

Ⅰ 株主資本        

 １ 資本金   407,650 5.1  855,705 9.7 

 ２ 資本剰余金        

  (1) 資本準備金  1,820,236   2,268,291   

   資本剰余金合計   1,820,236 22.8  2,268,291 25.7 

 ３ 利益剰余金        

  (1) その他利益剰余金        

     繰越利益剰余金  153,576   512,561   

   利益剰余金合計   153,576 1.9  512,561 5.8 

  株主資本合計   2,381,463 29.8  3,636,558 41.2 

  純資産合計   2,381,463 29.8  3,636,558 41.2 

  負債純資産合計   8,003,484 100.0  8,833,358 100.0 
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(2) 損益計算書 

 

  
前事業年度 

(自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日) 

当事業年度 
(自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   21,290,252 100.0  22,870,613 100.0 

Ⅱ 売上原価        

１ 商品期首たな卸高  223,165   234,835   

２ 当期商品仕入高  13,614,695   14,614,888   

 合計  13,837,861   14,849,723   

３ 他勘定振替高 ※１ 41,351   51,121   

４ 商品期末たな卸高  234,835 13,561,674 63.7 338,188 14,460,414 63.2 

売上総利益   7,728,577 36.3  8,410,199 36.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１ 荷造運搬費  1,689,748   1,789,501   

２ 広告宣伝費  656,218   704,598   

３ 販売促進費  817,222   872,912   

４ 販売促進引当金繰入額  1,601   1,322   

５ 貸倒引当金繰入額  61,916   83,291   

６ 貸倒損失  10,331   19,976   

７ 役員報酬  110,349   114,132   

８ 給料手当  1,054,251   1,157,308   

９ 賞与  125,578   130,985   

10 賞与引当金繰入額  76,898   80,699   

11 役員賞与引当金繰入額  ─   8,711   

12 退職給付費用  23,535   23,608   

13 役員退職慰労引当金 
繰入額 

 17,100   15,900   

14 福利厚生費  178,797   196,454   

15 通信費  90,344   96,816   

16 旅費交通費  114,217   125,245   

17 減価償却費  75,525   76,085   

18 ソフトウェア償却費  95,129   79,798   

19 のれん償却額  181,863   181,863   

20 リース料  100,458   98,713   

21 地代家賃  343,965   366,689   

22 消耗品費  188,420   215,926   

23 支払手数料  86,818   98,669   

24 その他  963,535 7,063,829 33.2 1,036,331 7,575,543 33.1 

営業利益   664,748 3.1  834,655 3.6 
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前事業年度 

(自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日) 

当事業年度 
(自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅳ 営業外収益       

１ 受取利息  2,796  1,998   

２ 手数料収入  18,817  24,632   

３ 期限切品処分収入  12,200  13,287   

４ 受取補償金  3,656  4,155   

５ その他  10,030 47,501 0.2 12,571 56,645 0.3 

Ⅴ 営業外費用        

１ 支払利息  53,207   41,834   

２ 支払手数料  15,476   2,476   

３ 株式交付費  ─   22,312   

４ 上場関連費用  ─   40,384   

５ その他  5,063 73,747 0.3 6,827 113,834 0.5 

経常利益   638,501 3.0  777,466 3.4 
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前事業年度 

(自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日) 

当事業年度 
(自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅵ 特別利益        

１ 固定資産売却益 ※２ 1,562   ─   

２ 貸倒引当金戻入益  ─   3,752   

３ 過年度容器包装リサイ
クル費用修正益 

 3,363 4,926 0.0 ─ 3,752 0.0 

Ⅶ 特別損失        

 １ 固定資産売却損 ※３ 1,502   31   

２ 固定資産除却損 ※４ 9,962   1,045   

３ 減損損失 ※５ 2,941   17,421   

４ 事業所移転費用  20,447   ─   

５ 過年度人件費精算損  12,397   ─   

６ スタジオ閉鎖費用  ─ 47,250 0.2 12,967 31,465 0.1 

税引前当期純利益   596,177 2.8  749,753 3.3 

法人税、住民税及び事
業税 

 350,688   411,571   

法人税等調整額  △15,079 335,609 1.6 △20,803 390,768 1.7 

当期純利益   260,567 1.2  358,985 1.6 
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(3) 株主資本等変動計算書 

前事業年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 

平成19年２月28日残高(千円) 407,650 2,108,194 1,717,194 3,825,388 

事業年度中の変動額     

 資本剰余金の取崩し  △287,957 287,957 ─ 

 欠損填補   △2,005,151 △2,005,151 

 当期純利益     

 自己株式の取得     

 自己株式の消却     

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額(純額) 
    

事業年度中の変動額合計(千円) ─ △287,957 △1,717,194 △2,005,151 

平成20年２月29日残高(千円) 407,650 1,820,236 ─ 1,820,236 

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

繰越利益剰余金 

利益剰余金 

合計 

自己株式 株主資本合計 

平成19年２月28日残高(千円) △2,112,140 △2,112,140 ─ 2,120,898 

事業年度中の変動額     

 資本剰余金の取崩し    ─ 

 欠損填補 2,005,151 2,005,151  ─ 

 当期純利益 260,567 260,567  260,567 

 自己株式の取得   △3 △3 

 自己株式の消却 △3 △3 3 ─ 

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額(純額) 
 

   

事業年度中の変動額合計(千円) 2,265,716 2,265,716 ─ 260,564 

平成20年２月29日残高(千円) 153,576 153,576 ─ 2,381,463 

 

 純資産合計 

平成19年２月28日残高(千円) 2,120,898 

事業年度中の変動額  

 資本剰余金の取崩し ─ 

 欠損填補 ─ 

 当期純利益 260,567 

 自己株式の取得 △3 

 自己株式の消却 ─ 

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額(純額) 
─ 

事業年度中の変動額合計(千円) 260,564 

平成20年２月29日残高(千円) 2,381,463 
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当事業年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日) 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 

利益剰余金 

 
資本金 

資本準備金 
資本剰余金 

合計 
繰越利益剰余金 

利益剰余金 

合計 

株主資本 

合計 

平成20年２月29日残高(千円) 407,650 1,820,236 1,820,236 153,576 153,576 2,381,463 

事業年度中の変動額       

新株の発行 448,055 448,055 448,055   896,110 

当期純利益    358,985 358,985 358,985 

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額(純額) 
     

 

事業年度中の変動額合計(千円) 448,055 448,055 448,055 358,985 358,985 1,255,095 

平成21年２月28日残高(千円) 855,705 2,268,291 2,268,291 512,561 512,561 3,636,558 

 

 純資産合計 

平成20年２月29日残高(千円) 2,381,463 

事業年度中の変動額  

新株の発行 896,110 

当期純利益 358,985 

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額(純額) 
─ 

事業年度中の変動額合計(千円) 1,255,095 

平成21年２月28日残高(千円) 3,636,558 
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(4) キャッシュ・フロー計算書 

 

  
前事業年度 

(自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日) 

当事業年度 
(自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前当期純利益  596,177 749,753 

減価償却費  75,525 76,085 

ソフトウェア償却費  95,129 79,798 

のれん償却額  181,863 181,863 

減損損失  2,941 17,421 

貸倒引当金の増加額  33,563 30,844 

販売促進引当金の増減額（減少：△）  665 △279 

賞与引当金の増減額（減少：△）  △3,700 3,801 

役員賞与引当金の増加額  ─ 8,711 

退職給付引当金の増加額  14,535 12,800 

役員退職慰労引当金の増加額  17,100 15,900 

受取利息  △2,796 △1,998 

支払利息  53,207 41,834 

株式交付費  ─ 22,312 

上場関連費用  ─ 40,384 

固定資産売却益  △1,562 ─ 

固定資産売却損  1,502 31 

固定資産除却損  9,962 1,045 

スタジオ閉鎖費用  ─ 12,967 

売上債権の増加額  △350,379 △329,114 

たな卸資産の増加額  △12,685 △101,510 

仕入債務の増減額（減少：△）  214,275 △16,005 

その他  174,001 22,452 

小計  1,099,327 869,100 

利息及び配当金の受取額  2,798 2,001 

利息の支払額  △52,776 △41,834 

法人税等の支払額  △156,473 △466,881 

営業活動によるキャッシュ・フロー  892,876 362,385 
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前事業年度 

(自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日) 

当事業年度 
(自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 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  △35,145 △93,123 

有形固定資産の除却による支出  △319 △85 

有形固定資産の売却による収入  ─ １ 

無形固定資産の取得による支出  △114,135 △203,904 

無形固定資産の売却による収入  1,562 13 

投資有価証券の取得による支出  △9,900 ─ 

出資金の払込による支出  △10 ─ 

貸付けによる支出  △5,708 ─ 

貸付金の回収による収入  8,988 7,166 

差入保証金の差入による支出  △23,438 △11,854 

差入保証金の返還による収入  1,757 2,438 

その他  ─ △16,915 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △176,348 △316,264 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の減少額  △500,000 ─ 

長期借入金の返済による支出  △430,000 △430,000 

ファイナンス･リース債務の返済による支出  △15,500 △2,405 

株式の発行による収入  ─ 873,797 

上場関連費用の支払額  ─ △40,384 

自己株式の取得による支出  △3 ─ 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △945,503 401,007 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  △228,975 447,127 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,291,473 1,062,497 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,062,497 1,509,624 
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重要な会計方針 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日) 

当事業年度 
(自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

(1) その他有価証券 

      同左 

(1) 商品 

総平均法による原価法 

(1) 商品 

同左 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(2) 貯蔵品 

終仕入原価法 

(2) 貯蔵品 

同左 

(1) 有形固定資産 

建物（建物附属設備を除く） 

定額法 

その他の有形固定資産    

定率法 

なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。 

  建物      ３年～18年 

  機械及び装置  ６年～13年 

  器具及び備品  ３年～15年 

(1) 有形固定資産 

       同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

(追加情報) 

法人税法の改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により取得価額の５％

に到達した事業年度の翌事業年度よ

り、取得価額の５％相当額と備忘価額

との差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上しており

ます。 

これによる損益の影響は軽微であり

ます。 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

(2) 無形固定資産 

 定額法 

なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。 

   のれん     20年 

   自社利用のソフトウェア 

    社内における利用可能期間 

   （５年） 

(2) 無形固定資産 

        同左 

４ 繰延資産の処理方法 ―――――――  株式交付費 

 支出時に全額費用として処理してお

ります。 

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

債権等の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権、貸倒懸念債権に

ついては債権の区分ごとにそれぞれ

未回収率等を勘案して定めた一定の

基準により、破産更生債権等につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日) 

当事業年度 
(自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日) 

(2) 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に充てるた

め、支給見込額のうち当事業年度

の負担額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

 

(3) 役員賞与引当金 

――――――― 

 

(3) 役員賞与引当金 

役員の賞与の支給に充てるため、

支給見込額のうち当事業年度の負担

額を計上しております。 

(4) 販売促進引当金 

 会員顧客へ付与した割引ポイン

トの利用に備えるため、使用実績

率に基づき将来使用されると見込

まれる額を計上しております。 

(4) 販売促進引当金 

同左 

(5) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

の見込額に基づき計上しておりま

す。 

 数理計算上の差異は、各事業年度

の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数(５年)に

よる定額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌事業年度から費用処理

することとしております。 

 過去勤務債務は、その発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(５年)による定額法に

より発生した事業年度から費用処理

しております。 

(5) 退職給付引当金 

同左 

 

(6) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。 

(6) 役員退職慰労引当金 

同左 

６ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

同左 

７ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっており

ます。 

同左 

８ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計方針の変更 

 
前事業年度 

(自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日) 

当事業年度 
(自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日) 

（固定資産の減価償却の方法） 

 当事業年度から、法人税法の改正((所得税法等の一

部を改正する法律 平成19年３月30日 法律第６号)及

び(法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年３

月30日 政令第83号))に伴い、平成19年４月１日以降

に取得した固定資産について、改正後の法人税法に基

づく減価償却の方法に変更しております。 

 これによる損益の影響は軽微であります。 

――――――― 

 

 

表示方法の変更 

 
前事業年度 

(自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日) 

当事業年度 
(自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日) 

（貸借対照表） 

前事業年度において、「営業権」として掲記され

ていたものは、当事業年度から「のれん」と表示して

おります。 

――――――― 

（損益計算書） 

１ 前事業年度において、「営業権償却」として掲記さ

れていたものは、当事業年度から「のれん償却額」と

表示しております。 

２ 営業外費用の「支払手数料」については、前事業

年度において「その他」に含めておりましたが、当

事業年度において営業外費用の総額の100分の10を超

え、金額的重要性が増したため、区分掲記しており

ます。 

なお、前事業年度の営業外費用の｢支払手数料」

は、5,000千円であります。 

――――――― 
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注記事項 

(貸借対照表関係)  

 
前事業年度 

(平成20年２月29日） 
当事業年度 

(平成21年２月28日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとおりであります。 

現金及び預金   514,434千円 

売掛金 2,242,662千円 

商標権   4,147千円 

計 2,761,245千円 

  

   担保付債務は次のとおりであります。 

長期借入金 2,140,000千円 

一年以内返済予定の長期

借入金 
430,000千円 

計 2,570,000千円 
 

※１ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとおりであります。 

現金及び預金   374,383千円 

売掛金 2,571,776千円 

商標権   4,936千円 

計 2,951,096千円 

  

   担保付債務は次のとおりであります。 

長期借入金 1,710,000千円 

一年以内返済予定の長期

借入金 
430,000千円 

計 2,140,000千円 
 

 ２ 偶発債務 

㈱ラミックスのリース債務に対し1,374千円の債

務保証を行っております。 

 ２      ――――――― 

 

※３ 財務制限条項等 

 当社の株式会社三井住友銀行をエージェントとす

るシンジケートローン契約（契約日平成19年２月23

日、借入金残高2,570,000千円）には、下記の財務

制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合

は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪

失する可能性があります。 

 ①各年度の決算期（中間決算期を含む。）の末日に

おける単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、

二期連続して1,700,000千円未満としない。 

  ②各年度の決算期（中間決算期を含む。）の末日に

おける単体の損益計算書の営業損益を二期連続で

損失としない。 

③各年度の決算期（中間決算期を含む。）の末日に

おける単体の貸借対照表及び損益計算書に基づき

算定されるレバレッジレシオを、二期連続して定

められた水準超としない。 

 ※３ 財務制限条項等 

当社の株式会社三井住友銀行をエージェントとす

るシンジケートローン契約（契約日平成19年２月23

日、借入金残高2,140,000千円）には、下記の財務

制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合

は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪

失する可能性があります。 

 ①各年度の決算期（中間決算期を含む。）の末日に

おける単体の貸借対照表の純資産の部の金額を、

二期連続して1,700,000千円未満としない。 

  ②各年度の決算期（中間決算期を含む。）の末日に

おける単体の損益計算書の営業損益を二期連続で

損失としない。 

 ③各年度の決算期（中間決算期を含む。）の末日に

おける単体の貸借対照表及び損益計算書に基づき

算定されるレバレッジレシオを、二期連続して定

められた水準超としない。 
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(損益計算書関係)  

 
前事業年度 

(自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日) 

当事業年度 
(自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日) 

※１ 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。 

販売促進費 35,906千円 

その他   5,444千円 

 計 41,351千円  
 

※１ 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。 

販売促進費 45,329千円 

その他   5,792千円 

 計 51,121千円  
 

※２ 固定資産売却益の内容は、次のとおりでありま

す。 

商標権 1,562千円 
 

※２       ――――――― 

※３ 固定資産売却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

電話加入権 1,502千円 
 

※３ 固定資産売却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

器具及び備品 31千円 
 

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

建物 4,545千円

器具及び備品 1,647千円

ソフトウェア 1,296千円

電話加入権 1,387千円

その他 1,085千円

 計 9,962千円
 

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

建物 573千円

器具及び備品 318千円

電話加入権 72千円

その他 80千円

 計 1,045千円
 

※５ 減損損失 

   当事業年度において、当社は以下の資産グルー

プについて減損損失を計上しております。 

用途 物流センター 

種類 リース資産 

場所 札幌市 

減損損失 2,941千円 

   当社は、各物流センターを基礎としてグルーピ

ングを行っております。また、賃貸用資産及び遊

休資産についてはそれぞれ個別の物件ごとにグル

ーピングを行っております。 

上記の資産グループについては、収益性が著し

く低下したため、取得価額相当額と回収可能価額

との差額をリース資産減損勘定として計上し、同

額を減損損失として特別損失に計上しておりま

す。 

 なお、回収可能価額は、主として使用価値によ

り測定しており、将来キャッシュ・フローを7.9％

で割り引いて算定しております。 

 

※５ 減損損失 

   当事業年度において、当社は以下の資産グルー

プについて減損損失を計上しております。 

用途 
物流 

センター 
イベント 
スタジオ 

通販事業 

種類 
建物 
リース資産 

建物 
器具及び備
品 

ソフトウェ
ア 

場所 札幌市 神戸市 東京都港区 

減損損失 3,069千円 3,311千円 11,039千円 

   当社は、各物流センターを基礎としてグルーピ

ングを行っております。また、賃貸用資産及び遊

休資産についてはそれぞれ個別の物件ごとにグル

ーピングを行っております。 

物流センターの資産グループについては、収益

性が著しく低下したため、固定資産については帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、また、リース

資産については取得価額相当額と回収可能価額と

の差額をリース資産減損勘定として計上し、それ

ぞれ同額を減損損失として特別損失に計上してお

ります。 

イベントスタジオの資産については、閉鎖の意

思決定を行ったため、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失として特別損失

に計上しております。 

また、通販事業の資産については、事業再編の

意思決定を行ったため、帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損

失に計上しております。 
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前事業年度 
(自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日) 

当事業年度 
(自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日) 

なお、物流センターの資産グループの回収可能

価額は、使用価値により測定しており、将来キャ

ッシュ・フローを5.4％で割り引いて算定しており

ます。 

また、イベントスタジオ、通販事業の資産の回

収可能価額は、正味売却価額により測定しており

ます。 
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(株主資本等変動計算書関係)  

前事業年度（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

発行済株式     

普通株式（株）（注）１ 4,073,036 718,809 ─ 4,791,845 

Ａ種株式（株）（注）１,２ 215,300 37,996 4 253,292 

        合計（株） 4,288,336 756,805 4 5,045,137 

自己株式     

普通株式（株） ─ ─ ─ ─ 

Ａ種株式（株）（注）３ ─ 4 4 ─ 

合計（株） ─ 4 4 ─ 

（注）１ 普通株式の発行済株式総数の増加718,809株及びＡ種株式の発行済株式総数の増加37,996株は、平成19年

７月19日開催の取締役会決議により、平成19年９月１日付にて、１株を1.17648株に分割を行ったことに

よる増加であります。 

   ２ Ａ種株式の減少４株は、上記株式の分割によって生じたＡ種株主に対して交付すべきＡ種株式に係る端

数の合計数に相当するＡ種株式４株につき、平成19年11月19日開催の取締役会決議に基づき、当社が４

株全てを買取り、平成20年１月31日付で同株式を消却したことによる減少であります。 

３ Ａ種株式の増加４株及び減少４株は、平成19年９月１日付にて、Ａ種株式１株を1.17648株に分割したこ

とによって生じたＡ種株主に対して交付すべきＡ種株式に係る端数の合計数に相当するＡ種株式４株に

つき、平成19年11月19日開催の取締役会決議に基づき、当社が４株全てを買取り、平成20年１月31日付

で同株式を消却したことによるものであります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 
  該当事項はありません。 
 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

発行済株式     

普通株式（株）（注）１ 4,791,845 2,103,972 ─ 6,895,817 

Ａ種株式（株）（注）２ 253,292 ─ 253,292 ─ 

        合計（株） 5,045,137 2,103,972 253,292 6,895,817 

自己株式     

普通株式（株） ─ ─ ─ ─ 

Ａ種株式（株） ─ ─ ─ ─ 

        合計（株） ─ ─ ─ ─ 

（注）１ 普通株式の増加の内訳は、次のとおりであります。 

(1)平成20年９月４日 Ａ種株式の取得、引換えに伴う新株の発行     497,972株 

（平成20年８月20日開催の取締役会決議に基づき、平成20年９月４日付でＡ種株式253,292株の取得と

引換えに普通株式497,972株を交付し、同日Ａ種株式を消却。） 

(2)平成20年12月８日 公募増資による新株の発行            1,470,000株 

(3)平成20年12月18日 第三者割当による新株の発行           135,000株 

(4)ストック・オプションの権利行使による新株の発行           1,000株 

   ２ Ａ種株式の減少の内訳は、次のとおりであります。   

平成20年９月４日 Ａ種株式の消却                   253,292株 
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２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．配当に関する事項 

(1)配当金支払額 

該当事項はありません。 

(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議予定 
株式の 

種類 
配当の原資 

配当金の総額 

（千円） 

１株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

平成21年５月28日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 48,270 ７ 平成21年２月28日 平成21年５月29日 

 

 

(キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
前事業年度 

(自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日) 

当事業年度 
(自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日) 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成20年２月29日現在） 

  現金及び預金   1,062,497千円 

  現金及び現金同等物  1,062,497千円
 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成21年２月28日現在） 

  現金及び預金   1,509,624千円 

  現金及び現金同等物  1,509,624千円
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(リース取引関係) 

 
前事業年度 

(自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日) 

当事業年度 
(自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

１．借主側 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

１．借主側 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

資産区分  

取得価額 

相当額 

（千円） 

 

減価償却累

計額相当額 

（千円） 

 

減損損失累

計額相当額 

（千円） 

 

期末残高 

相当額 

（千円） 

建物  51,613 10,411 ─ 41,201 

機械及び装置 14,808 8,023 ─ 6,785 

車両運搬具 44,746 9,695 ─ 35,051 

器具及び備品 210,010 116,234 1,501 92,274 

ソフトウェア 29,755 26,824 ─ 2,930 

合計 350,934 171,188 1,501 178,244 
 

資産区分  

取得価額 

相当額 

（千円） 

 

減価償却累

計額相当額 

（千円） 

 

減損損失累

計額相当額 

（千円） 

 

期末残高 

相当額 

（千円） 

建物  51,613 16,146 ─ 35,466 

機械及び装置 11,176 5,987 ─ 5,189 

車両運搬具 44,746 18,644 ─ 26,102 

器具及び備品 230,058 145,792 3,191 81,074 

ソフトウェア 26,315 26,315 ─ ─ 

合計 363,909 212,886 3,191 147,832 
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年内 58,503千円

１年超 131,842千円

 合計 190,345千円

  リース資産減損勘定期末残高        774千円 

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年内 48,622千円

１年超 102,647千円

 合計 151,269千円

  リース資産減損勘定期末残高      1,786千円 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 65,098千円

リース資産減損勘定の取崩額 504千円

減価償却費相当額 61,003千円

支払利息相当額 4,060千円

減損損失 ─ 千円
 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 61,746千円

リース資産減損勘定の取崩額 704千円

減価償却費相当額 57,749千円

支払利息相当額 3,689千円

減損損失 1,689千円
 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

(5) 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

 

２．貸主側 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年内 9,482千円

１年超 27,657千円  

 合計 37,139千円

 (注)１ 未経過リース料期末残高相当額は、未経過 
リース料期末残高及び見積残存価額の残高の
合計額が営業債権の期末残高等に占める割合
が低いため、受取利子込み法により算定して
おります。 

    ２ 上記は、すべて転貸リース取引に係る貸主
側の未経過リース料期末残高相当額でありま
す。 

      なお、当該転貸リース取引はおおむね同一
の条件で第三者にリースしているのでほぼ同
額の残高が上記の借主側の未経過リース料期
末残高相当額に含まれております。 

２．貸主側 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年内 9,482千円

１年超 18,174千円 

 合計 27,657千円

同左 
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(有価証券関係)  

前事業年度（平成20年２月29日） 

時価評価されていない有価証券の主な内容及び貸借対照表計上額 

 貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  

 非上場株式 13,541 

 

当事業年度（平成21年２月28日） 

時価評価されていない有価証券の主な内容及び貸借対照表計上額 

 貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  

 非上場株式 13,541 

 

 

(デリバティブ取引関係) 

前事業年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

当社は、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

 

当事業年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日) 

当社は、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 
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(退職給付関係)  

 
前事業年度 

(自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日) 

当事業年度 
(自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  退職一時金制度を採用しております。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

同左 
  

２ 退職給付債務に関する事項 

(1) 退職給付債務 △180,429千円 

(2) 未積立退職給付債務 △180,429千円 

(3) 未認識数理計算上の差異 △7,437千円 

(4) 退職給付引当金 △187,866千円 
  

２ 退職給付債務に関する事項 

(1) 退職給付債務 △194,953千円 

(2) 未積立退職給付債務 △194,953千円 

(3) 未認識数理計算上の差異 △5,712千円 

(4) 退職給付引当金 △200,666千円 
  

３ 退職給付費用に関する事項 

(1) 勤務費用 20,963千円 

(2) 利息費用 3,756千円 

(3) 数理計算上の差異の費用処理額 △1,183千円 

(4)退職給付費用 23,535千円 
 

３ 退職給付費用に関する事項 

(1) 勤務費用 21,337千円 

(2) 利息費用 3,995千円 

(3) 数理計算上の差異の費用処理額 △1,724千円 

(4)退職給付費用 23,608千円 
 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

(2) 割引率 ２％ 

(3) 数理計算上の差異の処理年数 ５年 

(各事業年度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数により按分した額をそ

れぞれ発生の翌事業年度から費用処理することと

しております。) 

(4) 過去勤務債務の処理年数 ５年 
 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

(2) 割引率 ２％ 

(3) 数理計算上の差異の処理年数 ５年 

(各事業年度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数により按分した額をそ

れぞれ発生の翌事業年度から費用処理することと

しております。) 

(4) 過去勤務債務の処理年数 ５年 
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(ストック・オプション等関係) 

前事業年度（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日） 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1)ストック・オプションの内容 

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 

付与対象者の区分及び人数 当社の従業員22名 当社の従業員27名 当社の従業員２名 

株式の種類及び付与数 普通株式 85,000株 普通株式 60,000株 普通株式 2,000株 

付与日（注）２ 平成18年９月１日 

（平成16年４月28日） 

平成18年９月１日 

（平成17年９月１日） 

平成18年９月１日 

（平成17年12月15日） 

権利確定条件 権利行使時において、当社

の取締役もしくは従業員い

ずれかの地位を保有してい

ること。その他細目につい

ては「新株予約権割当契約

書」に定めるものとする。 

権利行使時において、当社

の取締役もしくは従業員い

ずれかの地位を保有してい

ること。その他細目につい

ては「新株予約権割当契約

書」に定めるものとする。 

権利行使時において、当社

の取締役もしくは従業員い

ずれかの地位を保有してい

ること。その他細目につい

ては「新株予約権割当契約

書」に定めるものとする。 

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。 

権利行使期間 平成17年５月１日 

～平成22年４月30日 

平成19年８月１日 

～平成24年７月31日 

平成19年８月１日 

～平成24年７月31日 

（注）１ 株式数に換算して記載しております。 

   ２ 平成18年９月１日付のらでぃっしゅぼーや株式会社（旧らでぃっしゅぼーや株式会社）との吸収合併に

よる承継であります。 

３ 付与日欄の(外書)は、らでぃっしゅぼーや株式会社（旧らでぃっしゅぼーや株式会社）での付与日であ

ります。 

４ 上記に記載されたストック･オプションの付与数は、平成19年７月19日開催の取締役会決議により、平成

19年９月１日付株式分割（１株につき1.17648株）による分割後の株式数に換算して記載しております。 

 

 

 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権 

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役６名 当社の従業員145名 当社の従業員64名 

株式の種類及び付与数 普通株式 156,000株 普通株式 168,000株 普通株式 34,500株 

付与日 平成19年２月28日 平成19年２月28日 平成19年２月28日 

権利確定条件 権利行使時において、当社

の取締役もしくは従業員い

ずれかの地位を保有してい

ること。その他細目につい

ては「新株予約権割当契約

書」に定めるものとする。 

権利行使時において、当社

の取締役もしくは従業員い

ずれかの地位を保有してい

ること。その他細目につい

ては「新株予約権割当契約

書」に定めるものとする。 

権利行使時において、当社

の取締役もしくは従業員い

ずれかの地位を保有してい

ること。その他細目につい

ては「新株予約権割当契約

書」に定めるものとする。 

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。 

権利行使期間 平成21年３月１日 

～平成29年２月16日 

平成21年３月１日 

～平成29年２月16日 

平成21年３月１日 

～平成29年２月16日 

（注）１ 株式数に換算して記載しております。  

２ 上記に記載されたストック･オプションの付与数は、平成19年７月19日開催の取締役会決議により、平成

19年９月１日付株式分割（１株につき1.17648株）による分割後の株式数に換算して記載しております。 
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(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数につい
ては、株式数に換算して記載しております。 

①ストック・オプションの数 

  第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 

 権利確定前    (株)    

  前事業年度末 ― 60,000 2,000 

  付与 ― ─ ― 

  失効 ― ─ ― 

  権利確定 ― 60,000 2,000 

  未確定残 ― ─ ― 

 権利確定後    (株)    

  前事業年度末 85,000 ― ― 

  権利確定  60,000 2,000 

  権利行使 ― ― ― 

  失効 4,000 3,000 ― 

  未行使残 81,000 57,000 2,000 

（注）１ 当社は、平成19年２月期は連結財務諸表を作成しているため、前事業年度末（平成19年２月期）の数値

については前連結会計年度末の数値を記載しております。 

   ２ 平成18年９月１日付のらでぃっしゅぼーや株式会社（旧らでぃっしゅぼーや株式会社）との吸収合併に

よる承継であります。 

   ３ 上記に記載されたストック･オプション数は、平成19年７月19日開催の取締役会決議により、平成19年９

月１日付株式分割（１株につき1.17648株）による分割後の株式数に換算して記載しております。 

 

 

  第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権 

 権利確定前    (株)    

  前事業年度末 156,000 168,000 34,500 

  付与 ― ─ ― 

  失効 ― 2,000 1,500 

  権利確定 ― ─ ― 

  未確定残 156,000 166,000 33,000 

 権利確定後    (株)    

  前事業年度末 ─ ─ ─ 

  権利確定 ― ― ― 

  権利行使 ― ― ― 

  失効 ― ― ― 

  未行使残 ─ ─ ─ 

（注）１ 当社は、平成19年２月期は連結財務諸表を作成しているため、前事業年度末（平成19年２月期）の数値

については前連結会計年度末の数値を記載しております。 

   ２ 上記に記載されたストック･オプション数は、平成19年７月19日開催の取締役会決議により、平成19年９

月１日付株式分割（１株につき1.17648株）による分割後の株式数に換算して記載しております。 
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②単価情報 

  第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 

 権利行使価格(円) 520 677 677 

 行使時平均株価(円) ― ─ ― 

 付与日における 

 公正な評価単価(円) 
― ― ─ 

（注）１ 平成18年９月１日付のらでぃっしゅぼーや株式会社（旧らでぃっしゅぼーや株式会社）との吸収合併に

よる承継であります。 

   ２ 上記に記載された権利行使価格は、平成19年７月19日開催の取締役会決議により、平成19年９月１日付

株式分割（１株につき1.17648株）による権利行使価格の調整を行っております。 

 

  第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権 

 権利行使価格(円) 850 850 850 

 行使時平均株価(円) ― ─ ― 

 付与日における 

 公正な評価単価(円) 
― ─ ― 

（注） 上記に記載された権利行使価格は、平成19年７月19日開催の取締役会決議により、平成19年９月１日付株

式分割（１株につき1.17648株）による権利行使価格の調整を行っております。 
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当事業年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日） 

１．ストック・オプションに係る当事業年度における費用計上額及び科目名 

 該当事項はありません。 

 

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1)ストック・オプションの内容  

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 

付与対象者の区分及び人数 当社の従業員22名 当社の従業員27名 当社の従業員２名 

株式の種類及び付与数 普通株式 85,000株 普通株式 60,000株 普通株式 2,000株 

付与日（注）２ 平成18年９月１日 

（平成16年４月28日） 

平成18年９月１日 

（平成17年９月１日） 

平成18年９月１日 

（平成17年12月15日） 

権利確定条件 権利行使時において、当社

の取締役もしくは従業員い

ずれかの地位を保有してい

ること。その他細目につい

ては「新株予約権割当契約

書」に定めるものとする。 

権利行使時において、当社

の取締役もしくは従業員い

ずれかの地位を保有してい

ること。その他細目につい

ては「新株予約権割当契約

書」に定めるものとする。 

権利行使時において、当社

の取締役もしくは従業員い

ずれかの地位を保有してい

ること。その他細目につい

ては「新株予約権割当契約

書」に定めるものとする。 

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。 

権利行使期間 平成17年５月１日 

～平成22年４月30日 

平成19年８月１日 

～平成24年７月31日 

平成19年８月１日 

～平成24年７月31日 

（注）１ 株式数に換算して記載しております。 

   ２ 平成18年９月１日付のらでぃっしゅぼーや株式会社（旧らでぃっしゅぼーや株式会社）との吸収合併によ

る承継であります。 

３ 付与日欄の(外書)は、らでぃっしゅぼーや株式会社（旧らでぃっしゅぼーや株式会社）での付与日であり

ます。 

４ 上記に記載されたストック･オプションの付与数は、平成19年７月19日開催の取締役会決議により、平成

19年９月１日付株式分割（１株につき1.17648株）による分割後の株式数に換算して記載しております。 

 

 

 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権 

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役６名 当社の従業員145名 当社の従業員64名 

株式の種類及び付与数 普通株式 156,000株 普通株式 168,000株 普通株式 34,500株 

付与日 平成19年２月28日 平成19年２月28日 平成19年２月28日 

権利確定条件 権利行使時において、当社

の取締役もしくは従業員い

ずれかの地位を保有してい

ること。その他細目につい

ては「新株予約権割当契約

書」に定めるものとする。 

権利行使時において、当社

の取締役もしくは従業員い

ずれかの地位を保有してい

ること。その他細目につい

ては「新株予約権割当契約

書」に定めるものとする。 

権利行使時において、当社

の取締役もしくは従業員い

ずれかの地位を保有してい

ること。その他細目につい

ては「新株予約権割当契約

書」に定めるものとする。 

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。 

権利行使期間 平成21年３月１日 

～平成29年２月16日 

平成21年３月１日 

～平成29年２月16日 

平成21年３月１日 

～平成29年２月16日 

（注）１ 株式数に換算して記載しております。  

２ 上記に記載されたストック･オプションの付与数は、平成19年７月19日開催の取締役会決議により、平成

19年９月１日付株式分割（１株につき1.17648株）による分割後の株式数に換算して記載しております。 
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(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況 
当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数につい

ては、株式数に換算して記載しております。 

①ストック・オプションの数 

  第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 

 権利確定前    (株)    

  前事業年度末 ― ─ ― 

  付与 ― ─ ― 

  失効 ― ─ ― 

  権利確定 ― ─ ― 

  未確定残 ― ─ ― 

 権利確定後    (株)    

  前事業年度末 81,000 57,000 2,000 

  権利確定    

  権利行使 1,000 ― ― 

  失効 ― 11,000 ― 

  未行使残 80,000 46,000 2,000 

 

  第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権 

 権利確定前    (株)    

  前事業年度末 156,000 166,000 33,000 

  付与 ― ─ ― 

  失効 ― 16,000 5,500 

  権利確定 ― ─ ― 

  未確定残 156,000 150,000 27,500 

 権利確定後    (株)    

  前事業年度末 ─ ─ ─ 

  権利確定 ― ― ― 

  権利行使 ― ― ― 

  失効 ― ― ― 

  未行使残 ─ ─ ─ 

 

 

  ②単価情報 

  第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 

 権利行使価格(円) 520 677 677 

 行使時平均株価(円) 512 ─ ― 

 付与日における 

 公正な評価単価(円) 
― ― ─ 

 

  第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権 

 権利行使価格(円) 850 850 850 

 行使時平均株価(円) ― ─ ― 

 付与日における 

 公正な評価単価(円) 
― ─ ― 
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３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

  平成19年２月28日付において付与されたストック・オプションの単価は、未公開企業であったため

単位当たりの本源的価値を見積る方法により算定しております。  

 また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社の株式価値は、割引キャッシュ・フロー

法により算定しております。 

なお、当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度中に権利行使されたストック・オ

プションの権利行使日における本源的価値の合計額は零であります。 

 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

  基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法

を採用しております。  
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(税効果会計関係) 

 
前事業年度 

(平成20年２月29日) 
当事業年度 

(平成21年２月28日) 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

(繰延税金資産) 

 ① 流動資産 

貸倒引当金 50,090千円

賞与引当金 31,289千円

未払事業税 24,608千円

未払事業所税 4,236千円

未払社会保険料 3,726千円

その他 3,540千円

  計 117,492千円
 
 ② 固定資産 

退職給付引当金 76,442千円

貸倒引当金 11,993千円

役員退職慰労引当金 9,928千円

その他 7,460千円

  計 105,825千円

評価性引当額 △11,701千円

  計 94,123千円

繰延税金資産合計 211,616千円
  

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

(繰延税金資産) 

 ① 流動資産 

貸倒引当金 60,873千円

賞与引当金 32,836千円

未払事業税 19,960千円

未払事業所税 4,355千円

未払社会保険料 3,972千円

その他 9,994千円

  計 131,993千円
 
 ② 固定資産 

退職給付引当金 77,590千円

貸倒引当金 6,470千円

役員退職慰労引当金 16,398千円

その他 18,138千円

  計 118,597千円

評価性引当額 △18,171千円

  計 100,425千円

繰延税金資産合計 232,419千円
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7％ 

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されない項目 14.0 

その他 1.6 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 56.3％ 
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7％ 

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されない項目 11.7 

その他 △0.3 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 52.1％ 
  

 

(持分法損益等) 

前事業年度（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日） 

当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日） 

当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

 

 

(企業結合等) 

前事業年度（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日） 

該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日） 

該当事項はありません。 
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(関連当事者との取引) 

前事業年度（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日） 

 役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所 

資本金又

は出資金 

(千円) 

事業の内容 

又は職業 

議決権等 

の所有 

(被所有)割合 

(％) 

役員の

兼任等 

事業上

の関係 

取引の内容 
取引金額

(千円) 
科目 

期末 

残高 

(千円) 

役員 緒方大助 ― ― 
当社代表取

締役社長 
なし ― ― 

借上社宅 

(注)１ 
581 ― ― 

役員 親跡博史 ― ― 当社取締役 なし ― ― 
借上社宅 

(注)１ 
506 ― ― 

役員 松本隆潮 ― ― 当社取締役 なし ― ― 
借上社宅 

(注)１ 
155 ― ― 

取引条件及び取引条件の決定方針等 
(注) １．借上社宅については、過年度社宅家賃等精算に伴う当社受取額であります。なお、緒方大助

及び松本隆潮については、平成19年７月に、当社借上契約を解消しております。 
   ２．取引金額には消費税等を含めておりません。 

 

当事業年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日） 

   該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

 
前事業年度 

(自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日) 

当事業年度 
(自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日) 

 
 １株当たり純資産額 472.03円 

 １株当たり当期純利益 51.65円 
 

 
 １株当たり純資産額 527.36円 

 １株当たり当期純利益 64.98円 

 潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

64.97円 

 
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場であり、期中平均株価の把握が困難であるため記

載しておりません。 

  

  当社は、平成19年９月１日付で普通株式１株及びＡ

種株式１株に対し、それぞれ同一種類株式1.17648株

の割合で株式分割を行っております。 

  なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した

場合の前事業年度における１株当たり情報について

は、以下のとおりであります。 

  １株当たり純資産額          420.38円 

  １株当たり当期純損失         471.00円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場であり、期中平均株価の把握が困難であるため、

また、１株当たり当期純損失であるため記載しており

ません。 

 

(注)１ １株当たり純資産額の計算にあたっては、Ａ種株式を普通株式と同等の株式として取り扱っております。 

２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。なお、Ａ種株式については普通株式と同等の株式として取り扱っております。 

項目 
前事業年度 

(自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日) 

当事業年度 
(自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日) 

当期純利益（千円） 260,567 358,985 

普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属しない
金額（千円） 

─ ─ 

普通株式及び普通株式と同等の株式に係る当期純
利益（千円) 

260,567 358,985 

普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平均株
式数（株） 

 普通株式 

 Ａ種株式 

   計 

 

 

4,791,845 

253,292 

5,045,137 

 

 

5,524,145 

─ 

5,524,145 

当期純利益調整額（千円） ─ ─ 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用
いられた普通株式増加数の主要な内訳（株） 

 新株予約権 

 

 

─ 

 

 

1,087 

普通株式増加数（株） ─ 1,087 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株
式の概要 

 新株予約権６種類 
（新株予約権の数4,950個） 
 

 新株予約権５種類 
（新株予約権の数3,815個） 
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(重要な後発事象) 

 
前事業年度 

(自 平成19年３月１日 

至 平成20年２月29日) 

当事業年度 

(自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日) 

 平成20年８月20日開催の取締役会決議に基づき、平成

20年９月４日付でＡ種株式253,292株の取得と引換えに

普通株式497,972株を交付し、同日Ａ種株式を消却して

おります。 

――――――― 

 



 
 

らでぃっしゅぼーや株式会社（3146）平成21年2月期決算短信（非連結） 

― 44 ― 

５．仕入及び販売の状況 

(1) 品目分類別仕入高 

前事業年度 
(自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日) 

当事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 分類 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

農産品 5,907,815 43.4 6,211,069 42.6 

畜産品 1,645,804 12.1 1,778,354 12.2 

水産品 980,375 7.2 1,014,656 6.9 

加工食品 3,739,636 27.4 4,033,777 27.6 

食品計 12,273,633 90.1 13,037,858 89.3 

日用品等 1,333,269 9.8 1,555,874 10.6 

非食品計 1,333,269 9.8 1,555,874 10.6 

その他計 7,792 0.1 21,156 0.1 

合計 13,614,695 100.0 14,614,888 100.0 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 企画分類別売上高 

前事業年度 
(自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日) 

当事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 分類 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

定期品 7,496,038 35.2 8,065,476 35.3 

注文品 13,564,617 63.7 14,503,501 63.4 

その他 229,596 1.1 301,635 1.3 

合計 21,290,252 100.0 22,870,613 100.0 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3) 品目分類別売上高 

前事業年度 
(自 平成19年３月１日 
至 平成20年２月29日) 

当事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 分類 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

農産品 9,649,389 45.3 10,235,830 44.8 

畜産品 2,383,524 11.2 2,503,762 10.9 

水産品 1,466,258 6.9 1,503,158 6.6 

加工食品 5,604,532 26.3 6,047,107 26.4 

食品計 19,103,705 89.7 20,289,858 88.7 

日用品等 1,969,184 9.3 2,308,661 10.1 

非食品計 1,969,184 9.3 2,308,661 10.1 

その他計 217,363 1.0 272,093 1.2 

合計 21,290,252 100.0 22,870,613 100.0 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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６.役員の異動（平成21年５月28日の予定） 

当社は、平成21年４月13日開催の取締役会において、役員の異動を内定いたしました。 

なお、本件は平成21年５月28日開催予定の定時株主総会において正式に決定される予定です。 

 

１．代表取締役の異動 

なし 

 

２． 取締役・監査役の異動 

（1）退任予定取締役 

取締役 松本 隆潮  

同氏は同日付けで、経営企画部担当部長に就任予定であります。 

 

（2）新任監査役候補 

山本 恭子（内部監査室）  

 

（3）退任予定監査役 

監査役 蓑輪 武士  

 

なお、監査役候補山本恭子の任期は、平成22年５月に行われる予定の定時株主総会終結の時までとなります。 

 

※( )内は平成21年５月27日までの役職名です。 

 

以上 

 

 




