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上場会社名 株式会社 ラクーン 上場取引所 東 コード番号 3031 URL http://www.raccoon.ne.jp/代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 小方 功問合せ先責任者 （役職名） 取締役財務担当副社長 （氏名） 今野 智 TEL 03-5652-1711四半期報告書提出予定日 平成23年9月12日配当支払開始予定日 ―四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無四半期決算説明会開催の有無 ： 無1.  平成24年4月期第1四半期の連結業績（平成23年5月1日～平成23年7月31日） 
（注）平成23年４月期第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成23年４月期第１四半期の数値及び対前年同四半期増減率については、記載しておりません。 (2) 連結財政状態 
（注）平成23年４月30日現在の株主に対し平成23年５月１日をもって、普通株式１株につき２株の割合で株式分割しております。なお、平成23年４月期の１株当たり純資産は、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しております。  

(1) 連結経営成績（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4月期第1四半期 2,141 ― 28 ― 26 ― 21 ―23年4月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―（注）包括利益 24年4月期第1四半期 20百万円 （―％） 23年4月期第1四半期 ―百万円 （―％）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4月期第1四半期 1,162.89 1,141.0723年4月期第1四半期 ― ―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4月期第1四半期 2,471 1,138 46.0 62,699.2423年4月期 2,658 1,131 42.5 62,326.00（参考） 自己資本   24年4月期第1四半期  1,137百万円 23年4月期  1,131百万円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  （注）現時点において、平成24年４月期の配当予想は未定であります。 

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23年4月期 ― 0.00 ― 1,650.00 1,650.0024年4月期 ―24年4月期（予想） ― ― ― ―3.  平成24年4月期の連結業績予想（平成23年5月1日～平成24年4月30日） （％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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) ― ― ― ― ― ― ― ― ―通期 8,300 ～8,600 3.0 ～6.7 120 ～130 △4.2 ～3.7 110 ～120 △5.8 ～2.7 77 ～84 △52.1 ～△47.4 4,239.62 ～4,625.04



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  （注）詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 （注）詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 (4) 発行済株式数（普通株式） （注）平成23年４月30日現在の株主に対し平成23年５月１日をもって、普通株式１株につき２株の割合で株式分割しております。なお、株式数は、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しております。 ※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連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 ※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 １．本資料に記載されている業績見通しなどの将来に関する記述は、当社が現在入手可能な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異なる可能性があることをご了承ください。 ２．平成24年４月期の配当予想は現時点では未定のため開示しておりません。今後の業績等を総合的に勘案して、１株当たり配当を決定次第開示いたします。 ３．平成23年４月30日現在の株主に対し平成23年５月１日をもって、普通株式１株につき２株の割合で株式分割しております。なお、「３．平成24年４月期の連結業績予想」の１株当たり当期純利益は、当該株式分割後の影響を考慮しております。 

4.  その他新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有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） 24年4月期1Q 18,162 株 23年4月期 18,162 株② 期末自己株式数 24年4月期1Q ― 株 23年4月期 ― 株③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年4月期1Q 18,162 株 23年4月期1Q 18,162 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災による多大な被害

とその後の原発事故による電力供給不安等の影響により、企業による経済活動が停滞するとともに、個人消費も低

迷いたしました。時間の経過とともに、徐々に回復基調となっているものの、全体的に低調に推移いたしました。

さらに、アメリカの金融不安の長期化、為替の円高基調の継続等、依然として厳しい状況が続いております。  

 このような状況の中、当社グループは、「利便性・専門性・先進性を追求した今までにない企業間取引のインフ

ラを創造する」ことをグループビジョンとして掲げ、EC事業と売掛債権保証事業の事業規模の拡大に努めてまいり

ました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は2,141,619千円、営業利益28,177千円、経常利益26,381

千円、四半期純利益21,120千円となりました。（なお、前第１四半期累計期間は四半期連結財務諸表を作成してい

ないため、前年同四半期との比較分析は行っておりません。） 

  

 セグメントごとの業績は、次のとおりであります。 

  

①EC事業 

 「スーパーデリバリー」においては、前期に引き上げた審査基準の継続適用により、質の高い「会員小売店」及

び「出展企業」の獲得に取り組んでおります。加えて、様々な施策の実施により、客単価や購入率の向上の実現を

図り、会員小売店数の増加との相乗効果により、商品売上高を増加させることに取り組んでおります。 

 具体的には、「会員小売店」に対する取り組みといたしまして、「会員小売店」をターゲット別に以前より細か

く再分類し、分類ごとのニーズにあったサービスを提供することで、客単価や購入率の向上を図っております。 

 また、「出展企業」に対する取り組みといたしまして、従来の「ゼロイチショップ」のスキームを拡充し、販売

する商品数が少なく単独出展が難しい小規模メーカーでも「スーパーデリバリー」で販売できるプランの提供を開

始いたしました。これにより、魅力的な商品の出品を増加させることで、客単価や購入率の向上を図っておりま

す。 

 この結果、EC事業の売上高は2,100,025千円(前年同期比110.1％）、セグメント利益は19,957千円となりまし

た。  

  

 なお、当第１四半期連結累計期間末における「スーパーデリバリー」の経営指標は会員小売店数30,259店舗（前

期末比847店舗増）、出展企業数948社（前期末比19社減）、商材掲載数283,680点（前期末比8,550点増）となりま

した。  

  

②売掛債権保証事業 

 株式会社トラスト＆グロースが提供している売掛債権保証事業は、人員を増員し、営業力強化に取り組んでおり

ます。  

 この結果、売掛債権保証事業の売上高は67,898千円、セグメント利益は8,051千円となりました。  

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、2,471,769千円になりました。流動資産は、2,126,128千円になりまし

た。主な項目としては、売掛金が1,001,888千円、現金及び預金が927,251千円になっております。固定資産は、

345,641千円になりました。主な項目としては、ソフトウエアとソフトウエア仮勘定が166,090千円、のれんが

90,720千円になっております。 

 当第１四半期連結会計期間末の負債は、1,333,025千円になりました、流動負債は、975,324千円になりました。

主な項目としては、買掛金が617,718千円、1年内返済予定の長期借入金が173,914千円になっております。固定負

債は、357,700千円になりました。主な項目としては、長期借入金が253,067千円、転換社債型新株予約権付社債が

99,000千円になっております。 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産は、1,138,743千円になりました。主な項目としては、資本金が744,900千

円、利益剰余金が260,656千円になっております。 

（なお、前第１四半期累計期間は四半期連結財務諸表を作成していないため、前年同四半期との比較分析は行って

おりません。） 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報  

 業績予想につきましては概ね予想通りに推移しており、現時点においては前回公表時より変更はありません。 

 なお、「平成23年4月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載したとおり、当社では現在、新規事業の開発に

取り組んでおります。しかしながら、サービス開始時期（及び投資発生時期）が現段階では不確実となっており、

上半期中に開始される可能性と下半期にずれ込む可能性が拮抗している流動的な状態であります。従いまして、こ

のような状況を踏まえ、平成24年３月期の連結業績予想につきましては通期のみの開示にしております。 

  

※開発中の新規事業の詳細につきましては、「平成23年4月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」をご参照くださ

い。  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。   

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 連結子会社の税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計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しておりま

す。  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（１株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用） 

 当第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年

６月30日）、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22年６

月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９号 平成22年６月30日）を適

用しております。  

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年４月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,072,211 927,251

売掛金 1,068,238 1,001,888

求償債権 28,771 28,330

たな卸資産 1,413 2,060

繰延税金資産 159,938 159,938

その他 23,796 32,246

貸倒引当金 △28,718 △25,586

流動資産合計 2,325,652 2,126,128

固定資産   

有形固定資産   

建物 19,244 19,244

減価償却累計額 △9,978 △10,519

建物（純額） 9,266 8,724

工具、器具及び備品 16,255 16,255

減価償却累計額 △13,155 △13,461

工具、器具及び備品（純額） 3,100 2,794

その他 1,419 5,187

減価償却累計額 △1,419 △1,482

その他（純額） 0 3,705

有形固定資産合計 12,366 15,224

無形固定資産   

ソフトウエア 138,640 138,385

ソフトウエア仮勘定 14,169 27,704

のれん 93,150 90,720

その他 1,423 1,383

無形固定資産合計 247,383 258,194

投資その他の資産   

投資有価証券 11,201 10,547

敷金及び保証金 57,227 57,405

繰延税金資産 3,935 3,935

その他 462 333

投資その他の資産合計 72,826 72,221

固定資産合計 332,576 345,641

資産合計 2,658,228 2,471,769
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年４月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年７月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 694,856 617,718

短期借入金 100,000 －

1年内返済予定の長期借入金 158,084 173,914

未払金 36,850 41,162

未払法人税等 28,514 6,288

保証履行引当金 20,175 22,173

賞与引当金 19,093 9,634

販売促進引当金 19,130 19,490

災害損失引当金 760 －

その他 68,856 84,943

流動負債合計 1,146,322 975,324

固定負債   

転換社債型新株予約権付社債 99,000 99,000

長期借入金 278,418 253,067

資産除去債務 2,523 2,534

その他 － 3,099

固定負債合計 379,941 357,700

負債合計 1,526,263 1,333,025

純資産の部   

株主資本   

資本金 744,900 744,900

資本剰余金 132,372 132,372

利益剰余金 254,519 260,656

株主資本合計 1,131,791 1,137,928

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 173 △480

その他の包括利益累計額合計 173 △480

新株予約権 － 1,295

純資産合計 1,131,964 1,138,743

負債純資産合計 2,658,228 2,471,769
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成23年７月31日) 

売上高 2,141,619

売上原価 1,794,034

売上総利益 347,585

販売費及び一般管理費 319,408

営業利益 28,177

営業外収益  

受取利息及び配当金 274

受取手数料 1,750

その他 40

営業外収益合計 2,064

営業外費用  

支払利息 1,987

社債利息 1,871

その他 1

営業外費用合計 3,860

経常利益 26,381

特別損失  

災害による損失 197

特別損失合計 197

税金等調整前四半期純利益 26,184

法人税等 5,064

少数株主損益調整前四半期純利益 21,120

四半期純利益 21,120

㈱ラクーン（3031）　平成24年４月期　第１四半期決算短信

－6－



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成23年７月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 21,120

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 △653

その他の包括利益合計 △653

四半期包括利益 20,466

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 20,466

少数株主に係る四半期包括利益 －
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 該当事項はありません。  

  

  

（セグメント情報）  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年５月１日 至 平成23年７月31日） 

１．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  

 （単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額168千円は、セグメント間取引消去であります。 

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。   

  

２．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事項  

該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  

  

  

  

報告セグメント     

調整額  

（注）１  

  

四半期連結

損益計算書

計上額  

（注）２ 
EC事業  

売掛債権 

保証事業 
計  

売上高                                

外部顧客への売上高    2,100,025  41,594  2,141,619  －  2,141,619

セグメント間の内部売上

高又は振替高  
 －  26,304  26,304  △26,304  －

計   2,100,025  67,898  2,167,924  △26,304  2,141,619

セグメント利益   19,957  8,051  28,008  168  28,177

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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