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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第56期
第１四半期
累計(会計)期間

第55期

会計期間

自平成21年
　３月１日
至平成21年
　５月31日

自平成20年
　３月１日
至平成21年
　２月28日

売上高（百万円） 6,976 26,802

経常利益（百万円） 230 638

四半期（当期）純利益（百万円） 132 317

持分法を適用した場合の投資損失（△）（百万円） △1 －

資本金（百万円） 305 305

発行済株式総数（千株） 4,800 4,800

純資産額（百万円） 1,920 1,848

総資産額（百万円） 15,146 14,013

１株当たり純資産額（円） 400.17 385.06

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 27.65 79.28

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 27.56 79.05

１株当たり配当額（円） － 13.00

自己資本比率（％） 12.7 13.2

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
320 568

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△171 △1,262

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
356 794

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（百万円） 1,376 871

従業員数　　　　　　　　（人）

（外、平均臨時雇用者数）　

283

(875)　

267

(834)　

　（注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。

　　　　２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　　３．第55期の１株当たり配当額には、株式上場記念配当３円を含んでおります。  　

４．従業員数は就業人員であります。 

５．平均臨時雇用者数は、パートタイマー及びアルバイトの人員であり、年間の平均雇用人員（１日８時間換

算）を（　）外数で記載しております。
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２【事業の内容】

　当第１四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

 

３【関係会社の状況】

　当第１四半期会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。

名称 住所
資本金

（百万円）
 主要な事業の内容

議決権の

所有割合

（％）

関係内容

 （関連会社）

 株式会社アレンザ

コーポレーション

東京都千代田区 30 
商品開発及び

商品調達
50

当社の海外及び国内の商品開発

及び商品調達業務を委託

役員２名兼任

　（注）１．平成21年４月１日、提出会社と株式会社ダイユーエイトが商品の共同開発及び共同調達を目的として設立し

た合弁会社であります。

　　　　２．提出会社の議決権の持分は100分の50以下であり、実質的に支配していると認められないため関連会社としてお

ります。

 

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成21年５月31日現在

従業員数（人） 283(875)

　（注）１．従業員数は就業人員であります。

　　　　２．従業員数欄の外書（　）は、パートタイマー及びアルバイト等の臨時従業員の人員であり、当第１四半期会計期間

の平均雇用人員（１日８時間換算）を記載しております。 
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第２【事業の状況】

１【仕入及び販売の状況】

(1）商品仕入実績

　当第１四半期会計期間における商品仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

事業部門別 商品部門別

当第１四半期会計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）
金額（百万円）

 工具・資材・園芸用品 1,397

 家具・インテリア 477

ホームセンター事業

家庭用品・消耗品 1,273

ペットフード・用品 297

酒・食品 491

 その他 45

 小　計 3,983

 ペットフード・用品 943

ペット事業
生体（犬・猫・他） 275

その他 3

 小　計 1,223

合　計  5,207

　（注）１．金額は仕入高によって表示しております。

　　　　２．上記の金額には、消費税は含まれておりません。

　　　　３．上記のホームセンター事業のペットフード・用品には生体（犬・猫・他）を含んでおります。 

 

(2）販売実績

　当第１四半期会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。　

事業部門別 商品部門別

当第１四半期会計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）
金額（百万円）

 工具・資材・園芸用品 1,840

 家具・インテリア 666

ホームセンター事業

家庭用品・消耗品 1,569

ペットフード・用品 394

酒・食品 537

 その他 76

 小　計 5,085

 ペットフード・用品 1,431

ペット事業
生体（犬・猫・他） 362

その他 97

 小　計 1,891

売上高合計  6,976

　（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２．上記のホームセンター事業のペットフード・用品には生体（犬・猫・他）を含んでおります。
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(地域別売上高） 

事業部門別 地域別

当第１四半期会計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

金額
（百万円）

構成比
（％）

店舗数

 岡山県 3,22146.212(8)

ホームセンター事業

中国地区

（岡山県除く）
786 11.3 3 (3)

四国地区 1,07715.4 3 (3)

 小　計 5,08572.918(14)

 岡山県 430 6.2 5    

ペット事業

中国地区

（岡山県除く）
299 4.3 3    

四国地区 408 5.8 6    

近畿地区 753 10.812    

 小　計 1,89127.126    

合　計 6,976100.044(14)

　（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２．当社では各事業所内に複数のブランド（店名）を有しており、事業所の数を店舗数としております。

３．売上高には新規出店店舗及び閉鎖店舗を含んでおり、期末店舗数の（　）書きは「ホームセンタータイム」

を含んでいる店舗数を記載しております。

４．当第１四半期会計期間の新規出店及び閉鎖店舗は次のとおりであります。

新規出店 

 魚住事業所  兵庫県明石市  ペット事業  平成21年４月24日開店

 鳴尾事業所     兵庫県西宮市  ペット事業  平成21年５月22日開店

閉鎖店舗 

　 該当事項はありません。  
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２【経営上の重要な契約等】

　　当第１四半期会計期間において、新たに締結した重要な契約は次のとおりであります。 

　平成21年３月24日、当社と株式会社ダイユーエイトは、相互の企業価値を高め、且つ顧客に対して更なるサービス

を提供することを目的として、業務・資本提携に関する基本合意書を締結しており、相互に共通する事業である

ホームセンター事業に関し、商品の共同開発、共同調達及び人事交流等を通じて幅広く事業提携を行うものとして

おります。また、当社が展開するペット事業について業務提携を行うものとし、当社は株式会社ダイユーエイトに対

し経営ノウハウその他情報提供等の業務支援を行ってまいります。

　前記の基本合意書に基づき、商品の共同開発及び共同調達を目的とする合弁会社（株式会社アレンザコーポレー

ション）を平成21年４月１日に設立しております。

 

業務支援に関する契約

契約会社名 相手方の名称 契約締結日 契約内容 契約期間

株式会社リックコー

ポレーション(当社)

株式会社ダイユーエ

イト

平成21年

３月24日

１．人材の派遣

２．従業員の研修・指導

３．店舗開発及び出店に関する

支援

４．店舗運営に関するノウハウ

の提供 

平成21年３月24日から

平成22年３月23日まで

（注）　上記の業務支援契約においては、本支援の報酬として売上高の一定率を受取ることとしております。

 

業務委託契約等による合弁事業

契約締結先 内容 出資額 合弁会社名 設立年月

株式会社ダイユーエ

イト

海外及び国内の商

品開発業務及び商

品調達

当社 15百万円 株式会社アレンザ

コーポレーション

（資本金30百万円）

平成21年４月株式会社ダイユー

エイト
15百万円

 

 

３【財政状態及び経営成績の分析】

（1）業績の状況 

　当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、国内外での需要減少が続く中、企業収益や雇用環境の悪化が続いて

おり、個人消費も定額給付金の支給や高速道路通行料金の割引等の経済対策をきっかけに下げ止まりの兆しが見え

るものの、回復に向けた動きは鈍く、依然厳しい状況が続いております。

　当小売業界におきましても、このような経済情勢のなか、個人消費マインドは生活防衛を意識した節約志向が継続

しており、耐久消費財を中心に消費が低迷したまま回復の兆しが見えない厳しい経営環境となりました。

　このような状況の下、当社では、ペット事業において平成21年４月に魚住事業所（兵庫県明石市）、同年５月に鳴

尾事業所（兵庫県西宮市）の２店舗の新規出店を行いました。また、ホームセンター事業においては、既存店の収益

力の維持・強化を図るために１店舗の店舗改装を行いました。また、消費者の低価格志向に対応した「値下断行商

品」の拡充、定額給付金お買い物キャンペーン等の販売促進を行う一方で、お客様への生活提案を売場で具現化し、

お客様に喜んでいただける店づくりに積極的に取り組んでまいりました。

　これらの結果、当第１四半期会計期間の業績は、売上高6,976百万円となりましたが、新規出店に伴う一時経費の増

加等により営業利益は275百万円、経常利益230百万円、四半期純利益132百万円となりました。

　事業部門別の営業概況は以下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、個人が消費を手控えるなかで、園芸関連の商品売上は天候に恵まれたこと

などから昨年売上高を上回っており、また日用消耗品については新型インフルエンザの国内発生に伴なうマスク

需要が売上に貢献したこともあり、堅調に推移いたしました。その一方で、買い替え需要の低下から、家具・イン

テリア、家電製品等の耐久消費財の売上は低迷いたしました。これらの結果、売上高は5,085百万円となりました。
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② ペット事業

　ペット事業におきましては、２店舗の新規出店を行ったことから、売上高は堅調に推移いたしましたが、新規出

店による一時経費の増加により営業利益は厳しい結果となりました。新規生体の購入や用品の買い替え需要の低

下により売上が低迷する一方で、フードの売上は堅調に推移いたしました。神戸・大阪エリアにおける新型イン

フルエンザの国内発生に伴い、一時的ではありますが一部の店舗で客数の減少がみられました。これらの結果、売

上高は1,891百万円となりました。

　

（2）キャッシュフローの状況

　当第１四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、1,376百万円となりました。

　当第１四半期会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１四半期会計期間において営業活動により得られた資金は、320百万円となりました。これは、税引前四半期純

利益228百万円、減価償却費103百万円、仕入債務の増加額594百万円に対し、たな卸資産の増加額375百万円、法人税

等の支払額113百万円等の支出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１四半期会計期間において投資活動により使用した資金は、171百万円となりました。これは、有形固定資産の

取得による支出120百万円、敷金及び保証金の差入による支出67百万円、関係会社株式の取得による支出15百万円に

対し、長期貸付金の回収による収入17百万円等があったこと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１四半期会計期間において財務活動により得られた資金は、356百万円となりました。これは、主に長期借入れ

による収入1,150百万円に対し、長期借入金の返済による支出752百万円があったこと、配当金の支払額40百万円等

によるものであります。

 

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

 

 

（4）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期会計期間において、(2）設備の新設、除却等の計画に記載したもの以外に主要な設備に重要な異動は

ありません。 

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期会計期間において、前事業年度末に計画中であった重要な設備の新設について、完了したものは、次

のとおりであります。

・魚住事業所（ペット事業）の新設については、平成21年４月に完了し、平成21年４月24日に開店しております。

・鳴尾事業所（ペット事業）の新設については、平成21年５月に完了し、平成21年５月22日に開店しております。

　なお、温品事業所（ペット事業）の新設については、平成21年11月の完了予定に変更となっております。

 

　当第１四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設計画は、次のとおりであります。

事業所名 所在地
事業部門別の名
称

設備の内容
投資予定金額

資金調達方法
着手及び完了予定 完成後の

売場面積
（㎡）

総額
（百万円）

既支払額
（百万円）

着手 完了

周南事業所 
山口県

周南市 
ペット事業 店舗新設 101 － 借入金

平成21年

６月 

平成21年

７月 
830

　（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２．完成後の売場面積に、軒下店外売場も含んでおります。

３．投資予定金額には、敷金、保証金、建設協力金を含んでおります。 
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 16,000,000

計 16,000,000

　  

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成21年５月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年７月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 4,800,000 5,000,000
大阪証券取引所

（ヘラクレス）

単元株式数

100株 

計 4,800,000 5,000,000 －
増加した日

平成21年６月18日　

　  （注)　提出日現在までに増加した当社株式200,000株は、平成21年６月２日開催の取締役会で決議した株式会社ダイ

ユーエイトに対する第三者割当増資による新株式発行によるものです。

 

（２）【新株予約権等の状況】

　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、発行した新株予約権は次のとおりであります。

①平成16年５月25日定時株主総会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年５月31日）

新株予約権の数（個） 215（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 215,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 200（注）２

新株予約権の行使期間
自　平成18年５月26日

 至　平成26年５月25日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格    200

資本組入額　100 

新株予約権の行使の条件  　（注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項  新株予約権の譲渡及び質入は認めない

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

　（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。

２．新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により

生ずる円未満の端数は切り上げるものと致します。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

また、時価を下回る価格で、新株を発行（新株予約権（新株予約権付社債も含む。）の行使による場合及び当

社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。）する場合又は当社が時価を下回る価額で自己株

式を処分する場合（以下の算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の１株当たり払込金

額は１株当たり処分価額と読み替えるものとする。）は、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調

整により生ずる円未満の端数は切り上げるものと致します。
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既発行株式数 ＋

新株発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
調整前行使価額

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

３．新株予約権の行使の条件

①　新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても当社の取締役、監査役又は従業員の地位にあるこ

とを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職及び業務上の疾病に起

因する退職その他正当な理由の存する場合は地位喪失後１年以内（ただし、権利行使期間に限る）又は権

利行使期間開始日より３ヵ月以内のいずれかの期限に限り権利行使を行うことができます。

②　その他の条件は、本総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象取締役、監査役及び

従業員との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。

②平成17年５月25日定時株主総会決議　 

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年５月31日）

新株予約権の数（個） 2,515（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 251,500

新株予約権の行使時の払込金額（円） 400（注）２

新株予約権の行使期間
自　平成19年５月26日

 至　平成27年５月25日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格    400

資本組入額　200 

新株予約権の行使の条件  　（注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項  新株予約権の譲渡及び質入は認めない

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

　（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２．新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により

生ずる円未満の端数は切り上げるものと致します。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

また、時価を下回る価格で、新株を発行（新株予約権（新株予約権付社債も含む。）の行使による場合及び当

社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。）する場合又は当社が時価を下回る価額で自己株

式を処分する場合（以下の算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の１株当たり払込金

額は１株当たり処分価額と読み替えるものとする。）は、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調

整により生ずる円未満の端数は切り上げるものと致します。

    
既発行株式数 ＋

新株発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
調整前行使価額

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

３．新株予約権の行使の条件

①　新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても当社の取締役、監査役又は従業員の地位にあるこ

とを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職及び業務上の疾病に起

因する退職その他正当な理由の存する場合は地位喪失後１年以内（ただし、権利行使期間に限る）又は権

利行使期間開始日より３ヵ月以内のいずれかの期限に限り権利行使を行うことができます。

②　その他の条件は、本総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象取締役、監査役及び

従業員との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによります。 
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（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。  

 

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

 平成21年３月１日～

 平成21年５月31日 
－ 4,800,000 － 305 － 105

　（注）平成21年６月18日を払込期日とする第三者割当による増資により、発行済株式数が200,000株、資本金及び資本準

備金がそれぞれ21百万円増加しております。

 

（５）【大株主の状況】

　当第１四半期会計期間において、アトランティス・インベストメント・マネージメント・リミテッドから平

成21年６月３日付の大量保有報告書（変更報告書）の写しの送付があり、平成21年５月29日現在で以下のとお

り株式を保有している旨の報告を受けておりますが、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社として実

質所有株式数の確認ができません。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
（株）

株券等保有割合
（％）

アトランティス・インベストメント・マ

ネージメント・リミテッド

英国ロンドン市ムーアゲイト

30-34　４階 
株式　　205,600 4.28

 

 

（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成21年２月28日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。 

①【発行済株式】

 平成21年５月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 　　　　 － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　4,799,900 47,999 －

単元未満株式 普通株式　 　　 100 － －

発行済株式総数 　　　　　4,800,000 － －

総株主の議決権 － 47,999 －

 

②【自己株式等】

　該当事項はありません。 
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成21年３月 ４月 ５月

最高（円） 247 237 230

最低（円） 205 205 198

（注）　最高・最低株価は、大阪証券取引所ヘラクレスにおけるものであります。

 

 

  

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。 
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期累計期間（平成21年３月１日から平成21

年５月31日まで）に係る四半期財務諸表について、
※
有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けており

ます。

※ 監査法人トーマツは平成21年７月１日に監査法人の種類の変更により、有限責任監査法人トーマツに名称変更

しております。 

 

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。 
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成21年５月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,376,968 871,388

受取手形及び売掛金 173,440 108,289

商品 2,901,362 2,526,139

貯蔵品 21,530 21,530

その他 794,317 700,172

貸倒引当金 △1,600 △500

流動資産合計 5,266,020 4,227,019

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※2
 3,362,196

※2
 3,344,641

構築物（純額） ※2
 314,658

※2
 324,117

車両運搬具（純額） 316 51

工具、器具及び備品（純額） 389,395 340,083

土地 2,075,027 2,075,027

リース資産（純額） 10,037 －

建設仮勘定 14,250 －

有形固定資産合計 ※1
 6,165,884

※1
 6,083,920

無形固定資産 ※2
 387,600

※2
 397,336

投資その他の資産

長期貸付金 1,333,783 1,372,047

敷金及び保証金 1,496,045 1,443,864

その他 594,177 583,191

貸倒引当金 △96,660 △93,784

投資その他の資産合計 3,327,346 3,305,319

固定資産合計 9,880,830 9,786,576

資産合計 15,146,851 14,013,595

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,634,620 1,039,737

短期借入金 400,000 400,000

1年内返済予定の長期借入金 ※2
 2,696,207

※2
 2,505,200

未払法人税等 102,840 127,500

ポイント引当金 406,612 403,437

その他 ※2
 752,505

※2
 662,737

流動負債合計 5,992,786 5,138,612

固定負債

長期借入金 ※2
 6,738,300

※2
 6,537,194

退職給付引当金 26,862 26,562
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成21年５月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年２月28日)

その他 ※2
 468,072

※2
 462,915

固定負債合計 7,233,236 7,026,672

負債合計 13,226,023 12,165,285

純資産の部

株主資本

資本金 305,900 305,900

資本剰余金 376,940 376,940

利益剰余金 1,238,035 1,167,683

株主資本合計 1,920,875 1,850,523

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △47 △2,213

評価・換算差額等合計 △47 △2,213

純資産合計 1,920,828 1,848,310

負債純資産合計 15,146,851 14,013,595
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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）

当第１四半期累計期間
(自　平成21年３月１日
　至　平成21年５月31日)

売上高 ※1
 6,976,350

売上原価 ※1
 4,831,809

売上総利益 ※1
 2,144,541

その他の営業収入

賃貸収入 94,896

その他 97,301

営業総利益 2,336,739

販売費及び一般管理費 ※2
 2,060,869

営業利益 275,869

営業外収益

受取利息 4,296

受取配当金 300

受取手数料 4,945

その他 4,944

営業外収益合計 14,486

営業外費用

支払利息 49,010

支払手数料 10,238

その他 364

営業外費用合計 59,612

経常利益 230,743

特別損失

固定資産除却損 1,895

特別損失合計 1,895

税引前四半期純利益 228,847

法人税等 96,096

四半期純利益 132,751
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期累計期間
(自　平成21年３月１日
　至　平成21年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 228,847

減価償却費 103,257

ポイント引当金の増減額（△は減少） 3,175

退職給付引当金の増減額（△は減少） 300

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,976

受取利息及び受取配当金 △4,596

支払利息 49,010

長期貸付金の家賃相殺額 29,640

固定資産除売却損益（△は益） 1,895

売上債権の増減額（△は増加） △65,151

たな卸資産の増減額（△は増加） △375,223

仕入債務の増減額（△は減少） 594,883

未払金の増減額（△は減少） △6,755

その他 △74,341

小計 488,919

利息及び配当金の受取額 339

利息の支払額 △55,107

法人税等の支払額 △113,756

営業活動によるキャッシュ・フロー 320,395

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 △120,961

長期貸付金の回収による収入 17,597

敷金及び保証金の差入による支出 △67,400

敷金及び保証金の回収による収入 14,500

関係会社株式の取得による支出 △15,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △171,264

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 1,150,000

長期借入金の返済による支出 △752,565

配当金の支払額 △40,589

リース債務の返済による支出 △394

財務活動によるキャッシュ・フロー 356,449

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 505,580

現金及び現金同等物の期首残高 871,388

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,376,968
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【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】

 
当第１四半期会計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

１．会計処理基準に関する事

項の変更

① たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　物流センターの商品については従来、先入先出法による原価法を採用しておりました

が、当第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第

９号 平成18年７月５日公表分（企業会計基準委員会））が適用されたことに伴い、先

入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）により算定しております。

　なお、これによる損益に与える影響はありません。 

② リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に

準じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基

準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号）を当第１四半期会計期間から早期適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた

会計処理に変更し、リース資産として計上することにしております。 

　また、リース資産の減価償却方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとし

て算定する方法によっております。なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理を引き続き採用しております。 

　なお、これによる損益に与える影響はありません。  
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【簡便な会計処理】

　一部、簡便な会計処理を適用しておりますが、重要性が乏しいため注記を省略しております 

 

 

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第１四半期会計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

１．税金費用 　当第１四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。
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）
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当第１四半期会計期間末
（平成21年５月31日）

前事業年度末
（平成21年２月28日）

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、3,141,898千円で

あります。  

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、3,055,664千円で

あります。 

※２「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡

人の会計処理に関する実務指針」（日本公認会計士協会

会計制度委員会報告第15号）に基づき、金融取引として

会計処理いたしました当第１四半期会計期間末の資産及

び負債は以下のとおりであります。

※２「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡

人の会計処理に関する実務指針」（日本公認会計士協会

会計制度委員会報告第15号）に基づき、金融取引として

会計処理いたしました当事業年度末の資産及び負債は以

下のとおりであります。

建物 186,148千円

構築物 16,077千円

無形固定資産 367,036千円

１年内返済予定の長期借入金 51,146千円

長期借入金 331,868千円

その他（流動負債） 23,380千円

その他（固定負債） 153,919千円

 

建物 192,285千円

構築物 16,607千円

無形固定資産 379,136千円

１年内返済予定の長期借入金 51,146千円

長期借入金 344,654千円

その他（流動負債） 23,380千円

その他（固定負債） 159,764千円

 

３．コミットメントライン

　当社は、運営資金の効率的な調達を行うため、取引銀

行３行との間でコミットメントライン契約を締結して

おります。

　当第１四半期会計期間末におけるコミットメントラ

イン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであり

ます。

コミットメントラインの総額 3,100,000千円

借入実行残高 400,000千円

差引額 2,700,000千円

 

３．コミットメントライン

　当社は、運営資金の効率的な調達を行うため、取引銀

行３行との間でコミットメントライン契約を締結して

おります。

　当事業年度末におけるコミットメントライン契約に

係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

 

コミットメントラインの総額 2,600,000千円

借入実行残高 400,000千円

差引額 2,200,000千円

 

４．財務制限条項 

(1）平成17年３月30日（株式会社みずほ銀行）締結の

シンジケートローン契約に以下の財務制限条項が付

されております。

・貸借対照表の資本の部の金額（但し、該当する事

業年度中に生じた資産売却に伴う売却損及び評価

損については発生しなかったものとみなす）を平

成16年２月決算期末日における貸借対照表の資本

の部の金額以上に維持すること。

・損益計算書上の経常損益につき、２期連続して損

失を計上しないこと。 

４．財務制限条項 

(1）　　　　　　　　　同左
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当第１四半期会計期間末
（平成21年５月31日）

前事業年度末
（平成21年２月28日）

(2）平成21年２月２日（住友信託銀行株式会社）締結

のコミットメントライン契約に以下の財務制限条項

が付されております。

・各事業年度の損益計算書に記載される経常損益を

損失としないこと。

・各事業年度及び第２四半期会計期間の末日におけ

る貸借対照表に記載される純資産の部の金額（以

下「純資産額」という）を、それぞれ直前の事業

年度及び第２四半期会計期間の末日における貸借

対照表に記載された純資産額の75％以上に維持す

ること。

・各事業年度及び第２四半期会計期間の末日におけ

る貸借対照表に記載される有利子負債（金融機関

などからの長短借入金、普通社債や転換社債型新

株予約権付社債、受取手形割引高などの金利を支

払わなければならない負債）を、120億円以内に維

持すること。

(2）　　　　　　　　　同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(3）平成20年６月30日（株式会社商工組合中央金庫）

締結のコミットメントライン契約に以下の財務制限

条項が付されております。

・各年度の決算期において、損益計算書の経常損益

を２期以上連続して損失としないこと。

(4）平成21年３月31日（株式会社中国銀行をアレン

ジャーとするシンジケート）締結のコミットメント

ライン契約に以下の財務制限条項が付されておりま

す。

・各事業年度の決算期の損益計算書における経常損

益を２期以上連続して損失としないこと。

・各事業年度の決算期の末日において、貸借対照表

における純資産の部の合計金額を、平成20年２月

末決算期の純資産の部の75％以上に維持するこ

と。  

(3）　　　　　　　　　同左

 

 

 

 

(4）平成20年３月31日（株式会社中国銀行をアレン

ジャーとするシンジケート）締結のコミットメント

ライン契約に以下の財務制限条項が付されておりま

す。

・各事業年度の決算期の損益計算書における経常損

益を２期以上連続して損失としないこと。

・各事業年度の決算期の末日において、貸借対照表

における純資産の部の合計金額を、平成19年２月

末決算期の純資産の部の75％以上に維持するこ

と。  

 

（四半期損益計算書関係）
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当第１四半期累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

※１．売上仕入（いわゆる消化仕入）契約に基づくテナントの売上に係るものが次のとおり含まれております。

売上高 219,561千円
売上原価 182,827千円
売上総利益 36,734千円

 

※２．販売費及び一般管理費のうち、主要な費用及び金額は次のとおりであります。 　

給与 607,426千円
貸倒引当金繰入額 3,976千円
ポイント引当金繰入額 3,175千円
賃借料 467,665千円

 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係  

（平成21年５月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 1,376,968

現金及び現金同等物 1,376,968

 

 

（株主資本等関係）

　当第１四半期会計期間末（平成21年５月31日）及び当第１四半期累計期間（自　平成21年３月１日　至　平成　21

年５月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式　　　　　　　　　　4,800千株 

 

２．配当に関する事項

配当金支払額
 
 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年５月25日

定時株主総会
普通株式 62,400 13 平成21年２月28日平成21年５月26日利益剰余金

 

 

（有価証券関係）

　当第１四半期会計期間末（平成21年５月31日）

　有価証券は当社の事業における重要性が乏しく、かつ前事業年度の末日に比べて著しい変動が認められないた

め記載を省略しております。 

 

 

（デリバティブ取引関係）

　当第１四半期会計期間末（平成21年５月31日）

　デリバティブ取引はすべてヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。 

  

 

（持分法損益等）

 
当第１四半期累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

関連会社に対する投資の金額（千円） 15,000

持分法を適用した場合の投資の金額

（千円）
13,208

持分法を適用した場合の投資損失の金額

（千円）
△1,791
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（ストック・オプション等関係）

　当第１四半期会計期間（自　平成21年３月１日　至　平成21年５月31日）

　　該当事項はありません。 

  

 

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期会計期間末
（平成21年５月31日）

前事業年度末
（平成21年２月28日）

１株当たり純資産額 400.17円
 

１株当たり純資産額 385.06円
 

 

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第１四半期累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

１株当たり四半期純利益金額 27.65円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 27.56円
 

　（注）１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 

 
当第１四半期累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益（千円） 132,751

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 132,751

期中平均株式数（千株） 4,800

     

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益調整額（千円） －

普通株式増加数（千株） 15

（うち新株予約権） (15)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含

めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要

　　　　　　　　　　 －
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（重要な後発事象）

当第１四半期会計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年５月31日）

１.当社は、平成21年６月２日開催の取締役会の決議に基づき、次のように第三者割当増資による新株式を発行しており

ます。

（１）発行要領

発行新株式数 普通株式200,000株

発行価額 １株につき210円

発行価額の総額 42,000千円

資本組入額 １株につき105円

募集又は割当方法 第三者割当の方法による

申込期日 平成21年６月17日

払込期日 平成21年６月18日

割当先及び株式数 株式会社ダイユーエイト200,000株

（２）第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移 

増資前発行済株式総数 4,800,000株

増資前の資本金の額 305,900千円 

増資による増加株式数 200,000株

増加する資本金の額 21,000千円

増資後発行済株式数 5,000,000株

増資後の資本金の額 326,900千円

 

２.当社は、平成21年６月12日開催の取締役会の決議に基づき、前項の割当先である株式会社ダイユーエイトより第三者

割当増資による新株式200,000株を取得しております。

 

　

（リース取引関係）

　当第１四半期会計期間（自　平成21年３月１日　至　平成21年５月31日）

　リース開始日が改正リース基準適用開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取

引に係る方法に準じて処理を行っておりますが、当四半期会計期間末におけるリース取引残高は前事業年度末日

と比較して著しい変動が認められないため、記載しておりません。

  

 

２【その他】

　該当事項はありません。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

 平成21年７月８日

株式会社リックコーポレーション   

取締役会　御中　　   

 

 有限責任監査法人トーマツ

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 梶浦　和人　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 川合　弘泰　　印

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社リックコー

ポレーションの平成21年３月１日から平成22年２月28日までの第56期事業年度の第１四半期累計期間（平成21年３　月１

日から平成21年５月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッ

シュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社リックコーポレーションの平成21年５月31日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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