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（百万円未満切捨て） 
１．平成24年2月期第2四半期の業績（平成23年3月1日～平成23年8月31日） 
（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        ％

24年 2月期第2四半期 14,147    3.8 560    33.8 494     41.6 172   △14.8
23年 2月期第2四半期 13,626   △0.8 418   △11.8 349   △10.6 202   △9.1

 

 
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

24年 2月期第2四半期 36.55 －
23年 2月期第2四半期 41.75 －

 
（２）財政状態 

 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

24年 2月期第2四半期 14,310 1,996 14.0 422.08
23年 2月期 13,388 1,839 13.7 388.94

(参考)自己資本 24年2月期第2四半期 1,996百万円 23年2月期 1,839百万円 

 
２．配当の状況 

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   
23年 2月期 － 0.00 － 7.00 7.00   
24年 2月期 － 0.00   

24年 2月期(予想)   － 7.00 7.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：有・無 

 
３．平成24年2月期の業績予想（平成23年3月1日～平成24年2月29日） 

（％表示は、対前期増減率） 

 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 27,169   0.3 771    4.8 602     0.8 200    105.3 42.49

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：有・無 

業績予想の修正については、本日（平成 23 年 10 月 7 日）公表の「業績予想値と実績値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知

らせ」を参照してください。



 

 

４．その他  （詳細は、【添付資料】P.3「２．その他の情報」をご覧ください。） 
 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有・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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有・無 

② ①以外の変更 ：有・無 

（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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 24年2月期2Ｑ 5,000,000株 23年2月期 5,000,000株

② 期末自己株式数 24年2月期2Ｑ 270,076株 23年2月期 270,076株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 24年2月期2Ｑ 4,729,924株 23年2月期2Ｑ 4,859,116株

 
 
（注意事項） 

・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終了していません。 

 

・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、四半期決算短信
【添付資料】P.3「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（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我が国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災並びに福島第一原子力

発電所の事故の影響による一時的な消費の落ち込みが持ち直しの動きを見せてきた一方で、円高の長期化や原油価

格の高騰により、輸出産業を中心に厳しい状況が続いております。 

 当小売業界におきましては、東日本大震災直後、災害関連商品や飲料・食品等の商品供給が一時的に不足しまし

たが、４月下旬から５月上旬頃までにほぼ解消されてきたことに加えて、電力の供給力不足に対する節電ムードが

高まったことから、節電対策商品や遮光用品、暑さ対策商品等が好調に推移した他、地デジ関連商品の駆け込み需

要等もあり、関連商品を取り扱っている企業を中心として売上高は回復基調となりました。 

 このような状況の下、当社では安定した商品供給に努めるとともに、地域のお客様に喜びと満足を提供するため

に変化のある売場づくりとサービスの向上に注力致しました。さらに価格競争からの脱却を進めながら集客力を高

めるためのハウツー教室の開催や各種イベントを積極的に実施し、ソフト面の強化や商品の付加価値の訴求を図る

ことで潜在的な需要喚起を進め、他社との差別化を行い固定客の増加に努めてまいりました。また、東日本大震災

の被災地に対する支援として、売上高の一部を寄付するためのチャリティーキャンペーンの実施や全店舗に募金箱

を設置しお客様の善意の橋渡しを行う等、積極的な活動を進めてまいりました。 

 新規事業所の開設と致しましては、ペット事業において、平成23年７月に関東地区では1号店となる藤沢事業所

（神奈川県藤沢市）の出店を行っており、当該事業所は当社の今後の関東地区進出の足がかりとなる基幹店と位置

付けております。また、収益の改善を図るために不採算店舗２店舗（酒類販売の専門店、オーダーカーテンの専門

店）を閉鎖するとともに、既存店の収益力の維持・強化を図るためにホームセンター事業１店舗、ペット事業３店

舗の店舗改装を実施致しました。 

 これらの結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高は14,147百万円（前年同期比3.8％増）、営業利益は560

百万円（同33.8％増）、経常利益は494百万円（同41.6％増）と増収増益となりました。四半期純利益は、資産除

去債務会計基準の適用に伴う影響額172百万円を特別損失に計上したこと等により172百万円（同14.8％減）となり

ました。 

  

 セグメント別の営業概況は次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、震災直後の災害関連商品の需要の増加、その後の全国的な自粛ムードに

よる消費活動の低下、台風の影響による悪天候が続いたこと等、さまざまな変動要因があったものの、ＬＥＤ電

球や扇風機等の節電対策商品、立てず・すだれ等の遮光用品、冷却スプレー等の暑さ対策商品の売上高が好調に

推移した他、地デジチューナーや地デジ対応テレビ等の地デジ関連商品、消防法の改正による住宅用火災警報器

設置義務化に伴う販売数の増加等があったことから、売上高は堅調に推移致しました。そのような環境の中で、

売上高の底上げを図るために、実演販売やハウツー教室・イベント等を積極的に行い、商品性能のアピールや従

業員のサービスレベルの向上を進め、集客力のアップを図っております。これらの結果、当第２四半期累計期間

の売上高は9,760百万円（前年同期比2.5％増）となりました。 

②ペット事業 

 ペット事業におきましては、販売が低迷していた犬・猫等の動物生体の販売が回復傾向となっており、関連す

るフードの売上高も堅調に推移致しました。一方で、犬猫用品及び魚関連商品については回復が遅れており、売

上高の伸長を妨げる一因となっております。サービス部門についてはトリミングを主として好調に推移しており

ます。売上高を確保するための施策としまして、お客様のペットの写真撮影会等のイベント実施、商品機能や品

質をアピールした売場作りを実現することで集客力の向上を進めるとともに、旧型店舗の内外装のリニューアル

や買い回りのしやすいレイアウトへの変更等を実施致しました。また、人材の育成に注力するため、社外研修へ

の参加や各種社内勉強会の実施を積極的に行い、従業員の知識と技術の習得を進め、専門店としてのサービスレ

ベルの向上を図っております。これらの結果、当第２四半期累計期間の売上高は、新規事業所の開設及び前事業

年度に出店した事業所の通年営業もあったことから4,386百万円（前年同期比7.0％増）となりました。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

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922百万円増加し14,310百万円と

なりました。この主な要因は、現金及び預金の増加454百万円、季節の変動等に伴う商品の増加100百万円、資産

除去債務会計基準の適用等による建物の増加219百万円、新規事業所開設に伴う敷金及び保証金の増加53百万円

等によるものであります。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

㈱リックコーポレーション（3147）平成24年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

2



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765百万円増加し12,314百万円と

なりました。この主な要因は、長期借入金の増加483百万円、買掛金の増加175百万円、資産除去債務の増加350

百万円等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156百万円増加し1,996百万円

となりました。この主な要因は、第２四半期純利益172百万円の計上に対し、剰余金の配当33百万円等によるも

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、1,267百万円となり、前

年同四半期会計期間末と比較して424百万円増加致しました。 

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、476百万円となり、前年同四半期累計期間と

比較して239百万円減少致しました。これは、税引前四半期純利益317百万円、減価償却費187百万円、資産除去

債務会計基準の適用に伴う影響額172百万円及び仕入債務の増加額175百万円に対し、たな卸資産の増加額104百

万円及び法人税等の支払額209百万円の支出を行ったこと等によるものであります。   

（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、275百万円となり、前年同四半期累計期間と

比較して100百万円増加致しました。これは、有形固定資産の取得による支出232百万円、長期貸付けによる支出

24百万円、敷金及び保証金の差入による支出59百万円に対し、投資有価証券の売却による収入20百万円、長期貸

付金の回収による収入21百万円があったこと等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、253百万円となり、前年同四半期累計期間と

比較して830百万円増加致しました。これは、長期借入れによる収入2,060百万円に対し、短期借入金の純減額

200百万円、長期借入金の返済による支出1,564百万円及び配当金の支払額32百万円等によるものであります。  

    

（３）業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期会計期間における業績の進捗を勘案し、平成23年４月８日に発表致しました「平成23年２月期 決

算短信〔日本基準〕（非連結）」に記載の業績予想の修正を行っております。詳細につきましては、本日公表の

「業績予想値と実績値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（税金費用の算出方法）  

 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。  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用してお

ります。 

 これにより、当第２四半期累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ10百万円減少し、税引前四半期純利益

は183百万円減少しております。 

  

  

２．その他の情報
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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23年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,267,101 812,172

受取手形及び売掛金 162,586 132,352

商品及び製品 2,673,358 2,572,973

原材料及び貯蔵品 23,885 19,327

その他 801,276 719,703

貸倒引当金 △1,638 △1,350

流動資産合計 4,926,571 4,255,179

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,771,517 2,552,098

構築物（純額） 217,322 223,728

車両運搬具（純額） 7 26

工具、器具及び備品（純額） 357,210 333,618

土地 2,459,310 2,459,310

リース資産（純額） 41,490 34,369

建設仮勘定 2,614 2,000

有形固定資産合計 5,849,474 5,605,152

無形固定資産 35,924 38,355

投資その他の資産   

長期貸付金 1,131,291 1,169,792

敷金及び保証金 1,553,416 1,499,583

その他 889,185 896,130

貸倒引当金 △74,893 △75,700

投資その他の資産合計 3,499,000 3,489,805

固定資産合計 9,384,399 9,133,313

資産合計 14,310,970 13,388,492
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成23年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成23年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,389,022 1,213,611

短期借入金 － 200,000

1年内返済予定の長期借入金 2,722,376 2,721,572

未払法人税等 158,655 225,000

ポイント引当金 466,601 461,474

店舗閉鎖損失引当金 18,523 22,784

その他 631,991 610,383

流動負債合計 5,387,171 5,454,827

固定負債   

長期借入金 6,262,454 5,778,781

退職給付引当金 17,412 19,615

資産除去債務 350,360 －

その他 297,178 295,598

固定負債合計 6,927,405 6,093,995

負債合計 12,314,577 11,548,822

純資産の部   

株主資本   

資本金 326,900 326,900

資本剰余金 397,940 397,940

利益剰余金 1,312,362 1,172,575

自己株式 △46,182 △46,182

株主資本合計 1,991,020 1,851,232

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,373 △11,562

評価・換算差額等合計 5,373 △11,562

純資産合計 1,996,393 1,839,670

負債純資産合計 14,310,970 13,388,492
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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22年３月１日 

 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

売上高 13,626,353 14,147,540

売上原価 9,480,456 9,682,821

売上総利益 4,145,897 4,464,719

その他の営業収入   

賃貸収入 191,364 186,387

その他 198,723 204,728

その他の営業収入合計 390,088 391,115

営業総利益 4,535,985 4,855,835

販売費及び一般管理費 4,117,415 4,295,799

営業利益 418,570 560,036

営業外収益   

受取利息 8,378 8,212

受取配当金 908 1,508

受取手数料 6,250 5,748

補助金収入 11,619 12,086

その他 6,717 7,321

営業外収益合計 33,873 34,877

営業外費用   

支払利息 88,203 79,394

支払手数料 11,698 16,023

その他 3,373 5,132

営業外費用合計 103,276 100,550

経常利益 349,167 494,362

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5,085 519

特別利益合計 5,085 519

特別損失   

固定資産除却損 1,197 4,510

投資有価証券売却損 － 1,114

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 172,098

特別損失合計 1,197 177,724

税引前四半期純利益 353,055 317,157

法人税等 150,170 144,260

四半期純利益 202,884 172,897
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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22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年３月１日 

 至 平成23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 353,055 317,157

減価償却費 178,654 187,544

ポイント引当金の増減額（△は減少） 4,830 5,127

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） － △4,260

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,428 △2,203

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,085 △519

受取利息及び受取配当金 △9,286 △9,720

支払利息 88,203 79,394

長期貸付金の家賃相殺額 50,472 52,512

固定資産除売却損益（△は益） 1,197 4,510

投資有価証券売却損益（△は益） － 1,114

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 172,098

売上債権の増減額（△は増加） △17,892 △30,234

たな卸資産の増減額（△は増加） △104,015 △104,943

仕入債務の増減額（△は減少） 286,971 175,410

未払金の増減額（△は減少） △2,561 41,725

その他 27,795 △120,726

小計 849,911 763,989

利息及び配当金の受取額 916 1,517

利息の支払額 △88,421 △79,663

法人税等の支払額 △2,166 △209,485

役員退職慰労金の支払額 △44,850 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 715,389 476,357

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 △172,102 △232,280

投資有価証券の取得による支出 － △6,639

投資有価証券の売却による収入 － 20,569

長期貸付けによる支出 △3,180 △24,213

長期貸付金の回収による収入 21,436 21,436

敷金及び保証金の差入による支出 △19,216 △59,080

敷金及び保証金の回収による収入 3,840 4,904

関係会社株式の取得による支出 △5,000 －

その他 △105 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △174,327 △275,304

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） △100,000 △200,000

長期借入れによる収入 1,100,000 2,060,290

長期借入金の返済による支出 △1,488,740 △1,564,657

自己株式の取得による支出 △46,182 －

配当金の支払額 △34,820 △32,923

リース債務の返済による支出 △6,950 △8,832

財務活動によるキャッシュ・フロー △576,693 253,876

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △35,631 454,929

現金及び現金同等物の期首残高 878,537 812,172

現金及び現金同等物の四半期末残高 842,905 1,267,101
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 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
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