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1.  平成23年2月期第3四半期の業績（平成22年3月1日～平成22年11月30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3四半期 16,427 △1.8 107 △60.3 133 △54.1 11 △88.9

22年2月期第3四半期 16,735 ― 271 ― 289 ― 104 ―

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3四半期 1.68 ―

22年2月期第3四半期 15.13 15.10

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3四半期 8,451 3,799 45.0 547.99
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3四半期  3,799百万円 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3Q 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3Q  5,700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3Q 6,931,859株 22年2月期3Q  6,896,418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３四半期累計期間におけるわが国経済は、一部に景気回復の兆しがあるものの、急激な円高の進行、欧

米の景気減速、中国との外交問題、依然として続く厳しい雇用情勢を背景に、景気の先行きは不透明な状況で

推移しております。 

 

食品業界におきましても、緩やかなデフレ傾向が続いており、また、依然として消費者の低価格志向が根強

く、価格競争が激化しております。さらに、春先の天候不順、夏の少雨や猛暑の影響により、農産品の収穫量

が落ち込むなど、厳しい経営環境が続いております。 

 

このような経営環境のもと、当社は定期品や注文品等の主力サービスのリニューアルを行い、商品ラインア

ップの見直しや節約志向に対応した商品カテゴリーを投入するなどの販促施策を実施してまいりました。ま

た、平成22年10月６日には、九州センターを開設し配送エリアを拡大するなど、売上向上に努めてまいりまし

た。 

新規会員獲得においては、従来の集客方法に加えて、「mixiアプリ・サンシャイン牧場」などのソーシャル

ゲームとタイアップするなど、新たな施策を実施し積極的に取り組んでまいりました。 

 

この結果、第３四半期累計期間における売上高は16,427百万円（前年同四半期比1.8％減）、営業利益は107

百万円（前年同四半期比60.3％減）、経常利益は133百万円（前年同四半期比54.1％減）、四半期純利益は11

百万円（前年同四半期比88.9％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5,998百万円（前年同四半期比0.5％減）、注文品は10,201百万円（前年同四半期比2.7％減）、そ

の他は226百万円（前年同四半期比3.9％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３四半期会計期間末における流動資産の残高は4,448百万円となり、前事業年度末残高4,954百万円と比

較して505百万円減少いたしました。これは、現金及び預金が726百万円増加したものの、売掛金が1,442百万

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３四半期会計期間末における固定資産の残高は4,002百万円となり、前事業年度末残高4,176百万円と比

較して174百万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３四半期会計期間末における流動負債の残高は3,251百万円となり、前事業年度末残高3,655百万円と比

較して404百万円減少いたしました。これは、買掛金が224百万円増加し、賞与引当金が45百万円増加したもの

の、短期借入金が600百万円減少、未払法人税等が112百万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３四半期会計期間末における固定負債の残高は1,400百万円となり、前事業年度末残高1,658百万円と比

較して258百万円減少いたしました。これは、長期借入金の返済により282百万円減少したことなどによるもの

であります。 

  (純資産) 

当第３四半期会計期間末における純資産の残高は3,799百万円となり、前事業年度末残高3,817百万円と比較

して17百万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。 
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  (キャッシュ・フローの状況) 

当第３四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726百万円増加し、1,303百万円となりました。 

 

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1,823百万円（前年同四半期に得られた資金は658百万円）となりました。こ

れは主に、税引前四半期純利益が129百万円となったこと、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298百万円、売上債権の減少額1,442百万円、仕入債務の増加額224百万円などによる収入と、法人

税等の支払額250百万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129百万円（前年同四半期に使用した資金は183百万円）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15百万円、無形固定資産の取得による支出105百万円によるものであ

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967百万円（前年同四半期に使用した資金は267百万円）となりました。これ

は主に、長期借入れによる収入1,400百万円と、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1,710百万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３四半期 
会計期間末 

(平成22年11月30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 1,303,504 577,289

売掛金 2,402,246 3,844,374

商品及び製品 553,406 489,201

原材料及び貯蔵品 15,060 14,836

その他 447,178 275,218

貸倒引当金 △272,769 △246,501

流動資産合計 4,448,627 4,954,418

固定資産   

有形固定資産 458,746 480,729

無形固定資産   

のれん 2,773,425 2,909,823

その他 425,837 447,355

無形固定資産合計 3,199,262 3,357,179

投資その他の資産   

その他 390,973 385,225

貸倒引当金 △46,223 △46,239

投資その他の資産合計 344,749 338,986

固定資産合計 4,002,759 4,176,894

資産合計 8,451,386 9,131,313

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,769,433 1,545,021

短期借入金 － 600,000

1年内返済予定の長期借入金 402,000 430,000

未払法人税等 63,198 175,208

賞与引当金 127,776 82,232

販売促進引当金 10,102 2,362

その他 879,032 820,978

流動負債合計 3,251,542 3,655,804

固定負債   

長期借入金 998,000 1,280,000

退職給付引当金 234,608 220,487

役員退職慰労引当金 61,900 50,200

その他 105,785 107,615

固定負債合計 1,400,293 1,658,302

負債合計 4,651,835 5,314,106
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(単位：千円)

当第３四半期 
会計期間末 

(平成22年11月30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 655,518 692,169

自己株式 △2,584 －

株主資本合計 3,799,550 3,817,206

純資産合計 3,799,550 3,817,206

負債純資産合計 8,451,386 9,131,313
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(2) 【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 16,735,221 16,427,242

売上原価 10,571,507 10,347,400

売上総利益 6,163,713 6,079,842

販売費及び一般管理費 5,892,569 5,972,242

営業利益 271,143 107,600

営業外収益   

受取手数料 18,642 18,747

期限切品処分収入 8,677 9,104

その他 14,855 17,544

営業外収益合計 42,175 45,396

営業外費用   

支払利息 21,072 16,295

その他 2,559 3,605

営業外費用合計 23,632 19,901

経常利益 289,687 133,095

特別損失   

固定資産除却損 600 3,278

減損損失 5,168 504

特別損失合計 5,769 3,782

税引前四半期純利益 283,917 129,312

法人税、住民税及び事業税 197,634 141,370

法人税等調整額 △18,056 △23,691

法人税等合計 179,577 117,679

四半期純利益 104,340 11,633
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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３四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30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 283,917 129,312

減価償却費 56,949 70,752

ソフトウエア償却費 69,064 90,904

のれん償却額 136,397 136,397

減損損失 5,168 504

貸倒引当金の増減額（△は減少） 42,908 26,252

販売促進引当金の増減額(△は減少) 12,500 7,739

賞与引当金の増減額（△は減少） 44,371 45,543

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,711 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,805 14,121

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,000 11,700

受取利息 △714 △608

支払利息 21,072 16,295

固定資産除却損 600 3,278

売上債権の増減額（△は増加） 179,310 1,442,127

たな卸資産の増減額（△は増加） △101,871 △64,429

仕入債務の増減額（△は減少） 239,056 224,411

その他 77,507 △65,301

小計 1,078,334 2,089,003

利息及び配当金の受取額 715 626

利息の支払額 △21,072 △16,312

法人税等の支払額 △399,818 △250,036

営業活動によるキャッシュ・フロー 658,158 1,823,281

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 △29,166 △15,193

無形固定資産の取得による支出 △151,155 △105,065

関係会社株式の取得による支出 △1,430 △3,450

関係会社貸付けによる支出 △10,000 △6,550

貸付金の回収による収入 4,469 4,582

差入保証金の差入による支出 △443 △610

差入保証金の回収による収入 6,951 1,143

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 △183,808 △129,360
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(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

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

長期借入れによる収入 － 1,400,000

長期借入金の返済による支出 △215,000 △1,710,000

株式の発行による収入 1,040 21,580

自己株式の取得による支出 － △2,615

リース債務の返済による支出 △5,666 △28,481

配当金の支払額 △47,549 △48,188

財務活動によるキャッシュ・フロー △267,175 △967,705

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 207,173 726,215

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 1,716,798 1,303,504
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(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３四半期決算短信（非連結）

-9-



 

 

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３四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３四半期累計期間 

(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期累計期間 

(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年11月30日) 
分類 

仕入高(千円) 構成比(％) 仕入高(千円) 構成比(％)

 農産品 4,701,806 43.9 4,620,145 44.1

 畜産品 1,308,056 12.2 1,308,331 12.5

 水産品 676,809 6.3 613,507 5.9

 加工食品 2,851,085 26.6 2,752,406 26.3

食品計 9,537,756 89.0 9,294,391 88.8

 日用品等 1,174,205 11.0 1,137,762 10.9

非食品計 1,174,205 11.0 1,137,762 10.9

その他計 1,318 0.0 36,410 0.3

合計 10,713,281 100.0 10,468,564 100.0

(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３四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３四半期累計期間 

(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期累計期間 

(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年11月30日) 
分類 

売上高(千円) 構成比(％) 売上高(千円) 構成比(％)

 定期品 6,031,514 36.0 5,998,696 36.5

 注文品 10,485,523 62.7 10,201,910 62.1

 その他 218,183 1.3 226,636 1.4

合計 16,735,221 100.0 16,427,242 100.0

(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３四半期累計期間 

(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期累計期間 

(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年11月30日) 
分類 

売上高(千円) 構成比(％) 売上高(千円) 構成比(％)

 農産品 8,097,147 48.4 8,059,481 49.1

 畜産品 1,388,570 8.3 1,330,575 8.1

 水産品 1,016,319 6.1 921,823 5.6

 加工食品 4,303,157 25.7 4,148,922 25.2

食品計 14,805,195 88.5 14,460,803 88.0

 日用品等 1,730,211 10.3 1,754,835 10.7

非食品計 1,730,211 10.3 1,754,835 10.7

その他計 199,814 1.2 211,604 1.3

合計 16,735,221 100.0 16,427,242 100.0

(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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