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1.  平成23年2月期第2四半期の業績（平成22年3月1日～平成22年8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 ％

23年2月期第2四半期 10,942 △1.2 63 △73.6 79 △69.0 1 △98.2

22年2月期第2四半期 11,078 ― 242 ― 255 ― 105 ―

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

23年2月期第2四半期 0.27 ―

22年2月期第2四半期 15.25 15.23

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

23年2月期第2四半期 8,369 3,792 45.3 546.50
22年2月期 9,131 3,817 41.8 553.39

（参考） 自己資本   23年2月期第2四半期  3,792百万円 22年2月期  3,817百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

22年2月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
23年2月期 ― 0.00

23年2月期 
（予想）

― 7.00 7.00

3.  平成23年2月期の業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 22,340 0.0 232 △54.2 256 △52.2 57 △74.6 8.35



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）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の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」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） 23年2月期2Q 6,939,317株 22年2月期  6,897,817株

② 期末自己株式数 23年2月期2Q  ―株 22年2月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期2Q 6,928,373株 22年2月期2Q  6,895,876株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績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。業績予想に関する事項につきましては、添付資料3ページ「業績予想に関する定性的情
報」をご覧下さい。 
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１．当四半期の業績等に関する定性的情報 

(1) 経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、新興国の経済成長に伴って輸出や生産が増加し全体としては

緩やかな回復基調を辿り、一部には景気回復の兆しが見られたものの、国内のデフレ傾向により設備投資や個

人消費といった国内需要の本格的な回復には至っておらず、厳しい雇用・所得環境が続くなか、円高の進行も

あり、景気の先行きは、依然として不透明な状況で本格的な回復にはまだ時間がかかるものと思われます。 

 

食品業界におきましても、依然として消費者の節約志向は強く、販売単価は下落傾向であり、業種・業態を

越えた競争が進行しております。 

このような経営環境のもと、当社はビジョンで掲げる「こどもとお母さんにとって最も愛され信頼されてい

る企業」となるべく施策を実施してまいりました。 

まず、定期品におきましては、メニューの大幅なリニューアルを行い、注文品におきましては、カタログの

増ページや紙面構成のリニューアルを行うなど、マーケティングデータをもとに販促活動を強化し、売上の向

上に注力いたしました。 

さらに、お買い求めやすい価格帯の商品を取り揃えた「シンプルライン」シリーズを新たに投入し、若い世

代やこどものいる世帯向けといった購買層を意識した商品ラインナップの拡充に努め、販売促進にも注力して

まいりました。 

収支面におきましても、引き続き予算管理の徹底に努め、コストの削減を推進しました。 

 

しかしながら、平成22年９月24日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、国内

消費環境は引き続き低迷しており、それに伴う売上高の伸び悩み等により、当第２四半期は当初の予定を下回

る結果となりました。当社の売上のベースとなる会員数は、積極的に新規会員獲得を行ったことにより、前年

同期比105.8％と順調に拡大いたしましたが、客単価が下落したことにより売上高が減少いたしました。 

 

この結果、第２四半期累計期間における売上高は10,942百万円（前年同四半期比1.2％減）、営業利益は63

百万円（前年同四半期比73.6％減）、経常利益は79百万円（前年同四半期比69.0％減）、四半期純利益は1百

万円（前年同四半期比98.2％減）となりました。 

 

企画分類別売上高につきましては、次のとおりであります。 

定期品は3,988百万円（前年同四半期比0.2％増）、注文品は6,788百万円（前年同四半期比2.4％減）、その

他は165百万円（前年同四半期比13.5％増）となりました。 

 

(2) 財政状態に関する定性的情報 

 (流動資産) 

 当第２四半期会計期間末における流動資産の残高は4,317百万円となり、前事業年度末残高4,954百万円と比

較して636百万円減少いたしました。これは、現金及び預金が966百万円増加したものの、売掛金が1,713百万円

減少したことなどによるものであります。 

 (固定資産) 

 当第２四半期会計期間末における固定資産の残高は4,051百万円となり、前事業年度末残高4,176百万円と比

較して125百万円減少いたしました。これは、基幹システムに関するソフトウエア償却費、のれん償却額の計上

に伴い、無形固定資産が減少したことなどによるものであります。 

 (流動負債) 

 当第２四半期会計期間末における流動負債の残高は3,119百万円となり、前事業年度末残高3,655百万円と比

較して536百万円減少いたしました。これは、買掛金が170百万円増加、販売促進引当金が13百万円増加したも

のの、短期借入金が600百万円減少、未払法人税等が89百万円減少したことなどによるものであります。 

 (固定負債) 

 当第２四半期会計期間末における固定負債の残高は1,457百万円となり、前事業年度末残高1,658百万円と比

較して200百万円減少いたしました。これは、返済により長期借入金が215百万円減少したことなどによるもの

であります。 
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 (純資産) 

 当第２四半期会計期間末における純資産は3,792百万円となり、前事業年度末残高3,817百万円と比較して24

百万円減少いたしました。これは、株式の発行により資本金および資本剰余金にそれぞれ10百万円を計上した

ものの、剰余金の配当により48百万円減少したことなどによるものであります。 

  

（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、前事業年度末と比較し

て966百万円増加し、1,544百万円となりました。 

 

①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1,926百万円（前年同四半期に得られた資金は712百万円）となりました。

これは主に、税引前四半期純利益が75百万円となったこと、減価償却費、ソフトウエア償却費及びのれん償

却額合わせて198百万円、売上債権の減少額1,713百万円、仕入債務の増加額170百万円などによる収入と、法

人税等の支払額168百万円などによる支出によるものであります。 

 

②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98百万円（前年同四半期に使用した資金は148百万円）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13百万円、無形固定資産の取得による支出83百万円によるものであ

ります。 

 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動の結果使用した資金は860百万円（前年同四半期に使用した資金は264百万円）となりました。こ

れは主に、短期借入金の純減少額600百万円、長期借入金の返済による支出215百万円などによるものであり

ます。 

 

(3) 業績予想に関する定性的情報 

平成23年２月期の業績予想につきましては、平成22年９月24日発表の数値から変更はありません。 

 

 

２．その他の情報 

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

 

 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

該当事項はありません。 
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３．【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22年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,544,274 577,289

売掛金 2,130,736 3,844,374

商品及び製品 479,135 489,201

原材料及び貯蔵品 18,063 14,836

その他 411,152 275,218

貸倒引当金 △265,554 △246,501

流動資産合計 4,317,807 4,954,418

固定資産   

有形固定資産 473,308 480,729

無形固定資産   

のれん 2,818,891 2,909,823

その他 423,628 447,355

無形固定資産合計 3,242,519 3,357,179

投資その他の資産   

その他 381,677 385,225

貸倒引当金 △46,227 △46,239

投資その他の資産合計 335,449 338,986

固定資産合計 4,051,278 4,176,894

資産合計 8,369,085 9,131,313

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,715,933 1,545,021

短期借入金 － 600,000

1年内返済予定の長期借入金 430,000 430,000

未払法人税等 86,173 175,208

賞与引当金 85,044 82,232

販売促進引当金 15,439 2,362

その他 786,550 820,978

流動負債合計 3,119,141 3,655,804

固定負債   

長期借入金 1,065,000 1,280,000

退職給付引当金 228,517 220,487

役員退職慰労引当金 57,900 50,200

その他 106,159 107,615

固定負債合計 1,457,576 1,658,302

負債合計 4,576,717 5,314,106
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(単位：千円)

当第２四半期 
会計期間末 

(平成22年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 867,015 856,225

資本剰余金 2,279,601 2,268,811

利益剰余金 645,751 692,169

株主資本合計 3,792,368 3,817,206

純資産合計 3,792,368 3,817,206

負債純資産合計 8,369,085 9,131,313
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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21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 11,078,867 10,942,461

売上原価 7,014,033 6,908,000

売上総利益 4,064,834 4,034,460

販売費及び一般管理費 3,822,643 3,970,593

営業利益 242,191 63,867

営業外収益   

受取手数料 12,466 12,545

期限切品処分収入 6,054 6,056

その他 11,447 10,138

営業外収益合計 29,968 28,740

営業外費用   

支払利息 14,675 11,977

その他 2,059 1,428

営業外費用合計 16,734 13,405

経常利益 255,424 79,202

特別損失   

固定資産除却損 600 3,278

減損損失 5,168 －

特別損失合計 5,769 3,278

税引前四半期純利益 249,654 75,923

法人税、住民税及び事業税 149,553 81,147

法人税等調整額 △5,074 △7,089

法人税等合計 144,478 74,057

四半期純利益 105,176 1,866
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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21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22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 249,654 75,923

減価償却費 36,255 46,422

ソフトウエア償却費 44,253 61,051

のれん償却額 90,931 90,931

減損損失 5,168 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 23,767 19,041

販売促進引当金の増減額(△は減少) 6,308 13,077

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,926 2,811

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,947 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,954 8,029

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,100 7,700

受取利息 △578 △492

支払利息 14,675 11,977

固定資産除却損 600 3,278

売上債権の増減額（△は増加） 554,650 1,713,638

たな卸資産の増減額（△は増加） △50,567 6,838

仕入債務の増減額（△は減少） 118,926 170,912

その他 △123,701 △123,954

小計 977,379 2,107,187

利息及び配当金の受取額 542 491

利息の支払額 △14,675 △11,993

法人税等の支払額 △250,328 △168,942

営業活動によるキャッシュ・フロー 712,917 1,926,742

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 △24,966 △13,943

無形固定資産の取得による支出 △118,167 △83,935

関係会社株式の取得による支出 △1,430 －

関係会社貸付けによる支出 △10,000 －

貸付金の回収による収入 2,970 3,045

差入保証金の差入による支出 △422 △556

差入保証金の回収による収入 6,390 669

預り保証金の返還による支出 － △399

その他 △3,034 △3,817

投資活動によるキャッシュ・フロー △148,660 △98,936

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） － △600,000

長期借入金の返済による支出 △215,000 △215,000

株式の発行による収入 520 21,580

リース債務の返済による支出 △2,260 △19,337

配当金の支払額 △47,481 △48,063

財務活動によるキャッシュ・フロー △264,222 △860,820

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 300,034 966,985

現金及び現金同等物の期首残高 1,509,624 577,289

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,809,659 1,544,274

らでぃっしゅぼーや株式会社　（3146）　平成23年２月期　第２四半期決算短信（非連結）

-7-



 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

らでぃっしゅぼーや株式会社　（3146）　平成23年２月期　第２四半期決算短信（非連結）

-8-



 

 

４．補足情報 

(1) 生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

当社は、最終消費者へ直接販売する小売業を営んでおりますので、生産実績は記載しておりませんが、当

第２四半期累計期間における仕入実績を、品目分類別に示すと次のとおりであります。 

なお、下記「③ 販売実績」には、企画分類別の記載がありますが、当分類は販売に関する分類であるため、

仕入実績としては記載しておりません。 

 

  品目分類別仕入状況 

前第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) 

当第２四半期累計期間 

(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年８月31日) 
分類 

仕入高(千円) 構成比(％) 仕入高(千円) 構成比(％)

 農産品 3,128,888 44.2 3,081,103 44.4

 畜産品 882,024 12.4 837,366 12.1

 水産品 456,319 6.4 420,690 6.1

 加工食品 1,888,326 26.7 1,830,282 26.3

食品計 6,355,558 89.7 6,169,442 88.9

 日用品等 732,080 10.3 732,286 10.6

非食品計 732,080 10.3 732,286 10.6

その他計 1,318 0.0 34,302 0.5

合計 7,088,957 100.0 6,936,031 100.0

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

② 受注実績 

当社は、最終消費者へ直接販売する小売業を営んでおりますので、受注実績は記載しておりません。 

 

③ 販売実績 

当社の当第２四半期累計期間における販売実績を、企画分類別、品目分類別に示すと次のとおりでありま

す。 

 

  (a) 企画分類別売上状況 

 

前第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) 

当第２四半期累計期間 

(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年８月31日) 
分類 

売上高(千円) 構成比(％) 売上高(千円) 構成比(％)

 定期品 3,979,956 35.9 3,988,364 36.5

 注文品 6,953,070 62.8 6,788,619 62.0

 その他 145,840 1.3 165,477 1.5

合計 11,078,867 100.0 10,942,461 100.0

(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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  (b) 品目分類別売上状況 

 

前第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) 

当第２四半期累計期間 

(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年８月31日) 
分類 

売上高(千円) 構成比(％) 売上高(千円) 構成比(％)

 農産品 5,359,408 48.4 5,351,926 48.9

 畜産品 924,414 8.3 882,075 8.1

 水産品 689,495 6.2 632,167 5.8

 加工食品 2,864,340 25.9 2,769,134 25.3

食品計 9,837,659 88.8 9,635,305 88.1

 日用品等 1,108,470 10.0 1,152,008 10.5

非食品計 1,108,470 10.0 1,152,008 10.5

その他計 132,736 1.2 155,147 1.4

合計 11,078,867 100.0 10,942,461 100.0

(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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