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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 10,921 △0.2 174 174.0 191 142.0 △19 －

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

 

  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 △2.86 －

23年2月期第2四半期 0.27 －

 
(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 8,025 3,698 46.1 546.88

23年2月期 8,232 3,830 46.5 558.26

（参考） 自己資本  24年2月期第2四半期 3,698百万円  23年2月期 3,830百万円 

 
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）配当予想の当四半期における修正の有無： 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 22,702 3.1 265 1.5 306 4.0 2 △97.3 0.33

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 

 



 

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) 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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 
② ①以外の変更 ： 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 6,939,317株 23年2月期 6,939,317株

② 期末自己株式数 24年2月期2Ｑ 177,300株 23年2月期 77,300株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年2月期2Ｑ 6,838,285株 23年2月期2Ｑ 6,928,373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（平成23年３月１日～平成23年８月31日）のわが国経済は、新興国需要の伸びなども

あり緩やかな回復基調が見られましたが、長期化する円高やデフレ、厳しい雇用環境などにより先行き不透明

な状況が続いています。 

 また平成23年３月11日に発生した東日本大震災以降は、電力不足や放射性物質への不安、復興財源確保に伴

う税制改正など、今後の景気動向に対する不透明感があり、予断を許さない状況となっています。 

更に、福島第一原子力発電所の事故による放射性物質の汚染問題が牛肉にも波及するなど、当社の属する食

品業界の環境は一層厳しいものとなっています。 

 

このような経営環境のもと、主力取扱商品である農産品に対しては、放射性物質の自主検査体制を整備し、

安全対策の充実に努めてまいりました。 

定期品や注文品におきましては産地限定商品を投入するなど積極的な営業活動を展開してまいりましたが、

放射性物質による汚染問題の影響等により、定期品を中心に売上が減少いたしました。 

しかしながら販売費及び一般管理費におきましては、広告宣伝の見直しや販売促進費用の抑制、全般的な諸

経費の削減に努めてまいりました。 

 

この結果、第２四半期累計期間における売上高は10,921百万円（前年同四半期比0.2％減）、営業利益は174

百万円（前年同四半期比174.0％増）、経常利益は191百万円（前年同四半期比142.0％増）、四半期純損失は

19百万円（前年同四半期は１百万円の四半期純利益）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3,741百万円（前年同四半期比6.2％減）、注文品は7,027百万円（前年同四半期比3.5％増）、その

他は151百万円（前年同四半期比8.3％減）となりました。 

 

なお、平成23年９月27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

は震災の影響から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２四半期累計期間の売

上高は当初の予定を下回る結果となりましたが、販管費の抑制や経費削減効果などがあり、営業利益、経常利

益はそれぞれ上方修正いたしました。 

 

(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4,122百万円となり、前事業年度末残高4,300百万円と比

較して177百万円減少いたしました。これは、現金及び預金が84百万円増加したものの、売掛金が365百万円減

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3,902百万円となり、前事業年度末残高3,932百万円と比

較して30百万円減少いたしました。これは、資産除去債務に関する会計基準の適用により繰延税金資産が62百

万円増加したものの、のれん償却額の計上により90百万円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3,134百万円となり、前事業年度末残高3,202百万円と比

較して68百万円減少いたしました。これは、買掛金が77百万円増加したものの、返済により短期借入金が200百

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1,192百万円となり、前事業年度末残高1,199百万円と比

較して６百万円減少いたしました。これは、資産除去債務を187百万円計上したものの、返済により長期借入金

が201百万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の残高は3,698百万円となり、前事業年度末残高3,830百万円と比較

して132百万円減少いたしました。これは、剰余金の配当により利益剰余金が48百万円減少し、自己株式が65百

万円増加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84百万円増加し、1,225百万円となりました。 

 

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692百万円（前年同四半期に得られた資金は1,926百万円）となりました。

これは主に、税引前四半期純利益が41百万円となったこと、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206百万円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額148百万円、売上債権の減少額365百万円、

仕入債務の増加額77百万円などによる収入と、法人税等の支払額136百万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73百万円（前年同四半期に使用した資金は98百万円）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11百万円、無形固定資産の取得による支出66百万円などによるもの

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534百万円（前年同四半期に使用した資金は860百万円）となりました。こ

れは主に、短期借入金の純減少額200百万円、長期借入金の返済による支出201百万円、自己株式の取得によ

る支出67百万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24年２月期の業績予想につきましては、平成23年９月27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四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

 

(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 

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、経常利益はそれぞれ4,790千円、税引前四半期純利益は

152,849千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は185,921千円

であります。 

 

らでぃっしゅぼーや株式会社　（3146）　平成24年２月期　第２四半期決算短信（非連結）

-3-



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 1,225,242 1,140,998

売掛金 2,157,745 2,523,429

商品及び製品 495,541 503,782

原材料及び貯蔵品 32,459 34,970

その他 463,592 365,790

貸倒引当金 △251,643 △268,553

流動資産合計 4,122,939 4,300,417

固定資産   

有形固定資産 443,240 434,840

無形固定資産   

のれん 2,637,027 2,727,959

その他 420,584 425,368

無形固定資産合計 3,057,612 3,153,328

投資その他の資産   

その他 447,443 390,336

貸倒引当金 △46,140 △46,219

投資その他の資産合計 401,302 344,117

固定資産合計 3,902,155 3,932,286

資産合計 8,025,095 8,232,704

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,636,590 1,559,093

短期借入金 － 200,000

1年内返済予定の長期借入金 402,000 402,000

未払法人税等 131,207 142,209

賞与引当金 86,113 85,799

販売促進引当金 10,228 7,040

その他 867,998 806,620

流動負債合計 3,134,137 3,202,763

固定負債   

長期借入金 596,000 797,000

退職給付引当金 254,188 240,104

役員退職慰労引当金 73,500 65,800

資産除去債務 187,254 －

その他 81,969 96,232

固定負債合計 1,192,912 1,199,136

負債合計 4,327,050 4,401,899

らでぃっしゅぼーや株式会社　（3146）　平成24年２月期　第２四半期決算短信（非連結）

-4-



(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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 867,015 867,015

資本剰余金 2,279,601 2,279,601

利益剰余金 659,060 726,651

自己株式 △107,632 △42,464

株主資本合計 3,698,044 3,830,804

純資産合計 3,698,044 3,830,804

負債純資産合計 8,025,095 8,232,704
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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 10,942,461 10,921,587

売上原価 6,908,000 6,947,417

売上総利益 4,034,460 3,974,169

販売費及び一般管理費 3,970,593 3,799,202

営業利益 63,867 174,967

営業外収益   

受取手数料 12,545 14,057

期限切品処分収入 6,056 5,677

その他 10,138 9,629

営業外収益合計 28,740 29,364

営業外費用   

支払利息 11,977 5,481

リース解約損 － 3,129

その他 1,428 4,063

営業外費用合計 13,405 12,674

経常利益 79,202 191,656

特別損失   

固定資産除却損 3,278 25

減損損失 － 1,797

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 148,058

特別損失合計 3,278 149,881

税引前四半期純利益 75,923 41,775

法人税、住民税及び事業税 81,147 125,531

法人税等調整額 △7,089 △64,199

法人税等合計 74,057 61,332

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,866 △19,557
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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 75,923 41,775

減価償却費 46,422 48,824

ソフトウエア償却費 61,051 66,863

のれん償却額 90,931 90,931

減損損失 － 1,797

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 148,058

貸倒引当金の増減額（△は減少） 19,041 △16,988

販売促進引当金の増減額(△は減少) 13,077 3,187

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,811 313

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,029 14,084

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,700 7,700

受取利息 △492 △290

支払利息 11,977 5,481

固定資産除却損 3,278 25

売上債権の増減額（△は増加） 1,713,638 365,684

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,838 10,751

仕入債務の増減額（△は減少） 170,912 77,496

その他 △123,954 △31,736

小計 2,107,187 833,959

利息及び配当金の受取額 491 327

利息の支払額 △11,993 △5,490

法人税等の支払額 △168,942 △136,042

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,926,742 692,753

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 △13,943 △11,198

無形固定資産の取得による支出 △83,935 △66,494

貸付金の回収による収入 3,045 3,122

差入保証金の差入による支出 △556 △625

差入保証金の回収による収入 669 1,251

預り保証金の返還による支出 △399 －

その他 △3,817 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △98,936 △73,944

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 △200,000

長期借入金の返済による支出 △215,000 △201,000

リース債務の返済による支出 △19,337 △18,914

株式の発行による収入 21,580 －

自己株式の取得による支出 － △67,110

配当金の支払額 △48,063 △47,539

財務活動によるキャッシュ・フロー △860,820 △534,564

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 966,985 84,244

現金及び現金同等物の期首残高 577,289 1,140,998

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,544,274 1,225,242
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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) セグメント情報 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、農産品、畜産品、水産品、加工食品及び日用品等を販売しており、顧客及びサービス別のセグメン

トから構成されておりますが、会員や一般顧客に対する戸別宅配事業以外の全セグメントに占める割合が僅少

であり、開示情報としての重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

 

（追加情報） 

第１四半期会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。 

 

(6) 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。 
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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) 
分類 

仕入高(千円) 構成比(％) 仕入高(千円) 構成比(％)

 農産品 3,081,103 44.4 2,939,832 42.2

 畜産品 837,366 12.1 815,000 11.7

 水産品 420,690 6.1 383,527 5.5

 加工食品 1,830,282 26.3 1,950,919 28.0

食品計 6,169,442 88.9 6,089,280 87.4

 日用品等 732,286 10.6 855,823 12.3

非食品計 732,286 10.6 855,823 12.3

その他計 34,302 0.5 21,724 0.3

合計 6,936,031 100.0 6,966,828 100.0

(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) 
分類 

売上高(千円) 構成比(％) 売上高(千円) 構成比(％)

 定期品 3,988,364 36.5 3,741,968 34.3

 注文品 6,788,619 62.0 7,027,923 64.3

 その他 165,477 1.5 151,694 1.4

合計 10,942,461 100.0 10,921,587 100.0

(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) 
分類 

売上高(千円) 構成比(％) 売上高(千円) 構成比(％)

 農産品 5,351,926 48.9 4,842,855 44.4

 畜産品 882,075 8.1 1,177,778 10.8

 水産品 632,167 5.8 571,011 5.2

 加工食品 2,769,134 25.3 2,907,470 26.6

食品計 9,635,305 88.1 9,499,115 87.0

 日用品等 1,152,008 10.5 1,278,765 11.7

非食品計 1,152,008 10.5 1,278,765 11.7

その他計 155,147 1.4 143,705 1.3

合計 10,942,461 100.0 10,921,587 100.0

(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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