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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57期
第３四半期
累計期間

第58期
第３四半期
累計期間

第57期
第３四半期
会計期間

第58期
第３四半期
会計期間

第57期

会計期間

自平成22年
　３月１日
至平成22年
　11月30日

自平成23年
　３月１日
至平成23年
　11月30日

自平成22年
　９月１日
至平成22年
　11月30日

自平成23年
　９月１日
至平成23年
　11月30日

自平成22年
　３月１日
至平成23年
　２月28日

売上高（百万円） 20,235 20,624 6,609 6,477 27,091

経常利益（百万円） 462 565 113 71 597

四半期（当期）純利益（百万円） 267 215 64 43 97

持分法を適用した場合の投資利益

（百万円）
3 6 0 1 1

資本金（百万円） － － 326 326 326

発行済株式総数（千株） － － 5,000 5,000 5,000

純資産額（百万円） － － 2,006 2,042 1,839

総資産額（百万円） － － 14,526 15,066 13,388

１株当たり純資産額（円） － － 424.29 431.92 388.94

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
55.53 45.64 13.65 9.09 20.41

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － － － －

１株当たり配当額（円） － － － － 7.00

自己資本比率（％） － － 13.8 13.6 13.7

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
941 490 － － 1,058

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△247 △363 － － △236

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△405 490 － － △887

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ － 1,166 1,430 812

従業員数　　　　　　　　（人）

（外、平均臨時雇用者数）
－ －

287

(942)

296

(947)

294

(961)

　（注）１．当社は四半期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57期第３四半期累計（会計）期間、第58期第３四半期累計（会計）期間及び第57期における潜在株式調整後１

株当たり四半期（当期）純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載

しておりません。

　　　　４．従業員数は就業人員であり、当社から社外への出向者を除いております。 
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２【事業の内容】

　当第３四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３四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

　

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成23年11月30日現在

従業員数（人） 296(947)

　（注）１．従業員数は就業人員であり、当社から社外への出向者を除いております。

　　　　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３四半期会計期間

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３四半期会計期間における商品仕入実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。　 

セグメントの名称 商品部門別

当第３四半期会計期間
（自　平成23年９月１日
至　平成23年11月30日）

金額（百万円） 前年同四半期比（％）

 工具・資材・園芸用品 952 97.9

 家具・インテリア 330 83.0

ホームセンター事業

家庭用品・消耗品 1,323 97.9

ペットフード・用品 248 93.9

酒・食品 435 89.1

 その他 226 208.2

 小　計 3,517 98.1

 ペットフード・用品 1,030 96.9

ペット事業
生体（犬・猫・他） 288 103.7

その他 10 204.6

 小　計 1,330 98.7

合　計        4,847 98.3

　（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３四半期会計期間における販売実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。 

セグメントの名称 商品部門別

当第３四半期会計期間
（自　平成23年９月１日
至　平成23年11月30日）

金額（百万円） 前年同四半期比（％）

 工具・資材・園芸用品 1,359 98.0

 家具・インテリア 483 90.8

ホームセンター事業

家庭用品・消耗品 1,575 98.6

ペットフード・用品 349 95.4

酒・食品 467 88.7

 その他 103 87.4

 小　計 4,339 95.8

 ペットフード・用品 1,636 101.8

ペット事業
生体（犬・猫・他） 376 104.0

その他 124 114.5

 小　計 2,137 102.8

売上高合計           6,477 98.0

　（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） 

セグメントの名称 地域別

当第３四半期会計期間
（自　平成23年９月１日
至　平成23年11月30日）

　

金額
（百万円）

構成比
（％）

店舗数
前年同四半期比
（％）

　

 岡山県 2,694 41.6 10 (8) 96.8     

ホームセンター

事業

中国地区

（岡山県除く）
720 11.1 3 (3) 93.1     

四国地区 924 14.3 3 (3) 95.2     

 小　計 4,339 67.0 16(14) 95.8     

 岡山県 422 6.5 6     100.2     

ペット事業

中国地区

（岡山県除く）
396 6.1 6     99.0     

四国地区 431 6.7 6     97.3     

近畿地区 827 12.8 13    101.8     

 関東地区 59 0.9 1     －     

 小　計 2,137 33.0 32    102.8     

合　計  6,477 100.0 48    98.0     

　（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．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３四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 

  アリオ倉敷事業所  岡山県倉敷市  ペット事業  平成23年11月23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３四半期会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業

等のリスクについての重要な変更はありません。

　

　

　

３【経営上の重要な契約等】

　当第３四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、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）業績の状況 

　当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、欧州の金融不安や円高の長期化、更に社会保障改革に起因する消費

税増税案等が経済に与える影響は相当なものであると想定され、景気の先行きは依然不透明な状況となっておりま

す。また、雇用環境は持ち直しの動きも見られるものの大きな回復は見られず、企業の新規投資に対する姿勢も慎重

となっており、経済の活性化は困難な状況となっております。 

　当小売業界におきましては、政府の緊急経済対策の期限が終了したことや大震災に対する復興需要や震災に関連

する防災商品、節電対策関連商品等の需要が落ち着いてきたこと等から、関連商品を取り扱っている企業を中心と

した売上高は低調に推移致しました。

　このような状況の下、当社では安定した商品供給に努めるとともに、地域のお客様に喜びと満足を提供するために

変化のある売場づくりとサービスの向上に注力致しました。さらに価格競争からの脱却を進めながら集客力を高め

るためのハウツー教室の開催や各種イベントを積極的に実施し、ソフト面の強化や商品の付加価値の訴求を図るこ

とで潜在的な需要の喚起を進め、他社との差別化を行い固定客の増加に努めてまいりました。また、地域の活性化を

図り消費意欲の増進につなげるため、地元スポーツ活動等に対する支援を積極的に進めております。

　新規事業所の開設と致しましては、ペット事業において、平成23年11月に新規開業した大型ショッピングセンター

「Ario（アリオ）倉敷」内にアリオ倉敷事業所（岡山県倉敷市）の出店を行っております。また、既存店の収益力

の維持・強化を図るために、ペット事業２店舗の店舗改装を実施した他、ホームセンター事業１店舗で実験的に家

具部門の一部を書籍部門（株式会社宮脇書店のフランチャイズ）に変更致しました。

　これらの結果、当第３四半期会計期間の売上高は6,477百万円（前年同期比2.0％減）、営業利益は82百万円（同

43.8％減）、経常利益71百万円（同37.5％減）、四半期純利益43百万円（同33.4％減）となりました。

　セグメント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、例年に比べ気温の低下時期が遅く季節用品の売上高が不振となったこと

等から売上高は低調に推移致しました。季節家電製品については石油ストーブの販売数が好調に推移している一

方で、11月の平均気温が例年と比べ高かったことから寒さ対策商品の売上高確保は例年と比較して厳しい状況と

なっております。

　そのような環境の中で、売上高の底上げを図るために、実演販売やハウツー教室・イベント等を積極的に行い、

商品機能や品質のアピール、従業員のサービスレベルの向上を進め、集客力のアップを図る他、一部の店舗におい

ては、お買上商品の無料配達キャンペーンを行う等、顧客満足度の向上を進めております。また、新たな販売カテ

ゴリーである書籍の販売を実験的にスタートし、売場の効率的な運用に取組んでおります。これらの結果、当第３

四半期会計期間のセグメント売上高は4,339百万円（前年同期比4.2％減）となりました。

② ペット事業　

　ペット事業におきましては、トリミング・ペットホテル等のサービス部門や犬・猫の動物生体の販売が好調に

推移している一方で、関連する犬猫用品及び魚関連用品・フード類の売上高の回復が遅れており、既存店売上高

の伸長を妨げる一因となっております。

　そのような状況の中で売上高を確保するための施策としまして、お客様のペットの写真撮影会や当社オリジナ

ルキャラクターによる様々なイベント開催等により集客力の向上を進めるとともに、旧型店舗の内外装のリ

ニューアルや買い回りのしやすいレイアウトへの変更等を実施致しております。また、商品機能や品質をアピー

ルした売場作りを実現し、特売商品に依存しない販促を行うことで利益率の改善を進めております。更に、専門店

としてのサービスレベルの向上を図るため、社外研修への参加や各種社内勉強会の実施を積極的に行い、従業員

の知識と技術の習得を進め、人材の育成に注力しております。これらの結果、当第３四半期会計期間のセグメント

売上高は、新規事業所の開設及び前事業年度に出店した事業所の通年営業もあったことから2,137百万円（前年

同期比2.8％増）となりました。　
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（2）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、1,430百万円となり、前年同四

半期会計期間末と比較して263百万円増加しました。

　当第３四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３四半期会計期間において営業活動により得られた資金は、14百万円となり、前年同四半期会計期間と比較し

て211百万円減少しました。これは、税引前四半期純利益79百万円、減価償却費97百万円、仕入債務の増加額375百万

円に対し、売上債権の増加額21百万円、たな卸資産の増加額425百万円及び法人税等の支払額132百万円等の支出に

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３四半期会計期間において投資活動により使用した資金は、87百万円となり、前年同四半期会計期間と比較し

て14百万円増加しました。これは、有形固定資産の取得による支出26百万円、長期貸付けによる支出17百万円、敷金

及び保証金の差入による支出44百万円があったこと等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３四半期会計期間において財務活動により得られた資金は、236百万円となり、前年同四半期会計期間と比較

して65百万円増加しました。これは、主に長期借入れによる収入1,237百万円に対し、長期借入金の返済による支出

995百万円、リース債務の返済による支出5百万円があったこと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３四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。

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社

法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりです。　

①　基本方針の内容

　当社取締役会は、上場会社として当社株式の自由な売買が認められている以上、当社取締役会の賛同を得ずに行

われる、いわゆる「敵対的買収」であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、こ

れを一概に否定するものではありません。また、当社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるかどうかの判断も、

最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。

②　当該株式会社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み

１．企業価値向上への取組み

　当社は、「人のために尽くす企業でありたい」という経営理念を掲げ、「お客様に“とても”喜ばれる店」を

創造するためにホームセンター事業とペット事業の二つの事業店舗において、お客様にとって価値のある商品

とサービスを提供することを基本においております。

　当社の企業価値の源泉は、①店舗価値が高く競争力のある商品の提供力、②仕入コストの低減を図り、付加価

値の高いオリジナル商品をはじめとする多岐に渡る商品の提供を可能にする開発力、③当社の経営理念や価値

観を共有し、専門的な商品の知識や管理ノウハウおよび販売ノウハウを有した従業員の力にあります。

　これらの企業価値の源泉が当社を発展・成長させる大きな原動力となっており、これらの源泉を理解し、事業

の有機的結合を分断すること無く、中長期にわたり総合的・持続的な視野に立った経営への取組みを行うこと

が、当社の企業価値ひいては株主価値を向上させていくためには極めて重要です。

　また、当社は中期経営計画を策定しており、その主な内容は、①企業提携による共同仕入を拡大し、商品開発の

強化と利益改善を図る、②より高い収益力を実現するための新フォーマット構築、③出店エリアの拡大による

アミーゴの全国展開、④出店エリア拡大に伴う物流システムの構築とコストの低減、⑤店舗オペレーションシ

ステムの改革によるローコスト運営、⑥組織体制の改革と人材育成の強化、⑦環境問題への取組みであります。

２．コーポレート・ガバナンスの強化について

　当社は、企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるために必要かつ有効な仕組みとして、従前よりコー

ポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。具体的には、取締役の経営責任を明確にし、株主の皆様へ

の信任を問う機会を増やすため取締役の任期を１年とし、また在任の監査役３名中２名を独立性の高い社外監

査役としております。

　また、経営判断にあたっては、顧問として就任されている外部有識者、弁護士等の法律・会計専門家からの意

見を聴取する等、経営の客観性の確保と向上に努めております。  
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③　基本方針に照らして不適切な者によって当該株式会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止す

るための取組み

　当社は、当社株式の大量買付行為がなされた場合について、その大量買付行為を行おうとする者（以下「大量買

付者」といいます。）のうち、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもた

らすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、あるいは買収等の提案理由、買収方法等が不当

・不明確であるなどの事情があるときについては企業価値を毀損することにつながり、株主共同の利益に資する

とはいえないと考えます。

　当社としては、当社株式に対する大量買付行為が行われた際に、株主の皆様が当該大量買付に応じるべきか否か

を判断するに際し、必要十分な情報の提供と一定の評価期間が与えられた上で、熟慮に基づいた判断を行うこと

ができるような体制を確保することが、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものと考えておりま

す。

　そこで当社の株式等の大量買付行為が行われる場合に、大量買付者に対し、（i）事前に当該大量買付行為に関

する必要かつ十分な情報の提供を求め、（ⅱ）当社が当該大量買付行為についての情報収集・検討等を行う時間

を確保した上で、（ⅲ）株主の皆様に対し当社経営陣の計画や代替案等を提示すること、あるいは大量買付者と

の交渉を行っていくための手続を定めています。かかる大量買付行為についての必要かつ十分な情報の収集・検

討等を行う時間を確保するため、大量買付者には、取締役会評価期間が経過し、かつ当社取締役会または株主総会

が対抗措置の発動の可否について決議を行うまで大量買付行為の開始をお待ち頂くことを要請するものです。

　そのため当社は、平成23年４月８日開催の取締役会において、当社の企業価値・株主共同の利益を向上させるた

め不適切な支配を防止する観点から、平成23年５月25日開催の当社第57期定時株主総会における株主の皆様の承

認を条件として、当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針を策定するべく決議致しました。　

　当社は、この買収防衛策の詳細を平成23年４月８日付で「当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）

の導入について」として公表致しました。このプレスリリースの全文は、インターネット上の当社ウェブサイト

（http://www.lic.jp/）に掲載しております。　

④　上記の各取組みに対する当社取締役会の判断及びその判断に係る理由

　買収防衛策の導入・継続に関しましては、株主総会の決議によって買収防衛策の導入・継続を行うことができ

る旨の定款変更を行った上で買収防衛策の導入・継続自体についても株主総会による承認を得ることと致して

おります。また、買収防衛策の有効期限を設けることにより、当該買収防衛策を再度検討する機会を設けておりま

す。このように、買収防衛策の導入・継続及び導入期間に関して、株主の意向を十分に反映するものと致しており

ます。さらに、当社取締役会が買収防衛策を廃止する旨の決議を行った場合には、有効期限の満了前であっても、

その時点で当該買収防衛策は廃止されるものとされております。

　また、当該買収防衛策は、取締役会の対抗措置発動等の重要な判断に際して、当社の業務執行を行う経営陣から

独立した独立委員会による勧告手続を経なければならず、かつ同勧告を最大限尊重しなければならないものとす

ることにより、取締役会の判断の客観性、公正性および合理性が確保できるよう設計されています。したがって、

当社取締役会は、当該買収防衛策は、当社の基本方針に沿うものであり、当社役員の地位の維持を目的とするもの

ではなく、また、当社株主の共同の利益を損なうものではないものと判断致しております。　

　

（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３四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

①新設　

　当第３四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
セグメント
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
（千円）

既支払額
（千円）

着手 完了

徳島沖浜

事業所

徳島県

徳島市
ペット事業 店舗新設 101,500 －

自己資金

及び借入金

平成24年　

３月

平成24年　

４月
825

松山中央

事業所

愛媛県

松山市
ペット事業 店舗新設 105,100 －

自己資金

及び借入金

平成24年　

３月

平成24年　

４月
928

（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、建設協力金及びリース資産を含んでおります。

　

②除却等

　当第３四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拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。

・アリオ倉敷事業所（ペット事業）の新設については、計画どおり完了し、平成23年11月23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３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成23年11月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年１月13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

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）　

単元株式数

100株 

計 5,000,000 5,000,000 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成24年１月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。　　　
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（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３四半期会計期間末現在
（平成23年11月30日）

新株予約権の数（個） 209（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） 209,000

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。　

    
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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②平成17年５月25日定時株主総会決議　 

 
第３四半期会計期間末現在
（平成23年11月30日）

新株予約権の数（個） 2,469（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） 246,900

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）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。  

　

 

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。  

 

　

 

（５）【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23年９月１日～

 平成23年11月30日　
－ 5,000,000 － 326 － 126

　　　　　

　　

 

（６）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。
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（７）【議決権の状況】

　当第３四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23年８月31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23年11月30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） 普通株式　　270,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　4,729,400 47,294 －

単元未満株式 普通株式 　　   600 － －

発行済株式総数 　　　　　5,000,000 － －

総株主の議決権 － 47,294 －

 

②【自己株式等】

平成23年11月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

株式会社リックコーポ

レーション

岡山市北区下中野

465番地の４
270,000 － 270,000 5.40

計 － 270,000 － 270,000 5.40

　　　

　

　

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23年
３月

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月

最高（円） 197 199 185 190 195 187 186 191 186

最低（円） 137 173 167 158 178 168 173 177 173

（注）　最高・最低株価は、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場（スタンダード）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。

　なお、前第３四半期会計期間（平成22年９月１日から平成22年11月30日まで）及び前第３四半期累計期間（平成22

年３月１日から平成22年11月30日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第３四半期会計期間（平成

23年９月１日から平成23年11月30日まで）及び当第３四半期累計期間（平成23年３月１日から平成23年11月30日ま

で）は、改正後の四半期財務諸表等規則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、前第３四半期会計期間（平成22年９月１日から平成22

年11月30日まで）及び前第３四半期累計期間（平成22年３月１日から平成22年11月30日まで）に係る四半期財務諸

表並びに当第３四半期会計期間（平成23年９月１日から平成23年11月30日まで）及び当第３四半期累計期間（平成

23年３月１日から平成23年11月30日まで）に係る四半期財務諸表について栄監査法人による四半期レビューを受け

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 1,430,010 812,172

受取手形及び売掛金 184,453 132,352

商品及び製品 3,098,314 2,572,973

原材料及び貯蔵品 24,839 19,327

その他 ※2
 826,449

※2
 719,703

貸倒引当金 △1,807 △1,350

流動資産合計 5,562,259 4,255,179

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※2
 2,763,020

※2
 2,552,098

構築物（純額） 211,055 223,728

車両運搬具（純額） 0 26

工具、器具及び備品（純額） 355,709 333,618

土地 ※2
 2,459,310

※2
 2,459,310

リース資産（純額） 80,521 34,369

建設仮勘定 54,986 2,000

有形固定資産合計 ※1
 5,924,605

※1
 5,605,152

無形固定資産 36,620 38,355

投資その他の資産

長期貸付金 ※2
 1,127,668

※2
 1,169,792

敷金及び保証金 ※2
 1,597,456

※2
 1,499,583

その他 892,741 896,130

貸倒引当金 △74,420 △75,700

投資その他の資産合計 3,543,445 3,489,805

固定資産合計 9,504,672 9,133,313

資産合計 15,066,931 13,388,492
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,764,279 1,213,611

短期借入金 － 200,000

1年内返済予定の長期借入金 2,869,113 2,721,572

未払法人税等 69,780 225,000

ポイント引当金 467,868 461,474

店舗閉鎖損失引当金 － 22,784

その他 801,852 610,383

流動負債合計 5,972,894 5,454,827

固定負債

長期借入金 6,351,968 5,778,781

退職給付引当金 15,899 19,615

資産除去債務 357,654 －

その他 325,545 295,598

固定負債合計 7,051,066 6,093,995

負債合計 13,023,961 11,548,822

純資産の部

株主資本

資本金 326,900 326,900

資本剰余金 397,940 397,940

利益剰余金 1,355,373 1,172,575

自己株式 △46,182 △46,182

株主資本合計 2,034,030 1,851,232

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 8,939 △11,562

評価・換算差額等合計 8,939 △11,562

純資産合計 2,042,969 1,839,670

負債純資産合計 15,066,931 13,388,492
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（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 ※1
 20,235,668

※1
 20,624,715

売上原価 ※1
 14,067,334

※1
 14,105,824

売上総利益 ※1
 6,168,333

※1
 6,518,890

その他の営業収入

賃貸収入 284,807 280,916

その他 301,308 306,593

その他の営業収入合計 586,115 587,509

営業総利益 6,754,449 7,106,400

販売費及び一般管理費 ※2
 6,189,452

※2
 6,464,085

営業利益 564,996 642,315

営業外収益

受取利息 12,530 12,276

受取配当金 2,408 3,344

受取手数料 9,874 8,334

補助金収入 11,819 29,835

その他 9,737 10,200

営業外収益合計 46,370 63,990

営業外費用

支払利息 130,213 118,218

支払手数料 13,406 17,090

その他 4,810 5,560

営業外費用合計 148,430 140,869

経常利益 462,936 565,436

特別利益

貸倒引当金戻入額 5,256 822

店舗閉鎖損失引当金戻入額 － 9,557

特別利益合計 5,256 10,379

特別損失

固定資産除却損 1,474 5,782

投資有価証券売却損 － 1,114

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 172,098

特別損失合計 1,474 178,995

税引前四半期純利益 466,718 396,821

法人税等 199,229 180,913

四半期純利益 267,488 215,907
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【第３四半期会計期間】
（単位：千円）

前第３四半期会計期間
(自　平成22年９月１日
　至　平成22年11月30日)

当第３四半期会計期間
(自　平成23年９月１日
　至　平成23年11月30日)

売上高 ※1
 6,609,314

※1
 6,477,174

売上原価 ※1
 4,586,877

※1
 4,423,003

売上総利益 ※1
 2,022,436

※1
 2,054,171

その他の営業収入

賃貸収入 93,442 94,528

その他 102,584 101,864

その他の営業収入合計 196,027 196,393

営業総利益 2,218,463 2,250,565

販売費及び一般管理費 ※2
 2,072,037

※2
 2,168,286

営業利益 146,426 82,278

営業外収益

受取利息 4,152 4,063

受取配当金 1,500 1,836

受取手数料 3,624 2,585

補助金収入 － 17,749

その他 3,220 2,878

営業外収益合計 12,496 29,113

営業外費用

支払利息 42,009 38,823

支払手数料 1,708 1,067

その他 1,436 427

営業外費用合計 45,153 40,318

経常利益 113,769 71,073

特別利益

貸倒引当金戻入額 171 303

店舗閉鎖損失引当金戻入額 － 9,557

特別利益合計 171 9,860

特別損失

固定資産除却損 276 1,271

特別損失合計 276 1,271

税引前四半期純利益 113,663 79,663

法人税等 49,059 36,652

四半期純利益 64,603 43,010
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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 466,718 396,821

減価償却費 270,427 284,845

ポイント引当金の増減額（△は減少） 7,391 6,394

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） － △22,784

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,404 △3,716

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,256 △822

受取利息及び受取配当金 △14,938 △15,620

支払利息 130,213 118,218

長期貸付金の家賃相殺額 76,064 78,113

固定資産除売却損益（△は益） 1,474 5,782

投資有価証券売却損益（△は益） － 1,114

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 172,098

売上債権の増減額（△は増加） △44,548 △52,100

たな卸資産の増減額（△は増加） △450,546 △530,852

仕入債務の増減額（△は減少） 671,177 550,667

未払金の増減額（△は減少） △27,375 34,785

その他 110,453 △75,845

小計 1,186,849 947,096

利息及び配当金の受取額 2,418 3,356

利息の支払額 △132,628 △117,749

法人税等の支払額 △70,365 △342,253

役員退職慰労金の支払額 △44,850 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 941,423 490,450

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 △197,351 △258,483

投資有価証券の取得による支出 － △6,639

投資有価証券の売却による収入 － 20,569

長期貸付けによる支出 △36,474 △41,713

長期貸付金の回収による収入 21,736 21,736

敷金及び保証金の差入による支出 △34,256 △103,400

敷金及び保証金の回収による収入 3,840 4,904

関係会社株式の取得による支出 △5,000 －

その他 △105 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △247,610 △363,027

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 △200,000

長期借入れによる収入 2,400,000 3,297,930

長期借入金の返済による支出 △2,313,411 △2,560,011

自己株式の取得による支出 △46,182 －

配当金の支払額 △34,864 △32,943

リース債務の返済による支出 △10,911 △14,560

財務活動によるキャッシュ・フロー △405,370 490,414

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 288,442 617,837

現金及び現金同等物の期首残高 878,537 812,172

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,166,980

※
 1,430,010
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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）

１．会計処理基準に関する

事項の変更

（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及び経常利益は、それぞれ16,398千円

減少し、税引前四半期純利益は188,496千円減少しております。

　

　 

【表示方法の変更】

当第３四半期会計期間
（自　平成23年９月１日
至　平成22年11月30日）

（四半期損益計算書）

　前第３四半期会計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「補助金収入」は、営業外費

用総額の100分の20を超えたため、当第３四半期会計期間では区分掲記することとしました。なお、前第３四半期会計

期間の営業外費用の「その他」に含まれる「補助金収入」は200千円であります。

　

　　

【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）

１．税金費用 　当第３四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３四半期会計期間末
（平成23年11月30日）

前事業年度末
（平成23年２月28日）

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、3,493,748千円で

あります。

  

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、3,240,060千円で

あります。

 

※２ 担保提供資産

　　　担保提供資産は次のとおりであります。

※２ 担保提供資産

　　　担保提供資産は次のとおりであります。

建物 1,159,265千円

土地 2,457,897千円

長期貸付金 72,817千円

その他 5,329千円

敷金及び保証金 123,467千円

 　　　　　　計 3,818,777千円

対応債務は以下のとおりであります。

1年内返済予定の長期借入金 410,840千円

長期借入金 2,790,421千円

　

建物 1,241,977千円

土地 2,422,897千円

長期貸付金 76,815千円

その他 5,329千円

敷金及び保証金 123,467千円

 　　　　　　計 3,870,487千円

対応債務は以下のとおりであります。

1年内返済予定の長期借入金 381,298千円

長期借入金 2,652,249千円

　　

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３四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 2,700,000千円

借入実行残高 －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 2,900,000千円

借入実行残高 200,000千円

差引額 2,700,000千円

 

４．財務制限条項 

(1）　　　　　　　─────　 

　

　

　

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。
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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
（平成23年２月28日）

(2）平成23年２月28日（住友信託銀行株式会社をアレ

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。 

・各事業年度及び各第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）を直前の事業年度及

び各第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。

・各事業年度の末日における損益計算書に記載され

る経常損益を損失としないこと。

・各事業年度及び各第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。　　

(2）　　　　　　　　　同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(3）平成23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22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。　

(4）平成23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。

・各事業年度の末日において、損益計算書における

経常損益を２期連続で経常損失としないこと。

・各事業年度の末日において、貸借対照表における

純資産の部の合計金額を、平成22年２月末決算期

の純資産の部の金額の75％以上に維持すること。 

　　

(4）平成22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。 

・各事業年度の末日において、損益計算書における

経常損益を２期連続で経常損失としないこと。

・各事業年度の末日において、貸借対照表における

純資産の部の合計金額を、平成21年２月末決算期

の純資産の部の金額の75％以上に維持すること。 

　　

(5）平成21年９月14日（株式会社三菱東京ＵＦＪ銀

行）締結の限度貸出契約に以下の財務制限条項が付

されております。

・各年度の決算における決算書類の非連結損益計算

書において、営業損益または経常損益のいずれか

を２期連続して損失としないこと。

・各年度の決算における決算書類の非連結貸借対照

表における純資産の部の合計金額を２期連続して

直前の非連結貸借対照表の純資産の部の合計金額

の80％相当額、もしくは平成21年２月期の非連結

貸借対照表の純資産の部の合計金額の80％相当額

のいずれか大きい金額を下回らないこと。  

(5）　　　　　　　　　同左
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（四半期損益計算書関係）

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）

※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 664,496千円
売上原価 550,358千円
売上総利益 114,137千円

 

※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 1,947,349千円
ポイント引当金繰入額 7,391千円
賃借料 1,457,223千円

　

※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 729,970千円
売上原価 606,280千円
売上総利益 123,690千円

 

※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 2,003,884千円
ポイント引当金繰入額 6,394千円
賃借料 1,443,893千円

　

　

前第３四半期会計期間
（自　平成22年９月１日
至　平成22年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成23年９月１日
至　平成23年11月30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 213,405千円
売上原価 176,409千円
売上総利益 36,995千円

 

※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 650,499千円
ポイント引当金繰入額 2,560千円
賃借料 486,934千円

　

※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 221,272千円
売上原価 183,857千円
売上総利益 37,415千円

 

※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 654,022千円
ポイント引当金繰入額 1,267千円
賃借料 475,801千円
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

※ 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22年11月30日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 1,166,980

現金及び現金同等物 1,166,980

※ 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23年11月30日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 1,430,010

現金及び現金同等物 1,430,010

　

　　

（株主資本等関係）

　当第３四半期会計期間末（平成23年11月30日）及び当第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）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式　　　　　　　　　　5,000千株 

２．自己株式の種類及び株式数 

普通株式　　　　　　　　　　　270千株  

３．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23年５月25日

定時株主総会
普通株式 33,109 7 平成23年２月28日平成23年５月26日利益剰余金

４．株主資本の金額の著しい変動

　該当事項はありません。

　

　

（金融商品関係）

　当第３四半期会計期間末（平成23年11月30日） 

　金融商品の四半期貸借対照表計上額の金額は、前事業年度の末日と比較し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。

　

　

　

（有価証券関係）

　当第３四半期会計期間末（平成23年11月30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３四半期会計期間末（平成23年11月30日）

　該当事項はありません。
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（持分法損益等）

　
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）

持分法を適用した場合の投資利益の金額（千円） 3,042 6,548

　

　
前第３四半期会計期間
（自　平成22年９月１日
至　平成22年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成23年９月１日
至　平成23年11月30日）

関連会社に対する投資の金額（千円） 20,000 20,000

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 14,491 19,648

持分法を適用した場合の投資利益の金額（千円） 960 1,508

 

　

 

（ストック・オプション等関係）

　当第３四半期会計期間（自　平成23年９月１日　至　平成23年11月30日）

　　該当事項はありません。

　

   

（資産除去債務関係）

　当第３四半期会計期間末（平成23年11月30日）

　資産除去債務の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動はありませ

ん。

　なお、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

ているため、前事業年度の末日における残高に代えて、第１四半期会計期間の期首における残高と比較しており

ます。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要　

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、店舗を中心とした商品の陳列販売及びサービスを行うための異なる業態を有しており、２つの事

業を柱とした営業活動を展開しております。それぞれに事業本部を設置し、取り扱う商品・サービスについ

て包括的な戦略を立案し、事業活動を展開していることから、事業体別セグメントにより構成されており、

「ホームセンター事業」及び「ペット事業」の２つを報告セグメントとしております。

なお、「ホームセンター事業」は、ホームセンターに類する商品の販売を行っており、「ペット事業」は、

ペット(生体）及びペットに関する商品並びにサービスの提供を行っております。

　　

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　　

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）

（単位：千円）

 

報告セグメント
調整額

（注１）　

四半期損益

計算書計上額

（注２）

ホームセンター

事業　
ペット事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 14,099,793　 6,524,92120,624,715 － 20,624,715

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 14,099,793　 6,524,92120,624,715 － 20,624,715

セグメント利益 865,342 301,6801,167,022△524,707 642,315

（注）１．セグメント利益の調整額△524,707千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に

報告セグメントに帰属しない本社事務管理部門の一般管理費であります。

 ２．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

当第３四半期会計期間（自平成23年９月１日 至平成23年11月30日）

（単位：千円）

 

報告セグメント
調整額

（注１）　

四半期損益

計算書計上額

（注２）

ホームセンター

事業　
ペット事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 4,339,249　 2,137,9256,477,174 － 6,477,174

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 4,339,249　 2,137,9256,477,174 － 6,477,174

セグメント利益 173,349 63,898 237,248△154,969 82,278

（注）１．セグメント利益の調整額△154,969千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に

報告セグメントに帰属しない本社事務管理部門の一般管理費であります。

 ２．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報　

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）

　該当事項はありません。

　

当第３四半期会計期間（自平成23年９月１日 至平成23年11月30日）

　該当事項はありません。　

　

（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。

　

　

　

（賃貸借等不動産関係）

　　　　当第３四半期会計期間末（平成23年11月30日）

　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、賃貸等不動産関係の記載は省略しております。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

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
（平成23年２月28日）

１株当たり純資産額 431.92円
 

１株当たり純資産額 388.94円
 

 

２．１株当たり四半期純利益金額等

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）

１株当たり四半期純利益金額 55.53円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額 45.64円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

　（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。 

 
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）

１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益（千円） 267,488 215,907

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） 267,488 215,907

期中平均株式数（千株） 4,816 4,729

 　 　

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） － －

（うち新株予約権） (－) (－)

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

新株予約権

株主総会の特別決議

①平成16年５月25日

（新株予約権数209個）

②平成17年５月25日

（新株予約権数2,469個）

　なお、詳細は「第４提出会社

の状況、１株式等の状況、(2）

新株予約権等の状況」に記載

のとおりであります。

　

－　
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前第３四半期会計期間
（自　平成22年９月１日
至　平成22年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成23年９月１日
至　平成23年11月30日）

１株当たり四半期純利益金額 13.65円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。　

１株当たり四半期純利益金額 9.09円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。　

　（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。 

 
前第３四半期会計期間
（自　平成22年９月１日
至　平成22年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成23年９月１日
至　平成23年11月30日）

１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益（千円） 64,603 43,010

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） 64,603 43,010

期中平均株式数（千株） 4,729 4,729

 　 　

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） － －

（うち新株予約権） (－) (－)

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

新株予約権

株主総会の特別決議

①平成16年５月25日

（新株予約権数209個）

②平成17年５月25日

（新株予約権数2,469個）

　なお、詳細は「第４提出会社

の状況、１株式等の状況、(2）

新株予約権等の状況」に記載

のとおりであります。

　

－　

　

　

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

30/34



（重要な後発事象）

　　　　当第３四半期会計期間（自　平成23年９月１日　至　平成23年11月30日）　

　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施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を計算する法定実効税率が40.43％から37.75％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を計算する法定実効税率が35.38％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、繰延税金資産が

40,557千円減少し、法人税等調整額が40,557千円増加します。

　

　

（リース取引関係）

　当第３四半期会計期間（自　平成23年９月１日　至　平成23年11月30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23年１月12日

株式会社リックコーポレーション   

取締役会　御中　　   
 

 栄監査法人

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 國分　博史　　印

 

 
社員
業務執行社員

 公認会計士 西村　智子　　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22年３月１日から平成23年２月28日までの第57期事業年度の第３四半期会計期間（平成22年９月１日

から平成22年11月30日まで）及び第３四半期累計期間（平成22年３月１日から平成22年11月30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22年11月30日現在の財政状態、同日をもっ

て終了する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

　  平成24年１月12日

株式会社リックコーポレーション 　  

取締役会　御中　　   
 

 栄監査法人

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 國分　博史　　印

 

 業務執行社員  公認会計士 西村　智子　　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23年３月１日から平成24年２月29日までの第58期事業年度の第３四半期会計期間（平成23年９月１日

から平成23年11月30日まで）及び第３四半期累計期間（平成23年３月１日から平成23年11月30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23年11月30日現在の財政状態、同日をもっ

て終了する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四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。

　

追記情報　

　１．「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」に記載されているとおり、会社は第１四半期会計期

間から「資産除去債務に関する会計基準」及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」を適用している。

　

　２．「重要な後発事象」に記載されているとおり、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）等が公布された。　

 

　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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