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（百万円未満切捨て） 

1．平成24年2月期第3四半期の業績（平成23年3月1日～平成23年11月30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3四半期 16,354 △0.4 161 49.8 182 37.4 △47 －

23年2月期第3四半期 16,427 △1.8 107 △60.3 133 △54.1 11 △88.9

 

  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3四半期 △6.92 －

23年2月期第3四半期 1.68 －

 
(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3四半期 7,917 3,598 45.4 540.14

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3四半期 3,598百万円  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 ： 有 
(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3Ｑ 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3Ｑ 277,300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3Ｑ 6,790,189株 23年2月期3Ｑ 6,931,859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（平成23年３月１日～平成23年11月30日）におけるわが国経済は、東日本大震災によ

る未曾有の被害から経済活動の一部にやや回復の兆しが見られるものの、米国経済の停滞、欧州の債務問題等

による円高傾向、タイの洪水による影響など、先行き不透明な状態で推移いたしました。 

食品業界におきましても、景気動向の不透明さに加えて、福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質に

よる汚染問題などにより厳しい環境にあります。 

 

福島第一原子力発電所の事故以降、消費者の農・水産物や畜産物等食材の放射能汚染に対する不安は大き

く、原産地等のトレーサビリティの情報開示を今まで以上に強く、詳細に求められるようになっており、食材

の安全性が具体的な消費行動の重要な判断基準となる傾向は一段と強まっております。 

 

このような経営環境のもと、当社は、定期品や注文品におきましては、検査体制の充実にとどまらず、平成

23年９月からは放射性物質に対する独自の数値基準を採用し、安全対策の充実に努めてまいりました。 

また、平成23年10月には株式会社ローソンとインターネット通販を事業主体とした合弁事業を立ち上げるな

ど、EC事業のサービス拡充に取り組んでまいりました。 

 

販売費及び一般管理費におきましては、広告宣伝費の費用対効果の見直しや販売促進費用の抑制などを進

め、全般的な諸経費の削減にも努めてまいりました。 

 

この結果、第３四半期累計期間における売上高は16,354百万円（前年同四半期比0.4％減）、営業利益は161

百万円（前年同四半期比49.8％増）、経常利益は182百万円（前年同四半期比37.4％増）、四半期純損失は47

百万円（前年同四半期は11百万円の四半期純利益）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5,624百万円（前年同四半期比6.2％減）、注文品は10,485百万円（前年同四半期比2.8％増）、そ

の他は244百万円（前年同四半期比7.9％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4,031百万円となり、前事業年度末残高4,300百万円と比

較して269百万円減少いたしました。これは、現金及び預金が151百万円減少、売掛金が231百万円減少したこ

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3,886百万円となり、前事業年度末残高3,932百万円と比

較して45百万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63百

万円増加したものの、のれん償却額の計上により136百万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３四半期会計期間末における流動負債の残高は3,121百万円となり、前事業年度末残高3,202百万円と比

較して81百万円減少いたしました。これは、買掛金が64百万円増加、賞与引当金が45百万円増加したものの、

返済により短期借入金が200百万円減少、未払法人税等が107百万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1,197百万円となり、前事業年度末残高1,199百万円と比

較して１百万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３四半期会計期間末における純資産の残高は3,598百万円となり、前事業年度末残高3,830百万円と比較

して232百万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、自己株式が137百

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151百万円減少し、989百万円となりました。 

 

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592百万円（前年同四半期に得られた資金は1,823百万円）となりました。こ

れは主に、税引前四半期純利益が32百万円となったこと、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311百万円、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231百万円、仕

入債務の増加額64百万円などによる収入と、法人税等の支払額244百万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125百万円（前年同四半期に使用した資金は129百万円）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16百万円、無形固定資産の取得による支出89百万円、関係会社株式の

取得による支出24百万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619百万円（前年同四半期に使用した資金は967百万円）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141百万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 

①会計処理の原則・手続きの変更 

（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３四半期累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ7,175千円、税引前四半期純利益は

155,234千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。 

 

②表示方法の変更 

（四半期損益計算書） 

前第３四半期累計期間において、営業外費用「その他」に含めて表示しておりました「たな卸資産廃棄
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損」は、営業外費用総額の100分の20を超えたため、当第３四半期累計期間では区分掲記することとしてお

ります。なお、前第３四半期累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「たな卸資産廃棄損」は1,575

千円であります。 
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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)

当第３四半期 
会計期間末 

(平成23年11月30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 989,116 1,140,998

売掛金 2,292,085 2,523,429

商品及び製品 483,651 503,782

原材料及び貯蔵品 28,926 34,970

その他 444,749 365,790

貸倒引当金 △207,338 △268,553

流動資産合計 4,031,191 4,300,417

固定資産   

有形固定資産 424,298 434,840

無形固定資産   

のれん 2,591,561 2,727,959

その他 413,441 425,368

無形固定資産合計 3,005,002 3,153,328

投資その他の資産   

その他 503,324 390,336

貸倒引当金 △46,139 △46,219

投資その他の資産合計 457,185 344,117

固定資産合計 3,886,486 3,932,286

資産合計 7,917,678 8,232,704

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,623,518 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 35,012 142,209

賞与引当金 130,968 85,799

販売促進引当金 12,811 7,040

その他 917,132 806,620

流動負債合計 3,121,442 3,202,763

固定負債   

長期借入金 596,000 797,000

退職給付引当金 263,914 240,104

役員退職慰労引当金 77,300 65,800

資産除去債務 187,921 －

その他 72,706 96,232

固定負債合計 1,197,842 1,199,136

負債合計 4,319,284 4,401,899
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(単位：千円)

当第３四半期 
会計期間末 

(平成23年11月30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 631,611 726,651

自己株式 △179,835 △42,464

株主資本合計 3,598,393 3,830,804

純資産合計 3,598,393 3,830,804

負債純資産合計 7,917,678 8,232,704

らでぃっしゅぼーや株式会社　（3146）　平成24年２月期　第３四半期決算短信（非連結）

-6-



(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22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年11月30日) 

売上高 16,427,242 16,354,738

売上原価 10,347,400 10,374,712

売上総利益 6,079,842 5,980,026

販売費及び一般管理費 5,972,242 5,818,885

営業利益 107,600 161,140

営業外収益   

受取手数料 18,747 20,969

期限切品処分収入 9,104 8,000

その他 17,544 19,830

営業外収益合計 45,396 48,800

営業外費用   

支払利息 16,295 7,813

たな卸資産廃棄損 － 11,991

その他 3,605 7,281

営業外費用合計 19,901 27,086

経常利益 133,095 182,853

特別損失   

固定資産除却損 3,278 25

減損損失 504 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 3,782 149,881

税引前四半期純利益 129,312 32,972

法人税、住民税及び事業税 141,370 141,402

法人税等調整額 △23,691 △61,424

法人税等合計 117,679 79,978

四半期純利益又は四半期純損失（△） 11,633 △47,006
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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22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23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 129,312 32,972

減価償却費 70,752 75,301

ソフトウエア償却費 90,904 99,604

のれん償却額 136,397 136,397

減損損失 504 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） 26,252 △61,294

販売促進引当金の増減額(△は減少) 7,739 5,771

賞与引当金の増減額（△は減少） 45,543 45,168

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,121 23,809

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,700 11,500

受取利息 △608 △475

支払利息 16,295 7,813

固定資産除却損 3,278 25

売上債権の増減額（△は増加） 1,442,127 231,344

たな卸資産の増減額（△は増加） △64,429 26,174

仕入債務の増減額（△は減少） 224,411 64,425

その他 △65,301 △3,881

小計 2,089,003 844,513

利息及び配当金の受取額 626 531

利息の支払額 △16,312 △7,823

法人税等の支払額 △250,036 △244,642

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,823,281 592,578

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 △15,193 △16,536

無形固定資産の取得による支出 △105,065 △89,654

関係会社株式の取得による支出 △3,450 △24,500

関係会社貸付けによる支出 △6,550 －

貸付金の回収による収入 4,582 4,697

差入保証金の差入による支出 △610 △747

差入保証金の回収による収入 1,143 1,349

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 △129,360 △125,390
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(単位：千円)

前第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) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23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 △200,000

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 △1,710,000 △201,000

リース債務の返済による支出 △28,481 △28,845

株式の発行による収入 21,580 －

自己株式の取得による支出 △2,615 △141,582

配当金の支払額 △48,188 △47,642

財務活動によるキャッシュ・フロー △967,705 △619,070

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 726,215 △151,882

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 1,303,504 989,116
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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。 

 

(7) 重要な後発事象 

平成23年12月２日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正す

る法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実行するために必要な財源

の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が公布され、平成24年４月１日以降開始する事業年度

より法人税率が変更されるとともに、平成24年４月１日から平成27年３月31日までの間に開始する事業年度に

ついては、復興特別法人税が課税されることとなりました。 

これに伴い、平成25年３月１日から開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異等について

は、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が40.69％から38.01％に変更されます。ま

た、平成28年３月１日から開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金

資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が40.69％から35.64％に変更されます。 

この変更により、当第３四半期会計期間末における一時差異等を基礎として再計算した場合、流動資産の繰

延税金資産が2,614千円、固定資産の繰延税金資産が17,570千円それぞれ減少し、法人税等調整額（借方）が

20,185千円増加致します。 
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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22年３月１日 

 至 平成22年11月30日) 

当第３四半期累計期間 

(自 平成23年３月１日 

 至 平成23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 4,620,145 44.1 4,375,237 42.1

 畜産品 1,308,331 12.5 1,239,427 11.9

 水産品 613,507 5.9 566,875 5.4

 加工食品 2,752,406 26.3 2,908,404 28.0

食品計 9,294,391 88.8 9,089,945 87.4

 日用品等 1,137,762 10.9 1,267,285 12.2

非食品計 1,137,762 10.9 1,267,285 12.2

その他計 36,410 0.3 43,525 0.4

合計 10,468,564 100.0 10,400,757 100.0

(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22年３月１日 

 至 平成22年11月30日) 

当第３四半期累計期間 

(自 平成23年３月１日 

 至 平成23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 5,998,696 36.5 5,624,404 34.4

 注文品 10,201,910 62.1 10,485,866 64.1

 その他 226,636 1.4 244,468 1.5

合計 16,427,242 100.0 16,354,738 100.0

(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22年３月１日 

 至 平成22年11月30日) 

当第３四半期累計期間 

(自 平成23年３月１日 

 至 平成23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 8,059,481 49.1 7,250,506 44.3

 畜産品 1,330,575 8.1 1,795,095 11.0

 水産品 921,823 5.6 842,691 5.2

 加工食品 4,148,922 25.2 4,353,858 26.6

食品計 14,460,803 88.0 14,242,151 87.1

 日用品等 1,754,835 10.7 1,879,698 11.5

非食品計 1,754,835 10.7 1,879,698 11.5

その他計 211,604 1.3 232,888 1.4

合計 16,427,242 100.0 16,354,738 100.0

(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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