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1.  平成22年2月期第2四半期の業績（平成21年3月1日～平成21年8月31日） 

当社は、平成20年12月17日に大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケットー「ヘラクレス」に上場いたしました。平成21年2月期第2四半期において、当社
株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益は記載しておりません。 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

22年2月期第2四半期 13,730 ― 474 ― 390 ― 223 ―
21年2月期第2四半期 13,737 2.7 647 40.3 564 46.0 290 34.1

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

22年2月期第2四半期 45.70 45.59
21年2月期第2四半期 76.36 ―

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

22年2月期第2四半期 14,721 2,057 14.0 411.59
21年2月期 14,013 1,848 13.2 385.06

（参考） 自己資本   22年2月期第2四半期  2,057百万円 21年2月期  1,848百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
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

21年2月期 ― ― ― 13.00 13.00
22年2月期 ― ―
22年2月期 

（予想）
― 7.00 7.00

3.  平成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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

通期 27,929 4.2 660 △20.8 442 △30.6 179 △43.4 36.36



4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】「4．その他」をご覧下さい。 

(2) 四半期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（四半期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もの） 

詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】「4．その他」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期第2四半期 5,000,000株 21年2月期  4,800,000株
② 期末自己株式数 22年2月期第2四半期  ―株 21年2月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年2月期第2四半期 4,881,522株 21年2月期第2四半期 3,800,000株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1．本資料に記載されている業績の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、4ページ【定性的情報・財務諸表等】「3．業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
2．当事業年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針大14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表規則」に従い、四半期財務諸表を作成しております。 



 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、昨年秋から続く世界的な景気後退を背景に、企業の設備投資の収

縮、雇用・所得環境の悪化、個人消費の低迷が続いており、政府の経済政策により一部持ち直しの動きもみられたも

のの本格的な景気回復に向けた動きには至らず、依然として厳しい経済環境が続いております。 

 当小売業界におきましても、このような経済情勢のなか、消費者の生活防衛意識が強まり、生活必需品以外の買い

控えや低価格志向へのシフトなどの節約消費が継続しております。さらに、例年にない梅雨の長期化と天候不順が多

かった今夏の気候は、夏物商品の販売に大きな打撃を与えました。  

 このような状況の下、当社では、ペット事業において平成21年７月に周南事業所（山口県周南市）の新規出店を行

い、４月の魚住事業所と５月の鳴尾事業所の２店舗を合わせ計３店舗の新規出店を行いました。ホームセンター事業

においては、既存店の活性化を図るために４店舗の店舗改装を行いました。 

 この結果、当第２四半期累計期間末の店舗数は、ペット事業27店舗、ホームセンター事業18店舗となりました。 

 以上により、当第２四半期累計期間の売上高は13,730百万円となりました。販売費及び一般管理費について業務の

見直しや経費削減に努め一定の成果はみられましたが、一方で新規出店に伴う一時経費の増加等により営業利益は

474百万円、経常利益390百万円、四半期純利益223百万円となりました。  

 事業部門別の営業概況は以下のとおりであります。 

① ホームセンター事業 

 ホームセンター事業におきましては、消費者の低価格志向に対応するため仕入価格の低減に努め、「値下げ断

行商品」の拡充や消耗商材の低価格戦略等、消費者心理の刺激策を実施した結果、日用消耗品、ペット用品、園

芸関連については堅調に推移いたしました。その一方で、梅雨の長期化や冷夏の影響を受け、扇風機や立てず・

すだれ等の遮光用品を中心とする夏物商品の販売が低迷し、インテリア、家電製品、レジャー用品等の売上高は

低迷いたしました。これらの結果、売上高は9,822百万円となりました。 

② ペット事業 

 ペット事業におきましては、３店舗の新規出店を行ったことから売上高は伸長しておりますが、消費者の生活

防衛意識の高まりから新規生体の購入が減少し、それに伴いペット用品の売上高も減少しました。一方でペット

の健康に配慮したペットフードを選択する消費者が増加していることから、ペットフードの売上高は堅調に推移

いたしました。これらの結果、売上高は3,907百万円となりました。 

 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期会計期間末における資産につきましては、前事業年度末に比べ707百万円増加し14,721百万円とな

りました。この主な要因は、現金及び預金の増加269百万円、第三者割当増資による新株購入に伴う投資有価証券

の増加130百万円、新規事業所の開設等に伴う商品の増加145百万円及び有形固定資産の増加71百万円によるもので

あります。 

 当第２四半期会計期間末における負債につきましては、前事業年度末に比べ498百万円増加し12,663百万円とな

りました。この主な要因は、季節変動及び新規事業所の開設に伴う買掛金の増加365百万円、長期借入金（1年内返

済予定の長期借入金を含む）の増加489百万円によるものであります。 

 当第２四半期会計期間末における純資産につきましては、前事業年度末に比べ209百万円増加し2,057百万円とな

りました。この主な要因は、第２四半期純利益223百万円を計上したこと及び第三者割当増資による資本金及び資

本剰余金の増加などによるものであります。  

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期会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、1,140百万円となりまし

た。 

 当第２四半期累計期間における各キャッシュ・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） 

 当第２四半期累計期間において営業活動により得られた資金は、604百万円となりました。これは、税引前四半

期純利益385百万円、減価償却費208百万円、仕入債務の増加額365百万円に対し、たな卸資産の増加額142百万円、

法人税等の支払額113百万円等の支出によるものであります。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 当第２四半期累計期間において投資活動により使用した資金は、411百万円となりました。これは、有形固定資

産の取得による支出232百万円、敷金及び保証金の差入による支出81百万円、投資有価証券の取得による支出119百

万円に対し、長期貸付金の回収による収入21百万円等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）  

 当第２四半期累計期間において財務活動により得られた資金は、76百万円となりました。これは、主に長期借入

れによる収入1,850百万円、株式の発行による収入40百万円に対し、短期借入金の純減少額400百万円、長期借入金

の返済による支出1,350百万円があったこと、配当金の支払額61百万円等によるものであります。  

  

  

今後の国内景気の見通しにつきましては、景気の低迷や雇用不安等の懸念材料が多く、個人消費については依然

節約志向が高まっており、引き続き予断を許さない厳しい状況が続くものと予想されます。また、政権交代に伴う経

済への影響は避けられないものと考えられ、今後の経済動向の見極めは難しいものと考えております。 

このような状況の下で、当社では「中期経営計画2009・成長」を策定し、投資回収力の高いペット事業へ資源を

注力することとしており、業務提携先である株式会社ダイユーエイトの出店店舗を含め、5年後に100店舗体制を目指

しております。当第２四半期累計期間において新規開設した３店舗（ペット事業）に加え、当事業年度中に３店舗の

出店を計画しており、新規店舗の人員確保と育成を進めております。一方で既存店舗においては、収益力の維持向上

を図るために、ローコスト経営の継続的追求に努めており、当第２四半期累計期間における四半期純利益はほぼ計画

通りとなっております。 

平成22年２月期の業績予想につきましては、当第２四半期累計期間の業績が予測通り推移していることから、平

成21年４月12日に発表いたしました「平成21年２月期 決算短信（非連結）」に記載の業績予想から変更はありませ

ん。但し、昨今の経済状況を鑑み経営環境がさらに悪化した場合等、業績予想の修正の必要性が生じた場合には速や

かに開示いたします。 

  

  

① 税金費用 

 当第２四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に

見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法としております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

  

① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用  

 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。 

② たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 物流センターの商品については従来、先入先出法による原価法を採用しておりましたが、第１四半期会計期間

より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分（企業会計基準委員

会））が適用されたことに伴い、先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）により算定しております。 

 なお、これによる損益に与える影響はありません。  

③ リース取引に関する会計基準の適用  

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期会計期間から早期適用し、通常の売買取引に係る方

法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上することにしております。 

 また、リース資産の減価償却方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によっ

ております。なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。 

 なお、これによる損益に与える影響はありません。     

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,140,577 871,388

受取手形及び売掛金 143,867 108,289

商品 2,671,156 2,526,139

貯蔵品 18,537 21,530

その他 767,576 700,172

貸倒引当金 △1,507 △500

流動資産合計 4,740,208 4,227,019

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,330,852 3,344,641

構築物（純額） 305,131 324,117

車両運搬具（純額） 275 51

工具、器具及び備品（純額） 398,494 340,083

土地 2,075,027 2,075,027

リース資産（純額） 22,533 －

建設仮勘定 22,850 －

有形固定資産合計 6,155,165 6,083,920

無形固定資産 388,342 397,336

投資その他の資産   

長期貸付金 1,309,030 1,372,047

敷金及び保証金 1,509,328 1,443,864

その他 715,721 583,191

貸倒引当金 △96,445 △93,784

投資その他の資産合計 3,437,635 3,305,319

固定資産合計 9,981,143 9,786,576

資産合計 14,721,352 14,013,595

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,404,919 1,039,737

短期借入金 － 400,000

1年内返済予定の長期借入金 2,789,106 2,505,200

未払法人税等 175,831 127,500

ポイント引当金 419,235 403,437

その他 623,863 662,737

流動負債合計 5,412,955 5,138,612

固定負債   

長期借入金 6,742,574 6,537,194

退職給付引当金 27,254 26,562
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月28日) 

その他 480,598 462,915

固定負債合計 7,250,427 7,026,672

負債合計 12,663,382 12,165,285

純資産の部   

株主資本   

資本金 326,900 305,900

資本剰余金 397,940 376,940

利益剰余金 1,328,363 1,167,683

株主資本合計 2,053,203 1,850,523

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,765 △2,213

評価・換算差額等合計 4,765 △2,213

純資産合計 2,057,969 1,848,310

負債純資産合計 14,721,352 14,013,595
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 13,730,260

売上原価 9,559,483

売上総利益 4,170,777

その他の営業収入  

賃貸収入 191,940

その他 191,697

その他の営業収入合計 383,637

営業総利益 4,554,415

販売費及び一般管理費 4,079,823

営業利益 474,591

営業外収益  

受取利息 8,540

受取配当金 308

受取手数料 6,738

補助金収入 6,310

その他 7,277

営業外収益合計 29,174

営業外費用  

支払利息 99,432

支払手数料 12,676

その他 960

営業外費用合計 113,069

経常利益 390,696

特別損失  

固定資産除却損 5,379

特別損失合計 5,379

税引前四半期純利益 385,317

法人税等 162,238

四半期純利益 223,079
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 385,317

減価償却費 208,840

ポイント引当金の増減額（△は減少） 15,798

退職給付引当金の増減額（△は減少） 692

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,668

受取利息及び受取配当金 △8,848

支払利息 99,432

長期貸付金の家賃相殺額 56,616

固定資産除売却損益（△は益） 3,982

売上債権の増減額（△は増加） △35,577

たな卸資産の増減額（△は増加） △142,024

仕入債務の増減額（△は減少） 365,181

未払金の増減額（△は減少） △36,171

その他 △97,699

小計 819,208

利息及び配当金の受取額 377

利息の支払額 △101,648

法人税等の支払額 △113,762

営業活動によるキャッシュ・フロー 604,174

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 △232,687

投資有価証券の取得による支出 △119,200

長期貸付金の回収による収入 21,638

敷金及び保証金の差入による支出 △81,012

敷金及び保証金の回収による収入 14,500

関係会社株式の取得による支出 △15,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △411,761

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） △400,000

長期借入れによる収入 1,850,000

長期借入金の返済による支出 △1,350,052

株式の発行による収入 40,728

配当金の支払額 △61,974

リース債務の返済による支出 △1,924

財務活動によるキャッシュ・フロー 76,777

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 269,189

現金及び現金同等物の期首残高 871,388

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,140,577
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 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

㈱リックコーポレーション（3147）平成22年2月期第2四半期決算短信（非連結）

9



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（要約）中間損益計算書 

  

科目 

前中間会計期間 
（自 平成20年３月１日 

  至 平成20年８月31日） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  13,737

Ⅱ 売上原価  9,584

売上総利益  4,152

Ⅲ 営業収入  333

  営業総利益  4,486

Ⅳ 販売費及び一般管理費  3,838

営業利益  647

Ⅴ 営業外収益  20

Ⅵ 営業外費用  103

経常利益  564

Ⅶ 特別利益  14

Ⅷ 特別損失  82

税引前中間純利益  496

税金費用  206

中間純利益  290
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 当第２四半期会計期間において、提出会社の関連会社が商号変更並びに第三者割当増資を行っております。 

  

 平成21年４月１日、提出会社と株式会社ダイユーエイトが商品の共同開発及び共同調達を目的として設立した合弁

会社である「株式会社アレンザコーポレーション」は、平成21年７月14日付で「株式会社アレンザ・ジャパン」に商

号変更いたしました。  

 平成21年８月28日付で、同社は第三者割当増資を行い、資本金が10百万円増加しております。これにより、当社の

議決権の所有割合は50.0％から37.5％に減少しております。 

  

  

６．その他の情報
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