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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２四半期
累計期間

第56期
第２四半期
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
　８月31日

自平成21年
　６月１日
至平成21年
　８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） 13,730 6,753 26,802

経常利益（百万円） 390 159 638

四半期（当期）純利益（百万円） 223 90 317

持分法を適用した場合の投資損失（△）（百万円） △5 △3 －

資本金（百万円） － 326 305

発行済株式総数（千株） － 5,000 4,800

純資産額（百万円） － 2,057 1,848

総資産額（百万円） － 14,721 14,013

１株当たり純資産額（円） － 411.59 385.06

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 45.69 18.20 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） 45.58 18.16 79.05

１株当たり配当額（円） － － 13.00

自己資本比率（％） － 14.0 13.2

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
604 － 568

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△411 － △1,262

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
76 － 794

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（百万円） － 1,140 871

従業員数　　　　　　　　（人）

（外、平均臨時雇用者数）　
－　

286

(886)　

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２四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。

　なお、主要な関係会社の異動は、「３ 関係会社の状況」のとおりであります。

　

　

　

３【関係会社の状況】

　当第２四半期会計期間において、提出会社の関連会社が商号変更並びに第三者割当増資を行っております。

　

　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

会社である「株式会社アレンザコーポレーション」は、平成21年７月14日付で「株式会社アレンザ・ジャパン」に社

名変更いたしました。

　平成21年８月28日付で、同社は第三者割当増資を行い、資本金が10百万円増加しております。これにより、当社の議決

権の所有割合は50.0％から37.5％に減少しております。　

　

 

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成21年８月31日現在

従業員数（人） 286(886)

　（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２四半期会計期間

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２四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２四半期会計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年８月31日）
金額（百万円）

 工具・資材・園芸用品 912

 家具・インテリア 326

ホームセンター事業

家庭用品・消耗品 1,171

ペットフード・用品 283

酒・食品 548

 その他 18

 小　計 3,259

 ペットフード・用品 957

ペット事業
生体（犬・猫・他） 276

その他 3

 小　計 1,237

合　計  4,497

　（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等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２四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２四半期会計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年８月31日）
金額（百万円）

 工具・資材・園芸用品 1,456

 家具・インテリア 584

ホームセンター事業

家庭用品・消耗品 1,627

ペットフード・用品 414

酒・食品 624

 その他 29

 小　計 4,737

 ペットフード・用品 1,536

ペット事業
生体（犬・猫・他） 372

その他 108

 小　計 2,016

売上高合計  6,753

　（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２四半期会計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年８月31日）

金額
（百万円）

構成比
（％）

店舗数

 岡山県 2,92243.312 (8)

ホームセンター事業

中国地区

（岡山県除く）
763 11.3 3 (3)

四国地区 1,05115.5 3 (3)

 小　計 4,73770.118 (14)

 岡山県 445 6.6 5     

ペット事業

中国地区

（岡山県除く）
324 4.8 4     

四国地区 439 6.5 6     

近畿地区 806 12.012    

 小　計 2,01629.927    

合　計 6,753100.045 (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２四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 

 周南事業所  山口県周南市  ペット事業  平成21年７月17日開店

閉鎖店舗 

　 該当事項はありません。  
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２【事業等のリスク】

当第２四半期会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。　

なお、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクのうち、「（10）資本等施策について」に記載して

いる「②第三者割当増資に関するリスク」につきましては、平成21年６月18日付で、株式会社ダイユーエイトに対し

て第三者割当増資による新株式を発行しておりますので、「（10）資本等施策について　②第三者割当増資に関する

リスク」の項目を事業等のリスクより除外いたします。

　

　

　

３【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

　

 

４【財政状態及び経営成績の分析】

（1）業績の状況 

　当第２四半期会計期間におけるわが国経済は、昨年秋から続く世界的な景気後退を背景に、企業の設備投資の収

縮、雇用・所得環境の悪化、個人消費の低迷が続いており、政府の経済政策により一部持ち直しの動きもみられたも

のの本格的な景気回復に向けた動きには至らず、依然として厳しい経済環境が続いております。

　当小売業界におきましても、このような経済情勢のなか、消費者の生活防衛意識が強まり、生活必需品以外の買い

控えや低価格志向へのシフトなどの節約消費が継続しております。さらに、例年にない梅雨の長期化と天候不順が

多かった今夏の気候は、夏物商品の販売に大きな打撃を与えました。

　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７月に周南事業所（山口県周南市）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、既存店の活性化を図るために３店舗の店舗改装を行いました。

　これらの結果、当第２四半期会計期間の売上高は6,753百万円となりました。販売費及び一般管理費について業務

の見直しや経費削減に努め一定の成果はみられましたが、一方で新規出店に伴う一時経費の増加等により営業利益

は198百万円、経常利益159百万円、四半期純利益90百万円となりました。

　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、消費者の低価格志向に対応するための仕入価格の低減に努め、「値下げ断

行商品」の拡充や消耗商材の低価格戦略等、消費者心理の刺激策を実施した結果、日用消耗品、ペット用品、園芸

関連については堅調に推移いたしました。その一方で、梅雨の長期化や冷夏の影響を受け、扇風機や立てず・すだ

れ等の遮光用品を中心とする夏物商品の販売が低迷し、インテリア、家電製品、レジャー用品等の売上高は低迷い

たしました。これらの結果、売上高は4,737百万円となりました。

　

② ペット事業

　ペット事業におきましては、１店舗の新規出店を行ったことと、第１四半期会計期間に新規出店した２店舗が売

上高に寄与したことから売上高は伸長しておりますが、消費者の生活防衛意識の高まりから新規生体の購入が減

少し、それに伴いペット用品の売上高も減少しました。一方でペットの健康に配慮したペットフードを選択する

消費者が増加していることから、ペットフードの売上高は堅調に推移いたしました。これらの結果、売上高は

2,016百万円となりました。

　

（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、1,140百万円となりました。

　当第２四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。
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（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期会計期間において営業活動により得られた資金は、283百万円となりました。これは、税引前四半期純

利益156百万円、減価償却費105百万円、たな卸資産の減少額233百万円に対し、仕入債務の減少額229百万円等の支出

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２四半期会計期間において投資活動により使用した資金は、240百万円となりました。これは、有形固定資産の

取得による支出111百万円、敷金及び保証金の差入による支出13百万円、投資有価証券の取得による支出119百万円

に対し、長期貸付金の回収による収入4百万円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２四半期会計期間において財務活動により使用した資金は、279百万円となりました。これは、主に長期借入れ

による収入700百万円、株式の発行による収入40百万円に対し、短期借入金の純減少額400百万円、長期借入金の返済

による支出597百万円があったこと、配当金の支払額21百万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２四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２四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２四半期会計期間において、前四半期会計期間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。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。

・周南事業所（ペット事業）の新設については、平成21年６月に完了し、平成21年７月17日に開店しております。
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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２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成21年８月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年10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 5,000,000 5,000,000
大阪証券取引所

（ヘラクレス）

単元株式数

100株 

計 5,000,000 5,000,000 － －

　 

　

 

（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２四半期会計期間末現在
（平成21年８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２四半期会計期間末現在
（平成21年８月31日）

新株予約権の数（個） 2,511（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） 251,100

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６月18日 200,0005,000,000 21 326 21 126

　（注）第三者割当

　　　　発行価額　　　　　　　　１株につき210円

　　　　資本組入額　　　　　　　１株につき105円

　　　　割当先及び株式数　　　　株式会社ダイユーエイト　200,000株

　　　　

　

 

（５）【大株主の状況】

　 平成21年８月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

リック社員持株会　 岡山市北区下中野465番地の４　 710,800 14.21

菅原　啓晃　　　　　 岡山市南区 270,000 5.40

清原　利之　 岡山市南区 250,000 5.00

川西　良治　 岡山市北区　 250,000 5.00

株式会社リサ・パートナーズ　　 東京都港区赤坂１丁目11－44　 200,000 4.00

株式会社ダイユーエイト　 福島県福島市太平寺字堰ノ上58番地　 200,000 4.00

株式会社山陰合同銀行　 島根県松江市魚町10 130,000 2.60

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１丁目１－５　 120,000 2.40

新光ＩＰＯ投資事業組合１号　 東京都中央区日本橋１丁目12－８　 117,900 2.35

株式会社伊予銀行　 愛媛県松山市南堀端町１　 110,000 2.20

計 － 2,358,700 47.17

    （注） 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、当社として当第２四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんの

で、上記大株主の状況には含めておりません。　　

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
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成21年８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　4,999,700 49,997 －

単元未満株式 普通株式  　　  300 － －

発行済株式総数 　　　　　5,000,000 － －

総株主の議決権 － 49,997 －

 

②【自己株式等】

　該当事項はありません。 

  

　

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 ６月 ７月 ８月

最高（円） 245 237 230 230 221 209

最低（円） 205 205 198 203 197 185

（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２四半期会計期間（平成21年６月１日から平成21

年８月31日まで）及び当第２四半期累計期間（平成21年３月１日から平成21年８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。 

 

 

EDINET提出書類

株式会社リックコーポレーション(E22130)

四半期報告書

14/29



１【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21年８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 1,140,577 871,388

受取手形及び売掛金 143,867 108,289

商品 2,671,156 2,526,139

貯蔵品 18,537 21,530

その他 767,576 700,172

貸倒引当金 △1,507 △500

流動資産合計 4,740,208 4,227,019

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※2
 3,330,852

※2
 3,344,641

構築物（純額） ※2
 305,131

※2
 324,117

車両運搬具（純額） 275 51

工具、器具及び備品（純額） 398,494 340,083

土地 2,075,027 2,075,027

リース資産（純額） 22,533 －

建設仮勘定 22,850 －

有形固定資産合計 ※1
 6,155,165

※1
 6,083,920

無形固定資産 ※2
 388,342

※2
 397,336

投資その他の資産

長期貸付金 1,309,030 1,372,047

敷金及び保証金 1,509,328 1,443,864

その他 715,721 583,191

貸倒引当金 △96,445 △93,784

投資その他の資産合計 3,437,635 3,305,319

固定資産合計 9,981,143 9,786,576

資産合計 14,721,352 14,013,595

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,404,919 1,039,737

短期借入金 － 400,000

1年内返済予定の長期借入金 ※2
 2,789,106

※2
 2,505,200

未払法人税等 175,831 127,500

ポイント引当金 419,235 403,437

その他 ※2
 623,863

※2
 662,737

流動負債合計 5,412,955 5,138,612

固定負債

長期借入金 ※2
 6,742,574

※2
 6,537,194

退職給付引当金 27,254 26,562
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成21年８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
 480,598

※2
 462,915

固定負債合計 7,250,427 7,026,672

負債合計 12,663,382 12,165,285

純資産の部

株主資本

資本金 326,900 305,900

資本剰余金 397,940 376,940

利益剰余金 1,328,363 1,167,683

株主資本合計 2,053,203 1,850,523

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4,765 △2,213

評価・換算差額等合計 4,765 △2,213

純資産合計 2,057,969 1,848,310

負債純資産合計 14,721,352 14,013,595
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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）

当第２四半期累計期間
(自　平成21年３月１日
　至　平成21年８月31日)

売上高 ※1
 13,730,260

売上原価 ※1
 9,559,483

売上総利益 ※1
 4,170,777

その他の営業収入

賃貸収入 191,940

その他 191,697

その他の営業収入合計 383,637

営業総利益 4,554,415

販売費及び一般管理費 ※2
 4,079,823

営業利益 474,591

営業外収益

受取利息 8,540

受取配当金 308

受取手数料 6,738

補助金収入 6,310

その他 7,277

営業外収益合計 29,174

営業外費用

支払利息 99,432

支払手数料 12,676

その他 960

営業外費用合計 113,069

経常利益 390,696

特別損失

固定資産除却損 5,379

特別損失合計 5,379

税引前四半期純利益 385,317

法人税等 162,238

四半期純利益 223,079
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【第２四半期会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期会計期間
(自　平成21年６月１日
　至　平成21年８月31日)

売上高 ※1
 6,753,909

売上原価 ※1
 4,727,673

売上総利益 ※1
 2,026,236

その他の営業収入

賃貸収入 97,043

その他 94,395

その他の営業収入合計 191,439

営業総利益 2,217,675

販売費及び一般管理費 ※2
 2,019,262

営業利益 198,413

営業外収益

受取利息 4,244

受取配当金 8

補助金収入 6,310

その他 4,125

営業外収益合計 14,688

営業外費用

支払利息 50,422

支払手数料 2,437

その他 596

営業外費用合計 53,456

経常利益 159,645

特別利益

貸倒引当金戻入額 308

特別利益合計 308

特別損失

固定資産除却損 3,483

特別損失合計 3,483

税引前四半期純利益 156,469

法人税等 66,142

四半期純利益 90,327
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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２四半期累計期間
(自　平成21年３月１日
　至　平成21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 385,317

減価償却費 208,840

ポイント引当金の増減額（△は減少） 15,798

退職給付引当金の増減額（△は減少） 692

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,668

受取利息及び受取配当金 △8,848

支払利息 99,432

長期貸付金の家賃相殺額 56,616

固定資産除売却損益（△は益） 3,982

売上債権の増減額（△は増加） △35,577

たな卸資産の増減額（△は増加） △142,024

仕入債務の増減額（△は減少） 365,181

未払金の増減額（△は減少） △36,171

その他 △97,699

小計 819,208

利息及び配当金の受取額 377

利息の支払額 △101,648

法人税等の支払額 △113,762

営業活動によるキャッシュ・フロー 604,174

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 △232,687

投資有価証券の取得による支出 △119,200

長期貸付金の回収による収入 21,638

敷金及び保証金の差入による支出 △81,012

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 △411,761

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） △400,000

長期借入れによる収入 1,850,000

長期借入金の返済による支出 △1,350,052

株式の発行による収入 40,728

配当金の支払額 △61,974

リース債務の返済による支出 △1,924

財務活動によるキャッシュ・フロー 76,777

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） 269,189

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 ※
 1,140,577
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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２四半期累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年８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、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２四半期累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年８月31日）

１．税金費用 　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。
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第２四半期会計期間末
（平成21年８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、3,215,224千円で

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２四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 180,012千円

構築物 15,547千円

無形固定資産 354,936千円

１年内返済予定の長期借入金 51,146千円

長期借入金 319,081千円

その他（流動負債） 23,380千円

その他（固定負債） 148,074千円

 

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２四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    － 千円

差引額 3,100,000千円

 

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２四半期会計期間末
（平成21年８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21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

を損失としないこと。

(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。

  

(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。
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（四半期損益計算書関係）

当第２四半期累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年８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 428,623千円
売上原価 356,240千円
売上総利益 72,383千円

 

※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 1,229,909千円
貸倒引当金繰入額 3,668千円
ポイント引当金繰入額 15,798千円
賃借料 946,036千円

　

　

当第２四半期会計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年８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 209,061千円
売上原価 173,412千円
売上総利益 35,648千円

 

※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 622,483千円
ポイント引当金繰入額 12,622千円
賃借料 478,370千円
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年８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８月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 1,140,577

現金及び現金同等物 1,140,577

　

 

（株主資本等関係）

　当第２四半期会計期間末（平成21年８月31日）及び当第２四半期累計期間（自　平成21年３月１日　至　平成　21

年８月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式　　　　　　　　　　5,000千株 

 

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２四半期会計期間末（平成21年８月31日）

　その他有価証券で時価のあるものが、会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前事業年度の

末日に比べて著しい変動が認められます。

 取得原価（千円）
四半期貸借対照表

計上額（千円）
差額（千円）

(1）株式 142,905 150,906 8,000

合計 142,905 150,906 8,000
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（デリバティブ取引関係）

　当第２四半期会計期間末（平成21年８月31日）

　該当事項はありません。

　

　

  

（持分法損益等）

　
当第２四半期累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年８月31日）

持分法を適用した場合の投資損失の金額（千円） △5,530

　

　
当第２四半期会計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年８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） 9,469

持分法を適用した場合の投資損失の金額（千円） △3,738

 

　

　

（ストック・オプション等関係）

　当第２四半期会計期間（自　平成21年６月１日　至　平成21年８月31日）

　　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期会計期間末
（平成21年８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 411.59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２四半期累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年８月31日）

当第２四半期会計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年８月31日）

１株当たり四半期純利益金額 45.69円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
45.58円

 

１株当たり四半期純利益金額 18.20円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
18.16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２四半期累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年８月31日）

当第２四半期会計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年８月31日）

１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益（千円） 223,079 90,327

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） 223,079 90,327

期中平均株式数（千株） 4,881 4,963

 　 　

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） 12 9

（うち新株予約権） (12) (9)

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

　　　　　　　　　　－

 

 

　　　　　　　　　　－

 

 

 

　

（重要な後発事象）

　　　　当第２四半期会計期間（自　平成21年６月１日　至　平成21年８月31日）

　　該当事項はありません。

　

（リース取引関係）

　当第２四半期会計期間（自　平成21年６月１日　至　平成21年８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10月５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２四半期会計期間（平成21年６月１日

から平成21年８月31日まで）及び第２四半期累計期間（平成21年３月１日から平成21年８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８月31日現在の財政状態、同日をもっ

て終了する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間のキャッシュ・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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