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1.  平成25年2月期第1四半期の業績（平成24年3月1日～平成24年5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 ％

25年2月期第1四半期 5,402 △1.8 △19 ― △4 ― △36 ―

24年2月期第1四半期 5,502 2.0 125 135.2 133 122.0 △30 ―

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

25年2月期第1四半期 △5.43 ―

24年2月期第1四半期 △4.50 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年2月期第1四半期 7,579 3,518 46.4
24年2月期 7,446 3,554 47.7

（参考） 自己資本   25年2月期第1四半期  3,518百万円 24年2月期  3,554百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  

なお、平成25年２月期の配当予想につきましては、上場廃止を予定しているため未定であります。 

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

24年2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年2月期 ―

25年2月期（予想） ― ― ― ―

3. 平成25年 2月期の業績予想（平成24年 3月 1日～平成25年 2月28日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 11,117 1.8 52 △69.8 80 △58.0 △16 ― △2.46

通期 22,637 2.7 281 △6.0 334 4.9 93 ― 13.96



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年2月期1Q 6,945,317 株 24年2月期 6,945,317 株

② 期末自己株式数 25年2月期1Q 277,345 株 24年2月期 277,335 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年2月期1Q 6,667,974 株 24年2月期1Q 6,859,520 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１四半期累計期間（平成24年３月１日～平成24年５月31日）におけるわが国経済は、東日本大震災

後の復興需要による公共投資の増加などにより、景気の一部に緩やかな回復の兆しが見られたものの、長期化

するデフレや円高に加え、ユーロ圏の債務問題を背景とした海外経済の減速など、依然として先行き不透明な

状況で推移いたしました。 

このような状況のもと、当社は会員数の拡大、商品開発の強化等に取り組みました。 

 

この結果、第１四半期累計期間の売上高は5,402百万円（前年同四半期比1.8％減）、営業損失は19百万円

（前年同四半期は125百万円の営業利益）、経常損失は４百万円（前年同四半期は133百万円の経常利益）、四

半期純損失は36百万円（前年同四半期は30百万円の四半期純損失）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1,884百万円（前年同四半期比2.5％減）、注文品は3,394百万円（前年同四半期比3.0％減）、その

他は123百万円（前年同四半期比77.3％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１四半期会計期間末における流動資産の残高は3,968百万円となり、前事業年度末残高3,750百万円と比

較して218百万円増加いたしました。これは、現金及び預金が143百万円増加、貸倒引当金が26百万円減少した

ことなどによるものであります。 

(固定資産) 

当第１四半期会計期間末における固定資産の残高は3,610百万円となり、前事業年度末残高3,695百万円と比

較して85百万円減少いたしました。これは、のれん償却額の計上によりのれんが45百万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１四半期会計期間末における流動負債の残高は3,184百万円となり、前事業年度末残高2,947百万円と比

較して237百万円増加いたしました。これは、未払法人税等が54百万円減少したものの、買掛金が46百万円増

加、１年内履行予定の資産除去債務を固定負債から振り替えたことにより85百万円増加したことなどによるも

のであります。 

(固定負債) 

当第１四半期会計期間末における固定負債の残高は876百万円となり、前事業年度末残高944百万円と比較し

て67百万円減少いたしました。これは、１年内履行予定の資産除去債務の流動負債への振り替えなどにより84

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１四半期会計期間末における純資産の残高は3,518百万円となり、前事業年度末残高3,554百万円と比較

して36百万円減少いたしました。これは、四半期純損失36百万円を計上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１四半期累計期間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

143百万円増加し、960百万円となりました。 

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184百万円（前年同四半期に得られた資金は427百万円）となりました。これ

は主に、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98百万円、賞与引当金の増加額45百万

円、仕入債務の増加額46百万円などによる収入と、税引前四半期純損失25百万円、貸倒引当金の減少額26百万

円、法人税等の支払額51百万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30百万円（前年同四半期に使用した資金は35百万円）となりました。これは

主に、無形固定資産の取得による支出12百万円、投資有価証券の取得による支出15百万円などによるものであ

ります。 
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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10百万円（前年同四半期に使用した資金は259百万円）となりました。これ

は主に、リース債務の返済による支出10百万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25年２月期の業績予想につきましては、平成24年４月10日発表の数値から変更はありません。 

 

２．サマリー情報（その他）に関する事項 

(1) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

 

(3) 追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 
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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)

前事業年度 
(平成24年２月29日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 816,859 960,457

売掛金 2,171,987 2,194,824

商品及び製品 449,883 397,336

原材料及び貯蔵品 29,330 37,692

その他 443,110 512,772

貸倒引当金 △160,432 △134,278

流動資産合計 3,750,739 3,968,804

固定資産   

有形固定資産 403,530 401,074

無形固定資産   

のれん 2,546,095 2,500,629

その他 313,107 290,637

無形固定資産合計 2,859,202 2,791,266

投資その他の資産   

その他 478,718 463,960

貸倒引当金 △45,737 △45,737

投資その他の資産合計 432,981 418,222

固定資産合計 3,695,714 3,610,563

資産合計 7,446,453 7,579,367

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,523,361 1,569,937

1年内返済予定の長期借入金 402,000 402,000

未払法人税等 56,307 1,995

賞与引当金 87,431 133,125

販売促進引当金 10,580 13,876

資産除去債務 54,781 140,547

その他 812,676 922,858

流動負債合計 2,947,138 3,184,340

固定負債   

長期借入金 395,000 395,000

退職給付引当金 271,993 282,683

役員退職慰労引当金 81,300 83,800

資産除去債務 133,806 48,977

その他 62,622 66,388

固定負債合計 944,722 876,849

負債合計 3,891,861 4,061,189
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年２月29日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 869,219 869,219

資本剰余金 2,281,805 2,281,805

利益剰余金 583,391 547,172

自己株式 △179,869 △179,879

株主資本合計 3,554,546 3,518,317

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 46 △139

評価・換算差額等合計 46 △139

純資産合計 3,554,592 3,518,178

負債純資産合計 7,446,453 7,579,367
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(2) 【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

売上高 5,502,637 5,402,239

売上原価 3,489,171 3,425,774

売上総利益 2,013,465 1,976,464

販売費及び一般管理費 1,888,374 1,995,943

営業利益又は営業損失（△） 125,090 △19,479

営業外収益   

受取手数料 7,057 7,064

期限切品処分収入 2,915 2,391

その他 4,968 9,664

営業外収益合計 14,941 19,120

営業外費用   

支払利息 2,761 2,086

たな卸資産廃棄損 182 2,265

その他 3,259 89

営業外費用合計 6,203 4,442

経常利益又は経常損失（△） 133,828 △4,800

特別損失   

減損損失 825 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 148,058 －

TOB関連費用 － 20,972

その他 － 64

特別損失合計 148,884 21,036

税引前四半期純損失（△） △15,055 △25,837

法人税、住民税及び事業税 91,907 215

法人税等調整額 △76,094 10,166

法人税等合計 15,813 10,381

四半期純損失（△） △30,868 △36,219
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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１四半期累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △15,055 △25,837

減価償却費 23,863 24,108

ソフトウエア償却費 32,536 28,758

のれん償却額 45,465 45,465

減損損失 825 －

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） △6,892 △26,153

販売促進引当金の増減額(△は減少) △654 3,295

賞与引当金の増減額（△は減少） 44,405 45,694

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,237 10,690

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,900 2,500

受取利息 △97 △59

支払利息 2,761 2,086

売上債権の増減額（△は増加） 240,783 △22,837

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,292 44,185

仕入債務の増減額（△は減少） 100,608 46,576

その他 △59,632 59,632

小計 565,821 238,106

利息及び配当金の受取額 152 77

利息の支払額 △2,771 △2,086

法人税等の支払額 △136,021 △51,380

営業活動によるキャッシュ・フロー 427,181 184,717

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 △1,176 △3,151

無形固定資産の取得による支出 △36,709 △12,447

投資有価証券の取得による支出 － △15,000

貸付金の回収による収入 1,556 707

差入保証金の差入による支出 △625 △1,697

差入保証金の回収による収入 983 942

投資活動によるキャッシュ・フロー △35,970 △30,646

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） △200,000 －

リース債務の返済による支出 △9,384 △10,447

自己株式の取得による支出 △6,665 △9

配当金の支払額 △43,428 △15

財務活動によるキャッシュ・フロー △259,478 △10,472

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 131,732 143,597

現金及び現金同等物の期首残高 1,140,998 816,859

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,272,731 960,457
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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。 

 

(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。 

 

(7) 重要な後発事象 

平成24年６月28日開催の当社の臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会において、「種類株式発行に

係る定款一部変更の件」及び「全部取得条項に係る定款一部変更の件」、「全部取得条項付普通株式の取得の

件」が決議されました。 

 これらの決議に伴い、当社普通株式は、株式会社大阪証券取引所の上場廃止基準に該当することとなり、平

成24年６月28日から平成24年７月26日までの間、整理銘柄に指定された後、平成24年７月27日をもって上場廃

止となる予定です。上場廃止後は、当社普通株式を大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱにおいて取引することはでき

ません。 

 なお、上記に関する日程は以下のとおりです。 

 

平成24年６月28日(木) 種類株式発行に係る定款一部変更の効力発生日 

平成24年６月28日(木) 当社普通株式の整理銘柄への指定 

平成24年７月11日(水)(予定) 全部取得条項付普通株式の取得及びＡ種種類株式交付に係る基準日設定公告 

平成24年７月26日(木)(予定) 当社普通株式の売買最終日 

平成24年７月27日(金)(予定) 当社普通株式の上場廃止日 

平成24年７月31日(火)(予定) 全部取得条項付普通株式の取得及びＡ種種類株式交付に係る基準日 

平成24年８月１日(水)(予定) 全部取得条項に係る定款一部変更の効力発生日 

平成24年８月１日(水)(予定) 全部取得条項付普通株式の取得及びＡ種種類株式の交付の効力発生日 
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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１四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１四半期累計期間 

(自 平成23年３月１日 

 至 平成23年５月31日) 

当第１四半期累計期間 

(自 平成24年３月１日 

 至 平成24年５月31日) 分類 

仕入高(千円) 構成比(％) 仕入高(千円) 構成比(％)

 農産品 1,502,079 42.8 1,441,059 42.4

 畜産品 408,357 11.6 379,628 11.2

 水産品 193,234 5.5 181,143 5.3

 加工食品 1,004,430 28.7 976,874 28.8

食品計 3,108,102 88.6 2,978,705 87.7

 日用品等 390,398 11.1 373,498 11.0

非食品計 390,398 11.1 373,498 11.0

その他計 7,973 0.3 44,287 1.3

合計 3,506,475 100.0 3,396,490 100.0

(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１四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１四半期累計期間 

(自 平成23年３月１日 

 至 平成23年５月31日) 

当第１四半期累計期間 

(自 平成24年３月１日 

 至 平成24年５月31日) 分類 

売上高(千円) 構成比(％) 売上高(千円) 構成比(％)

 定期品 1,933,743 35.1 1,884,564 34.9

 注文品 3,499,176 63.6 3,394,084 62.8

 その他 69,717 1.3 123,590 2.3

合計 5,502,637 100.0 5,402,239 100.0

(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１四半期累計期間 

(自 平成23年３月１日 

 至 平成23年５月31日) 

当第１四半期累計期間 

(自 平成24年３月１日 

 至 平成24年５月31日) 分類 

売上高(千円) 構成比(％) 売上高(千円) 構成比(％)

 農産品 2,481,464 45.1 2,390,578 44.2

 畜産品 605,264 11.0 587,289 10.9

 水産品 284,787 5.2 274,791 5.1

 加工食品 1,481,767 26.9 1,463,696 27.1

食品計 4,853,283 88.2 4,716,355 87.3

 日用品等 583,534 10.6 562,293 10.4

非食品計 583,534 10.6 562,293 10.4

その他計 65,818 1.2 123,590 2.3

合計 5,502,637 100.0 5,402,239 100.0

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 

 

 

らでぃっしゅぼーや株式会社　（3146）　平成25年２月期　第1四半期決算短信（非連結）

-10-


	uji
	平成25年2月期第１四半期_定性情報
	第25期1Q四半期決算短信_財務諸表
	3
	4.補足情報



