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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 594,813 659,106 
受取手形及び売掛金 337,926 594,524 
商品及び製品 999,245 1,475,571 
原材料及び貯蔵品 4,257 12,864 
未収入金 171,406 287,732 
その他 408,121 618,824 
貸倒引当金 △40,904 △43,543 
流動資産合計 2,474,867 3,605,080 

固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物（純額） 947,484 1,188,464 
車両運搬具（純額） 1,017 1,197 
工具、器具及び備品（純額） 84,452 33,771 
土地 20,943 178,887 
有形固定資産合計 1,053,897 1,402,320 

無形固定資産   
ソフトウエア仮勘定 58,302 － 
その他 3,254 91,991 
無形固定資産合計 61,557 91,991 

投資その他の資産   
投資有価証券 21,139 22,010 
長期貸付金 135,248 142,531 
敷金及び保証金 4,014,541 7,194,932 
その他 462,697 520,178 
貸倒引当金 △466,144 △517,893 
投資その他の資産合計 4,167,483 7,361,759 

固定資産合計 5,282,937 8,856,071 
資産合計 7,757,805 12,461,151 
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 434,795 608,117 
未払金 864,207 － 
未払費用 37,833 1,284,228 
繰延税金負債 － 278 
ポイント引当金 163,746 303,947 
退店損失引当金 401,434 1,728,036 
未払法人税等 24,403 31,757 
短期借入金 605,000 330,000 
その他 171,002 570,965 
流動負債合計 2,702,423 4,857,330 

固定負債   
長期預り保証金 780,247 1,050,428 
繰延税金負債 － 21 
退職給付引当金 375,474 1,357,595 
役員退職慰労引当金 559,594 559,594 
その他 39,858 94,903 
固定負債合計 1,755,175 3,062,543 

負債合計 4,457,599 7,919,874 
純資産の部   
株主資本   
資本金 2,000,000 6,000,000 
資本剰余金 9,355,138 10,826,196 
利益剰余金 △7,625,671 △11,385,748 
自己株式 △426,777 △897,559 
株主資本合計 3,302,689 4,542,888 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 △2,483 △1,611 

評価・換算差額等合計 △2,483 △1,611 
純資産合計 3,300,206 4,541,276 

負債純資産合計 7,757,805 12,461,151 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）
前第３四半期連結累計期間 
(自¯平成20年４月１日 
 至¯平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自¯平成21年４月１日 
 至¯平成21年12月31日) 

売上高 34,937,689 7,729,119 
売上原価 28,972,718 6,137,351 
売上総利益 5,964,971 1,591,767 
販売費及び一般管理費   
広告宣伝費 668,436 41,077 
運搬費 933,586 260,940 
減価償却費 191,188 34,633 
貸倒引当金繰入額 43,638 6,130 
給料及び手当 2,585,979 912,416 
賞与引当金繰入額 12,000 － 
法定福利費 329,441 93,535 
退職給付費用 339,402 187,272 
賃借料 2,440,950 820,585 
その他 2,861,165 1,152,785 
販売費及び一般管理費合計 10,405,788 3,509,376 

営業損失（△） △4,440,817 △1,917,609 
営業外収益   
受取利息 28,350 4,331 
受取配当金 313 244 
仕入割引 186,370 26,429 
負ののれん償却額 24,921 － 
その他 93,198 54,224 
営業外収益合計 333,155 85,231 

営業外費用   
支払利息 121,746 23,793 
売上割引 9,178 7,652 
その他 28,091 5,682 
営業外費用合計 159,016 37,128 

経常損失（△） △4,266,678 △1,869,506 
特別利益   
敷金保証金返還差益 122,427 － 
固定資産売却益 84,859 81,339 
退店損失引当金戻入額 － 232,429 
貸倒引当金戻入額 － 14,345 
退職給付引当金戻入額 － 136,130 
契約精算益 － 94,066 
その他 11,730 134,316 
特別利益合計 219,016 692,629 

ラオックス株式会社（8202）　平成22年度3月期第3四半期決算短信

8



（単位：千円）
前第３四半期連結累計期間 
(自¯平成20年４月１日 
 至¯平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自¯平成21年４月１日 
 至¯平成21年12月31日) 

特別損失   
固定資産除却損 57,752 10,177 
固定資産売却損 5,556 122,546 
減損損失 1,952,759 － 
店舗整理損 － 27,781 
商品盗難損 118,122 － 
システム契約解約損 263,420 － 
退店損失引当金繰入額 355,990 1,141,467 
退職給付費用 － 108,434 
その他 312,020 138,852 
特別損失合計 3,065,621 1,549,260 

税金等調整前四半期純損失（△） △7,113,283 △2,726,137 
法人税、住民税及び事業税 35,109 14,086 
法人税等調整額 △750 △299 
法人税等合計 34,358 13,786 
少数株主損失（△） △362,596 － 
四半期純損失（△） △6,785,045 △2,739,923 

ラオックス株式会社（8202）　平成22年度3月期第3四半期決算短信

9



【第３四半期連結会計期間】 
（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自¯平成20年10月１日 
 至¯平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自¯平成21年10月１日 
 至¯平成21年12月31日) 

売上高 10,661,410 2,242,185 
売上原価 8,736,311 1,742,188 
売上総利益 1,925,099 499,996 
販売費及び一般管理費   
広告宣伝費 187,073 12,724 
運搬費 306,804 25,501 
減価償却費 51,949 12,692 
貸倒引当金繰入額 35,384 － 
給料及び手当 804,910 198,223 
賞与引当金繰入額 12,000 － 
法定福利費 105,550 20,165 
退職給付費用 131,634 44,657 
賃借料 587,848 238,516 
その他 1,018,871 293,401 
販売費及び一般管理費合計 3,242,027 845,884 

営業損失（△） △1,316,928 △345,887 
営業外収益   
受取利息 8,933 1,075 
受取配当金 85 67 
仕入割引 45,840 5,499 
負ののれん償却額 8,307 － 
その他 13,731 5,736 
営業外収益合計 76,898 12,379 

営業外費用   
支払利息 40,048 6,414 
売上割引 3,067 2,540 
その他 7,349 508 
営業外費用合計 50,465 9,463 

経常損失（△） △1,290,495 △342,971 
特別利益   
敷金保証金返還差益 29,372 － 
固定資産売却益 62,007 9,607 
退店損失引当金戻入額 － 232,429 
貸倒引当金戻入額 － 8,265 
その他 2,147 31,836 
特別利益合計 93,528 282,139 

ラオックス株式会社（8202）　平成22年度3月期第3四半期決算短信

10



（単位：千円）
前第３四半期連結会計期間 
(自¯平成20年10月１日 
 至¯平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自¯平成21年10月１日 
 至¯平成21年12月31日) 

特別損失   
減損損失 1,091,767 － 
固定資産除却損 57,542 4,273 
固定資産売却損 － 22,827 
退店損失引当金繰入額 355,990 － 
その他 108,836 9,189 
特別損失合計 1,614,137 36,291 

税金等調整前四半期純損失（△） △2,811,104 △97,123 
法人税、住民税及び事業税 12,422 3,412 
法人税等調整額 △42 － 
法人税等合計 12,380 3,412 
少数株主利益 2,215 － 
四半期純損失（△） △2,825,700 △100,536 
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 
（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自¯平成20年４月１日 
 至¯平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自¯平成21年４月１日 
 至¯平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   
税金等調整前四半期純利益 △7,113,283 △2,726,137 
減価償却費 221,776 43,983 
減損損失 1,952,759 － 
のれん償却額 △24,921 － 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 41,776 △54,388 
賞与引当金の増減額（△は減少） △60,555 － 
退職給付引当金の増減額（△は減少） △122,690 △982,121 
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,534 － 
受取利息及び受取配当金 △28,664 △4,576 
支払利息 121,746 23,793 
投資有価証券売却損益（△は益） 1,425 － 
固定資産除却損 57,752 10,177 
固定資産売却損益（△は益） △79,302 41,206 
店舗整理損 104,999 27,781 
退店損失引当金の増減額(△は減少） － △1,326,602 
会員権売却損益（△は益） △140 3,242 
システム契約解約損 263,420 － 
雑収入 － △60,956 
雑損失 3,494 200,623 
売上債権の増減額（△は増加） 157,986 255,728 
たな卸資産の増減額（△は増加） 2,736,204 484,932 
仕入債務の増減額（△は減少） △1,029,103 392 
差入保証金の増減額（△は増加） 547,456 386,232 
未収入金の増減額（△は増加） 248,241 29,667 
長期未払金の増減額（△は減少） △23,194 △40,405 
預り保証金の増減額（△は減少） △48,757 △66,545 
その他の資産の増減額（△は増加） △241,543 402,666 
その他の負債の増減額（△は減少） △442,384 212,990 
小計 △2,762,034 △3,138,313 
利息及び配当金の受取額 30,234 14,455 
利息の支払額 △116,498 △19,005 
法人税等の支払額 △66,548 △34,301 
営業活動によるキャッシュ・フロー △2,914,848 △3,177,165 
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（単位：千円）
前第３四半期連結累計期間 
(自¯平成20年４月１日 
 至¯平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自¯平成21年４月１日 
 至¯平成21年12月31日) 

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 △212,331 △208,459 
有形固定資産の売却による収入 386,256 494,635 
無形固定資産の取得による支出 △1,896 △55,526 
無形固定資産の売却による収入 9,470 58,500 
投資有価証券の取得による支出 △2 － 
投資有価証券の売却による収入 2,318 － 
長期貸付金の回収による収入 7,252 8,002 
敷金及び保証金の差入による支出 △33,701 △16,203 
敷金及び保証金の回収による収入 1,006,018 974,364 
会員権の売却による収入 200 7,975 
投資その他の資産の増減額（△は増加） 113 △140 
投資活動によるキャッシュ・フロー 1,163,698 1,263,148 

財務活動によるキャッシュ・フロー   
短期借入れによる収入 － 650,000 
短期借入金の返済による支出 △60,134 △300,000 
自己株式の取得による支出 △500,208 △275 
株式の発行による収入 － 1,500,000 
配当金の支払額 △22 － 
財務活動によるキャッシュ・フロー △560,365 1,849,724 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,311,515 △64,293 
現金及び現金同等物の期首残高 3,112,877 659,106 
現金及び現金同等物の四半期末残高 801,361 594,813 
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