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上場会社名 株式会社 ラクーン 上場取引所 東 コード番号 3031 URL http://www.raccoon.ne.jp/代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 小方 功問合せ先責任者 （役職名） 取締役財務担当副社長 （氏名） 今野 智 TEL 03-5652-1692四半期報告書提出予定日 平成21年12月11日配当支払開始予定日 ―1.  平成22年4月期第2四半期の業績（平成21年5月1日～平成21年10月31日） 
 (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4月期第2四半期 3,724 7.4 61 47.0 61 46.4 61 153.221年4月期第2四半期 3,466 ― 41 ― 41 ― 24 ―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4月期第2四半期 6,764.61 ―21年4月期第2四半期 2,678.91 2,661.59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4月期第2四半期 1,755 934 53.3 102,919.0421年4月期 1,695 885 52.2 97,524.57（参考） 自己資本   22年4月期第2四半期  934百万円 21年4月期  885百万円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  有  現時点において、平成22年４月期末の配当予想は未定であります。 

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4月期 ― 0.00 ― 1,450.00 1,450.0022年4月期 ― 0.0022年4月期 （予想） ― ― ―3.  平成22年4月期の業績予想（平成21年5月1日～平成22年4月30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 7,350 4.7 115 23.6 115 23.6 110 23.5 12,113.20

－1－



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  （注）詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 (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） (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 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） 22年4月期第2四半期  9,081株 21年4月期  9,081株② 期末自己株式数 22年4月期第2四半期  ―株 21年4月期  ―株③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年4月期第2四半期  9,081株 21年4月期第2四半期  9,058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見通しなどの将来に関する記述は、当社が現在入手可能な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異なる可能性がありますのでご了承ください。 ２．平成22年４月期末の配当予想は現時点では未定のため開示しておりません。今後の業績等を総合的に勘案して、一株あたり配当を決定次第開示いたします。なお、第２四半期の配当は無配とし、期末の配当に関しては現在のところ未定であります。 
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  当第2四半期におけるわが国経済は、昨年来の金融危機に端を発した全世界的な景気停滞の中で、海外経済の部分

的な持ち直しにより一部明るい兆しは見え始めてはいるものの、依然として企業における厳しい収益環境が継続して

おります。また、雇用情勢の不安定性等の理由により個人消費においてはより一層厳しい状況が継続しております。

  

 このような状況の中、当社は「中期経営戦略（広告宣伝費等の小売店獲得のための集客投資、出展企業に対する料

金体系の変更、ユーザビリティ向上のための積極的なシステム投資を柱とする平成19年4月期から平成22年4月期まで

の経営戦略）」（平成18年10月10日公表）の最終期を迎え、引き続き「スーパーデリバリー」の事業規模の拡大に努

めるとともに、ユーザビリティの向上に取り組んでおります。また、小売店からのニーズのより高い出展企業の獲得

及び、出展企業１社の出品する商材掲載数の増加といった質の向上に取り組み、さらに、会員小売店の購入客数や客

単価、リピート率の向上といった稼働率アップにも取り組んでおります。 

 この結果、第2四半期の業績につきましては売上高が3,724,438千円（前年同期比107.4％）となりました。売上総

利益率は16.9％と前年同期18.3％より低下いたしました。これは、売上総利益率の高かった「オンライン激安問屋」

のサービスが終了（平成20年10月末日）し、当第1四半期より、売上総利益率が相対的に低い「スーパーデリバリ

ー」にほぼ一本化されたことが主な要因となっております。しかしながら、費用面においては、「新ポイントプラ

ン」の本格稼動に伴いポイント関連コストが一時的に増大した他は、販売費及び一般管理費が前事業年度に引き続き

全般的に低水準で推移いたしました。その結果、営業利益は61,165千円（前年同期比147.0％）となり、営業利益率

は1.6％と前年同期1.2％より向上いたしました。この他、経常利益は61,204千円（前年同期比146.4％）、四半期純

利益は61,429千円（前年同期比253.2％）となりました。 

  

 事業部門別の業績は、以下の通りとなりました。 

  

①スーパーデリバリー 

 「スーパーデリバリー」に関しましては、経営指標は会員小売店数25,474店舗（前期末比2,623店舗増）、出展企

業数1,072社（前期末比47社増）、商材掲載数271,130点（前期末比10,843点増）とそれぞれ向上いたしました。経営

指標の向上により、会費売上高、出展基本料売上高がそれぞれ増加いたしました。また、商品売上高は3,413,790千

円（前年同期比114.8％）に増加いたしました。 

なお、第1四半期において部分的にスタートした「新ポイントプラン」は、当第2四半期（平成21年9月）より本稼

動が始まっております。当第2四半期におきましては、旧ポイントプラン（付与されたポイントを一定額まで貯めな

ければならず、さらに貯まったポイントは返金されるのみで購入時に利用することが出来ない仕組み）において積み

あがったポイントの利用が相次ぎ、ポイント関連費用が一時的に増大いたしましたが、一方で、リピート率等に関し

て徐々にではありますが、プラスの効果が見え始めております。上記の結果、「スーパーデリバリー」の売上高は

3,711,185千円（前年同期比115.0％）となりました。 

  

②バイヤーズナビ 

 「バイヤーズナビ」に関しましては、平成21年5月末日でサービスを終了しておりますので、平成21年5月までの売

上計上となっております。したがいまして当第2四半期会計期間における売上計上はありません。なお、「バイヤー

ズナビ」終了に関する詳細につきましては平成21年4月14日公表のプレスリリースをご覧ください。 

 上記の結果、「バイヤーズナビ」の売上高は13,252千円となりました。  

  

（参考）経営指標  

  

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

  

  
会員小売店 出展企業 商材掲載 

スーパーデリバリー 

22年4月期第2四半期 25,474 1,072 271,130

21年4月期 22,851 1,025 260,287
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①財政状態 

 当第2四半期会計期間末の総資産額は、前事業年度末より59,732千円増加して1,755,010千円になりました。流動資

産は43,225千円増加して1,520,995千円となりました。増加の主な要因は売掛金が83,788千円増加したこと及び現金

及び預金が42,424千円減少したことによるものです。固定資産は、16,507千円増加して234,015千円となりました。

増加の主な要因はソフトウェアとソフトウェア仮勘定が合計で16,875千円増加したことによるものです。 

 当第2四半期会計期間末の負債は、前事業年度末より10,745千円増加して820,403千円になりました。流動負債は

23,945千円増加して820,403千円となりました。増加の主な要因は買掛金が73,500千円増加したこと及び短期借入金

と一年以内返済予定長期借入金が合計で28,800千円減少したことによるものです。固定負債は13,200千円減少して0

円となりました。減少の要因は長期借入金が13,200千円減少したことによるものです。 

 当第2四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末より48,987千円増加して934,607千円になりました。増加の主な

要因は四半期純利益61,429千円の計上による利益剰余金の増加及びその他の資本剰余金を原資とした配当金の支払に

よる資本剰余金の減少13,167千円によるものです。 

  

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、前事業年度末より42,791千

円減少し、561,303千円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第2四半期会計期間末における営業活動による資金の増加は63,259千円となりました。増加の主な要因は売上債

権が83,788千円増加したものの、税引前四半期純利益61,694千円が計上されたこと及び仕入債務が73,500千円増加し

たことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第2四半期会計期間末における投資活動による資金の減少は34,382千円となりました。減少の主な要因はソフト

ウェア開発及びソフトウェアの購入による無形固定資産の取得のための支出34,892千円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第2四半期会計期間末における財務活動による資金の減少は71,667千円となりました。減少の要因は長期借入金

及び短期借入金の返済による支出42,000千円、社債の償還による支出16,500千円及び配当金の支払額13,167千円が発

生したことによるものです。   

  

 前述しました通り、当社は「バイヤーズナビ」を平成21年5月末日で終了しており、現在、人的資源を含めた経営

資源を「スーパーデリバリー」へ集中させております。当社では、会員小売店数、出展企業数及び、商材掲載数を重

要な経営指標として位置づけ、この経営指標数値の拡大を積極的に推進して参りました。今後に関しましては、経営

指標数値の拡大を重視する方針から、より質の高い会員小売店及び出展企業の獲得と、より市場ニーズに適合した商

材の獲得を重視する方針にシフトする予定です。  

 第2四半期業績につきましては比較的順調に推移しており、業績予想数値（平成21年6月5日公表）比で、売上高は

104.9%、営業利益は122.3%、経常利益は122.4%、四半期純利益は128.0%の実績となっております。 

 しかしながら、当面は景気の不安定性の継続が予想されることから、当社業績につきましても当面は不安定性が存

在すると考えております。したがいまして現時点における通年の業績予想に関しましては前回公表時より変更はあり

ません。 

  

 減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分

して算出する方法によっております。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

２．財政状態に関する定性的情報

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10月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 470,847 513,272

売掛金 910,611 826,822

有価証券 100,866 100,822

貯蔵品 142 316

繰延税金資産 24,678 24,678

その他 18,015 14,434

貸倒引当金 △4,167 △2,576

流動資産合計 1,520,995 1,477,770

固定資産   

有形固定資産   

建物 17,033 17,033

減価償却累計額 △7,085 △6,093

建物（純額） 9,947 10,940

工具、器具及び備品 14,042 14,042

減価償却累計額 △10,960 △10,319

工具、器具及び備品（純額） 3,082 3,723

車両運搬具 300 －

減価償却累計額 △75 －

車両運搬具（純額） 225 －

有形固定資産合計 13,254 14,664

無形固定資産   

ソフトウエア 125,083 100,264

ソフトウエア仮勘定 22,908 30,851

その他 622 653

無形固定資産合計 148,614 131,769

投資その他の資産   

投資有価証券 12,278 11,553

敷金及び保証金 56,593 56,082

長期前払費用 1,454 1,618

破産更生債権等 － 1,510

繰延税金資産 1,769 1,769

その他 50 50

貸倒引当金 － △1,510

投資その他の資産合計 72,145 71,074

固定資産合計 234,015 217,508

資産合計 1,755,010 1,695,278
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年10月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年４月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 643,654 570,153

短期借入金 3,800 29,000

1年内返済予定の長期借入金 30,000 33,600

1年内償還予定の社債 17,500 34,000

未払金 46,013 47,732

未払費用 13,964 12,261

未払配当金 410 －

未払法人税等 2,584 5,453

賞与引当金 17,099 15,314

販売促進引当金 16,540 19,020

その他 28,837 29,921

流動負債合計 820,403 796,457

固定負債   

長期借入金 － 13,200

固定負債合計 － 13,200

負債合計 820,403 809,657

純資産の部   

株主資本   

資本金 744,900 744,900

資本剰余金 132,372 598,300

利益剰余金 61,429 △452,760

株主資本合計 938,701 890,439

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,093 △4,819

評価・換算差額等合計 △4,093 △4,819

純資産合計 934,607 885,620

負債純資産合計 1,755,010 1,695,278
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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）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年10月31日) 

売上高 3,466,301 3,724,438

売上原価 2,832,706 3,095,379

売上総利益 633,594 629,058

販売費及び一般管理費 591,998 567,892

営業利益 41,596 61,165

営業外収益   

受取利息及び配当金 1,549 703

その他 326 277

営業外収益合計 1,876 981

営業外費用   

支払利息 1,058 728

社債利息 589 212

その他 31 0

営業外費用合計 1,679 941

経常利益 41,794 61,204

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 1,510

特別利益合計 － 1,510

特別損失   

事業再編損 13,096 －

投資有価証券評価損 3,286 －

固定資産除却損 － 1,021

特別損失合計 16,383 1,021

税引前四半期純利益 25,410 61,694

法人税、住民税及び事業税 1,145 265

法人税等合計 1,145 265

四半期純利益 24,265 61,429
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年10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 25,410 61,694

減価償却費 18,592 19,840

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,101 80

受取利息及び受取配当金 △1,549 △703

支払利息及び社債利息 1,647 941

固定資産除却損 － 1,021

事業再編損失 13,096 －

投資有価証券評価損益（△は益） 3,286 －

売上債権の増減額（△は増加） △42,947 △83,788

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,758 173

仕入債務の増減額（△は減少） 100,529 73,500

前受金の増減額（△は減少） △1,646 4,819

前渡金の増減額（△は増加） 102 △484

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,141 △9,999

その他 △15,675 △1,289

小計 112,849 65,806

利息及び配当金の受取額 1,549 703

利息の支払額 △1,635 △961

事業再編による支出 △2,196 －

法人税等の支払額 △2,290 △2,290

営業活動によるキャッシュ・フロー 108,277 63,259

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 － △300

無形固定資産の取得による支出 △24,112 △34,892

長期前払費用の取得による支出 － △190

敷金及び保証金の回収による収入 － 1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △24,112 △34,382

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △20,600 △25,200

長期借入金の返済による支出 △16,800 △16,800

社債の償還による支出 △26,500 △16,500

株式の発行による収入 10,000 －

配当金の支払額 － △13,167

財務活動によるキャッシュ・フロー △53,900 △71,667

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） 30,264 △42,791

現金及び現金同等物の期首残高 575,095 604,094

現金及び現金同等物の四半期末残高 605,359 561,303
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 該当事項はありません。 

  

 当社は、平成21年７月25日開催の定時株主総会において、下記事項を決議いたしました。 

１．資本準備金の減少 

  資本準備金の額のうち498,300千円をその他資本剰余金に振替えることといたしました。  

２．剰余金の処分並びに資本剰余金を原資とする配当の実施 

  上記効力が生じた後、その他資本剰余金のうち452,760千円を繰越利益剰余金に振替えて欠損補填するとと

 もに、その他資本剰余金を配当原資とする配当を13,167千円実施することといたしました。 

  

 上記の結果、当第２四半期会計期間末において資本準備金が101,316千円、その他資本剰余金が31,055千円と

なっております。 

  

（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
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