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１．１８年 ９月中間期の連結業績（平成１８年 ４月 １日～平成１８年 ９月３０日） 

(1) 連結経営成績              （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 

１８年９月中間期 

１７年９月中間期 

百万円   ％

29,420    △2.2 

30,095   △2.0 

百万円   ％

    △29         － 

△11       － 

百万円   ％

4     △83.5 

24   △51.6 

１８年３月期   64,189       96          146          
 

 
中 間 (当 期) 純 利 益 

1 株当たり中間 

(当期)純利益 

潜 在 株 式 調 整 後 

1株当たり中間(当期)純利益 

 

１８年９月中間期 

１７年９月中間期 

百万円   ％

△26     － 

166     － 

円  銭

△4.26  

27.54  

円  銭

－ 

－ 

１８年３月期   223          34.59  － 
(注) 1．持分法投資損益        18 年 9 月中間期  8 百万円   17 年 9 月中間期  4 百万円  18 年 3 月期  31 百万円 

   2．期中平均株式数(連結)  18 年 9 月中間期 6,273,623 株 17 年 9 月中間期 6,277,316 株 18 年 3 月期 6,276,662 株 

   3．会計処理の方法の変更     無 

   4．売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

 

(2) 連結財政状態              （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当り純資産 

 

１８年９月中間期 

１７年９月中間期 

百万円 

11,425      

10,969    

百万円

2,767   

2,607   

％ 

22.7  

23.8  

  円  銭

  413.24  

415.37  

１８年３月期   9,955    2,701   27.2  429.64  
(注) 期末発行済株式数（連結） 18 年 9 月中間期 6,271,973 株 17 年 9 月中間期 6,276,495 株 18 年 3 月期 6,274,660 株 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況      （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 営 業 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る

キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物

期 末 残 高

 

１８年９月中間期 

１７年９月中間期 

百万円 

1,015      

△279    

百万円

△38     

106   

百万円 

26      

334    

百万円

1,744     

1,308   

１８年３月期   89    102   △609    730   

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

   連結子会社数  ３社  持分法適用非連結子会社数  ― 社  持分法適用関連会社数  １社 
 

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

   連結(新規)   １社  (除外)  ― 社    持分法(新規)  ― 社   (除外)   １社 
 
２．１９年 ３月期の連結業績予想（平成１８年 ４月 １日～平成１９年 ３月３１日） 

 売  上  高 経 常 利 益 当 期 純 利 益 

通   期 
百万円

63,600   

百万円

170   

百万円

60   

(参考) １株当たり予想当期純利益（通期）  ９円 ５６銭 

 

 ※上記業績につきましては、本資料発表現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は 
様々な要素により、異なる結果となる可能性があります。なお、上記予想に関する事項については添付資料の４ 

頁をご参照ください。 

 



水産物卸売業……

水産物加工業……

その他事業………

商品・原料の動き 役務提供 ＊持分法適用会社

　１．企業集団等の状況

　当社及び当社の関係会社(子会社７社、関連会社２社で構成)は、水産物の販売・加工を主な事業としております。

　当社グループの事業に係る位置づけは、次のとおりであります。

なお、当社の関連当事者である日本水産株式会社（主要株主）は、当社及び川崎魚市場株式会社に対し商品の仕入販売を

行っております。

当社は、横浜市中央卸売市場において、関連会社川崎魚市場株式会社は、川崎市

中央卸売市場において、卸売業を行っております。子会社である株式会社横浜食

品サービス他４社は、主として水産物関連商品の卸売業を行っております。

関連会社１社は、荷役・運送業を行っております。

子会社である上記の株式会社横浜食品サ－ビス他２社は、水産物等の加工を行っ

ております。

当社  横 浜 魚 類 ㈱

日本水産㈱

　
　　水産物卸売業
　連結子会社
 　㈱横浜食品サービス
　　　　　　　他２社
　非連結子会社２社
  関連会社
　　＊川崎魚市場㈱

その他事業
関連会社　　１社

　
　　水産物加工業
　連結子会社
 　㈱横浜食品サービス

　非連結子会社２社

得　　　　　　　　意　　　　　　　先

関連当事者
（主 要 株 主）
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(1) 経営の基本方針

　当社は横浜市中央卸売市場で水産物の卸売を行う企業であり、高鮮度で品揃えされた商品を低価格で

安定的に消費者の皆様に提供することを基本としております。

  当社グル－プでは水産物という健康に良い食材を消費者の皆様のニ－ズに合わせて加工し、安価で、

美味しく、安全に食卓に提供することで、豊かで健康的な食生活に貢献したいと考えております。

(2) 利益配分に関する基本方針

  当社は企業経営の成果としての利益を株主へ、いかに配分すべきかについては、経営の重要政策と考

えております。

  当社を取り巻く環境変化に適切に対処し、企業基盤の強化に努め、業績に裏付けられた成果配分を行

うことを基本方針として、企業の財務体質の強化と将来の事業展開に備えた内部留保を行いたいと考え

ております。

(3) 中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

　水産物流通業界は供給側である生産面、需要側である消費面ともに変化が激しく、また、卸売市場法

の改正により規制緩和と競争激化が促進されており、これらの問題に適切に対応することが重要な課題

となっております。

　このような状況下で当社グル－プは、常に消費者の方々のニ－ズを把握し、消費者側の情報を基に生

産者と連携を密にし、ロ－コストオペレ－ションによる商品提供を行ってまいりたいと考えております。

(4) 親会社等に関する事項

　該当事項はありません。

(5) 内部管理体制の整備・運用状況

　当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する

基本的な考え方及びその整備状況」に記載しております。

　

　２．経 　営 　方 　針
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(1)経営成績

  当上半期の我国経済は、主として設備投資と輸出に支えられ、ゆるやかな回復基調が続きましたが、水産物流

通業界は、水産物に対する需要が引き続き低調で、大変厳しい状況が継続しております。

  この様な状況下、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社。以下同じ）は、顧客ニーズへの対応

とマーケットの開拓に努めましたが、販売単価は上昇したものの、販売数量を拡大することが出来なかったため、

売上高は29,420百万円（前中間期比2.2％減）と減収になりました。

  損益面は、利益率の改善により売上総利益は増加しましたが、販売費及び一般管理費の増加、営業外収益及び

特別利益の減少等により、営業損失29百万円（前中間期営業損失11百万円）、経常利益4百万円（前中間期経常

利益83.5％減）、中間純損失26百万円（前中間期中間純利益166百万円）と減益になりました。

  これをセグメント別にみますと、水産物卸売業は主として市場外取引の減少により、売上高は23,994百万円

（前中間期比3.7%減）と減収になりましたが、諸経費の削減により営業損益は40百万円の損失（前中間期営業損

失51百万円）となり、営業損益が若干改善しました。

  水産物加工業は、売上高は5,426百万円（前中間期比4.8％増）と増収になりましたが、利益率の低下により、

営業利益は11百万円（前中間期比66.8％減）と減益になりました。

  

(2)財政状態

　当中間期末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ、1,003百万円増加し、1,744百万円となり

ました。

（営業活動によるキャッシュ・フロ－）

　中間期末日が銀行休業日となり、仕入債務が増加したこと等により1,015百万円の収入超過（前中間期279百万

円支出超過）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロ－）

　主として固定資産の取得により38百万円の支出超過（前中間期106百万円収入超過）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロ－）

  主として短期借入金の増加により26百万円の収入超過（前中間期334百万円収入超過）となりました。

当社グル－プのキャッシュ・フロ－指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成19年3月期

中間 期末 中間 期末 中間

22.2% 23.8% 23.8% 27.2% 22.7%

4.4年 7.7年 ― 27.5年 1.2年

時価ベ－スの自己資本比率　：　株式時価総額／総資産

債務償還年数　：有利子負債／営業キャッシュ・フロ－

インタレスト・カバレッジ・レシオ　：　営業キャッシュ・フロ－/利払い

※　各指標は、いずれも連結ベ－スの財務数値により計算しております。

※　株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

※　中間期における債務償還年数の算定において使用した営業キャッシュ・フローは年額に換算す

　　るため２倍しております。

※　キャッシュ・フロ－は営業キャッシュ・フロ－を利用しております。有利子負債は中間連結貸

　　借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。

　　また、利払いについては、中間連結キャッシュ・フロ－計算書の利息の支払額を使用しており

　　ます。

27.0%27.2%27.9%25.6%

３．経営成績および財政状態

平成17年3月期 平成18年3月期

13.8 7.6

　各キャッシュ・フロ－の状況は次のとおりであります。

48.8

自 己 資 本 比 率

レ ッ ジ ・ レ シ オ

時 価 ベ － ス の

自 己 資 本 比 率

債 務 償 還 年 数

イ ン タ レ ス ト ・ カ バ
―

32.0%

1.8
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(3) 通期の見通し

　下期の景気動向は、景気が回復基調にあるとは言え、水産物の需要は低迷し、大変厳しい状況が続くものと予

想されます。

　この様な状況において、当社グループは高鮮度で豊富な品揃えを行い、積極的な営業活動により、取扱数量を

増加させるとともに、引き続き諸経費の削減に努めます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　以上により、下半期の売上・利益につきましては、売上は前年下半期実績並を見込んでおりますが、利益につ

きましては物流費及び人件費等経費の削減により、前年下半期実績を上回る計画とし、通期業績につきまして

は、売上高636億円（前期比0.9％減）、経常利益170百万円（前期比15.9％増）、当期純利益60百万円（前期比

73.1％減）を見込んでおります。

(4) 事業等のリスク

　当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項は、下記のとおりでありま

す。

 ① 販売先の状況について

　　　当社の販売先である仲卸業者については、量販店の増加により仲卸業者の販売先である鮮魚小売店等が減

　　少したことや、市場外流通の拡大等販売競争の激化により、業績低下が懸念され今後、このような状況が拡

　　大すれば当社の業績が影響を受ける可能性があります。

 ② 法的規制について

　　　当社は農林水産省の許可を得て、横浜市中央卸売市場で水産物の卸売を行っており、卸売市場法および横

　　浜市中央卸売市場業務条例等（以下卸売市場法等という）の法的規制を受けております。

　　今後、卸売市場法等が改正され、規制の改廃や新たな法規制が設けられる場合は当社の業績が影響を受ける

　　可能性があります。

 ③ 水産物の価格について

　　　水産物流通業界は供給側である生産面、需要側である消費面ともに変化が激しく、需給バランスが崩れ供

　　給過多となれば水産物の価格低下となり、魚価安により当社の業績が影響を受ける可能性があります。

  ④ 食品の安全性等について

          消費者による食品の安全性に対する関心が高まり、当社が取扱う水産物についても、今後食品の安全性に係る

　　　問題が生じた場合、当社の業績が影響を受ける可能性があります。

 ⑤ 重要な訴訟事件等の発生について

　　　当社の子会社である㈱横浜食品サービスは、冷凍豆腐の仕入先であった㈱テンドレの破産管財人から、

　　売買代金122百万円の支払請求を和歌山地方裁判所へ提訴されております。

  　㈱横浜食品サービスとしては、相手方の主張することには理由がないと考えておりますが、訴訟の結果に

　　よっては、当社グループの業績が影響を受ける可能性があります。

　　　なお、上記事項は本書提出日現在における判断であり、不確実要素が含まれております。また、当社グ

　　ループにおける将来の経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があると考えられる要因は上記事項

　　に限定されるものではありません。
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４．中間連結財務諸表等 

(1）中間連結財務諸表 

①中間連結貸借対照表 

  
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金   1,308 1,744  730

２．受取手形及び売掛
金 

※3  4,729 4,854  4,708

３．たな卸資産   1,176 1,221  857

４．繰延税金資産   92 46  75

５．その他 ※1  205 125  101

貸倒引当金   △272 △290  △279

流動資産合計   7,240 66.0 7,702 67.4  6,195 62.2

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1)建物及び構築物 ※1 1,915 1,940 1,928 

(2)機械装置及び運
搬具 

 475 494 483 

(3)土地 ※1 464 479 464 

(4)その他  296 294 288 

減価償却累計額  △1,551 1,600 △1,686 1,523 △1,621 1,543

２．無形固定資産    

（1）特許権  105 94 100 

(2) ソフトウエア  3 2 2 

(3) その他  7 116 7 104 7 109

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券 ※1 1,138 1,117 1,253 

(2) 長期貸付金  250 254 231 

(3) 繰延税金資産  397 440 374 

(4）その他 ※1 312 416 372 

貸倒引当金  △86 2,012 △133 2,094 △126 2,106

固定資産合計   3,729 34.0 3,722 32.6  3,759 37.8

資産合計   10,969 100.0 11,425 100.0  9,955 100.0
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前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形及び買掛
金 

  3,455 4,712  3,289

２．短期借入金   2,150 1,580  1,430

３．一年以内に返済予
定の長期借入金 

※1  430 411  368

４．未払金   133 127  132

５．未払法人税等   24 33  30

６．賞与引当金   33 33  35

７．その他   185 260  184

流動負債合計   6,412 58.5 7,158 62.7  5,470 54.9

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※1  831 534  671

２．退職給付引当金   840 836  811

３．役員退職金引当金   50 61  56

４．その他   67 65  71

固定負債合計   1,790 16.3 1,498 13.1  1,610 16.2

負債合計   8,203 74.8 8,657 75.8  7,081 71.1

    

（少数株主持分）    

少数株主持分   158 1.4 ― ―  171 1.7

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   829 7.6 ― ―  829 8.3

Ⅱ 資本剰余金   648 5.9 ― ―  648 6.5

Ⅲ 利益剰余金   1,109 10.1 ― ―  1,165 11.7

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  24 0.2 ― ―  63 0.7

Ⅴ 自己株式   △4 △0.0 ― ―  △5 △0.0

資本合計   2,607 23.8 ― ―  2,701 27.2

負債、少数株主持分
及び資本合計 

  10,969 100.0 ― ―  9,955 100.0
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前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％）

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   ― ― 829 7.3  ― ―

２．資本剰余金   ― ― 648 5.7  ― ―

３．利益剰余金   ― ― 1,092 9.6  ― ―

４．自己株式   ― ― △7 △0.1  ― ―

株主資本合計   ― ― 2,563 22.4  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等     

１．その他有価証券評価差
額金 

  ― ― 28 0.2  ― ―

   評価・換算差額等合計   ― ― 28 0.2  ― ―

Ⅲ 少数株主持分   ― ― 176 1.5  ― ―

純資産合計   ― ― 2,767 24.2  ― ―

負債純資産合計   ― ― 11,425 100.0  ― ―
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②中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   30,095 100.0 29,420 100.0  64,189 100.0

Ⅱ 売上原価 ※1  28,210 93.7 27,523 93.5  60,147 93.7

売上総利益   1,885 6.3 1,897 6.5  4,042 6.3

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※2  1,896 6.3 1,926 6.5  3,946 6.2

営業利益又は営業
損失（△） 

  △11 △0.0 △29 △0.1  96 0.1

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  6 4 11 

２．受取配当金  4 6 5 

３．受取手数料  16 1 2 

４．持分法による投資
利益 

 4 8 31 

５．受取賃貸料  43 59 87 

６．雑収入  20 95 0.3 5 85 0.3 26 164 0.3

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  25 21 50 

２．賃貸経費  33 29 63 

３．雑損失  0 59 0.2 0 52 0.2 0 114 0.2

経常利益   24 0.1 4 0.0  146 0.2

Ⅵ 特別利益    

１．固定資産売却益 ※3 81 ― 81 

２．厚生年金基金清算
益 

 11 92 0.3 ― ― ― 11 92 0.1

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産売却損 ※4 5 ― 5 

２．固定資産除却損 ※5 7 0 7 

３. 会員権評価損  ― ― 7 

４. 投資有価証券売却
損 

 ― 13 0.1 1 2 0.0 ― 21 0.0

税金等調整前中間
（当期）純利益 

  103 0.3 1 0.0  217 0.3

法人税、住民税及
び事業税 

 24 30 56 

法人税等調整額  △98 △74 △0.3 △11 18 0.1 △84 △27 △0.0

少数株主利益   10 0.0 10 0.0  22 0.0

中間（当期）純利
益又は中間純損失
（△） 

  166 0.6 △26 △0.1  223 0.3
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③中間連結剰余金計算書 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の 

連結剰余金計算書 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

区分 
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  648 648 

Ⅱ 資本剰余金中間期末（期末）残高  648 648 

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  974 974 

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１．中間（当期）純利益  166 166 223 223 

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１．配当金  25 25  

２．役員賞与  7 32 7 32 

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期末）残高  1,109 1,165 
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④中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）                 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年3月31日残高（百万円） 829 648 1,165 △5 2,637

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当（注） ― ― △25 ― △25

役員賞与（注） ― ― △7 ― △7

中間純損失（△） ― ― △26 ― △26

自己株式の取得 ― ― ― △1 △1

その他 ― ― △14 ― △14

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） ― ― ― ― ―

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円） 
― ― △73 △1 △74

平成18年９月30日残高（百万円） 829 648 1,092 △7 2,563

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券

評価差額金 

評価・換算差

額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年3月31日残高（百万円） 63 63 171 2,873 

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当（注） ― ― ― △25 

役員賞与（注） ― ― ― △7 

中間純損失（△） ― ― ― △26 

自己株式の取得 ― ― ― △1 

その他 ― ― ― △14 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） △35 △35 4 △31 

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円） 
△35 △35 4 △105 

平成18年９月30日残高（百万円） 28 28 176 2,767 

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります 
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⑤中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日）

区分 
注記

番号 
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ

シュ・フロー 
 

税金等調整前中間（当

期）純利益 
 103 1 217 

減価償却費  77 71 153 

持分法による投資利益  △4 △8 △31 

退職給付引当金の増減

額（減少：△） 
 △1 24 △30 

役員退職金引当金の増

減額（減少：△） 
 3 5 8 

賞与引当金の増減額

（減少：△） 
 △3 △2 △0 

貸倒引当金の増減額

（減少：△） 
 3 2 49 

受取利息及び受取配当

金 
 △10 △10 △17 

支払利息  25 21 50 

固定資産売却益  △81 ― △81 

固定資産売却損  5 ― 5 

固定資産除却損  7 0 7 

投資有価証券売却損  ― 1 ― 

会員権評価損  ― ― 7 

売上債権の増減額 

（増加：△） 
 △80 △120 △60 

破産債権等の増減額

（増加：△） 
 1 △24 △61 

たな卸資産の増減額

（増加：△） 
 △387 △345 △71 

仕入債務の増減額 

（減少：△） 
 198 1,414 31 

未払金の増減額   

（減少：△） 
 △39 △8 △24 

未払消費税等の増減額

（減少：△） 
 △27 △23 △2 

役員賞与の支払額  △10 △10 △10 

その他  △31 47 24 

小計  △251 1,038 167 

利息及び配当金の受取

額 
 24 25 31 

利息の支払額  △24 △20 △50 

法人税等の支払額  △28 △28 △58 

営業活動によるキャッ

シュ・フロー 
 △279 1,015 89 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日）

区分 
注記

番号 
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ

シュ・フロー 
 

投資有価証券の取得に

よる支出 
 △10 △36 △27 

投資有価証券の売却に

よる収入 
 ― 38 ― 

投資有価証券の有償減

資による収入 
 ― 5 ― 

有価証券の売却による

収入 
 ― 3 ― 

有形固定資産の取得に

よる支出 
 △83 △41 △113 

有形固定資産の売却に

よる収入 
 220 ― 220 

無形固定資産の取得に

よる支出 
 △0 ― △0 

無形固定資産の売却に

よる収入 
 0 ― 0 

短期貸付金の純増減額  1 △1 1 

長期貸付金の回収によ

る収入 
 47 13 130 

長期貸付金の貸付けに

よる支出 
 △63 △13 △98 

その他  △5 △5 △11 

投資活動によるキャッ

シュ・フロー 
 106 △38 102 

Ⅲ 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  410 150 △310 

長期借入れによる収入  200 100 225 

長期借入金の返済によ

る支出 
 △248 △194 △495 

自己株式の取得による

支出 
 △0 △1 △1 

親会社による配当金の

支払額 
 △25 △25 △25 

少数株主への配当金の

支払額 
 △2 △2 △2 

財務活動によるキャッ

シュ・フロー 
 334 26 △609 

Ⅳ 現金及び現金同等物の

増減額 
 160 1,003 △417 

Ⅴ 現金及び現金同等物の

期首残高 
 1,147 730 1,147 

非連結子会社の新規連結
に伴う現金及び現金同等
物の増加額 

 ― 10 ― 

Ⅵ 現金及び現金同等物の

中間期末(期末)残高 
 1,308 1,744 730 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数  ２社 (1)連結子会社の数  ３社 (1)連結子会社    ２社 

 ㈱横浜食品サービス 

㈱横食 

 

子会社丸浜食品㈱は、平成17

年９月30日付をもって清算結了

したため、上記連結子会社数に

は含めておりませんが、清算ま

での損益計算書については連結

しております。 

㈱横浜食品サービス 

㈱横食 

サカエ食品㈱ 

サカエ食品㈱は同社の利益剰余

金の連結財務諸表に及ぼす影響

に重要性がでてきたため、当中

間連結会計期間より連結子会社

に含めております。 

㈱横浜食品サービス

㈱横食 

 

前連結会計年度において連結子

会社でありました丸浜食品㈱は、

平成17年９月末までに清算が結了

したため、上記連結子会社の数に

は含まれておりませんが、清算ま

での損益計算書については連結し

ております。 

 (2）主要な非連結子会社の名称等 (2）主要な非連結子会社の名称等 (2）主要な非連結子会社の名称等

 主要な非連結子会社 主要な非連結子会社 主要な非連結子会社 

 サカエ食品㈱他 ３社 ㈱ミナトフーズ他 ３社 サカエ食品㈱他 ４社 

 （連結の範囲から除いた理由） （連結の範囲から除いた理由） （連結の範囲から除いた理由） 

  非連結子会社はいずれも小規

模であり、合計の総資産、売上

高、中間純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金(持分に見

合う額)等は、いずれも中間連

結財務諸表に重要な影響を及ぼ

していないためであります。 

同左 非連結子会社はいずれも小規

模であり、合計の総資産、売上

高、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等は、いずれも連結財

務諸表に重要な影響を及ぼして

いないためであります。 

(1)持分法適用の非連結子会社数

１社 

(1)     ────── (1)持分法適用の非連結子会社数

１社 

２．持分法の適用に関する

事項 

サカエ食品㈱  サカエ食品㈱ 

 (2)持分法適用の関連会社数１社

川崎魚市場㈱ 

(2)持分法適用の関連会社数１社 

同左 

(2)持分法適用の関連会社数１社 

同左 

 (3)持分法を適用していない非連

結子会社（丸浜フレッシュ㈱他

２社）は、それぞれ中間純損益

（持分に見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う額）等から

みて、持分法の対象から除いて

も中間連結財務諸表に及ぼす影

響が軽微であり、かつ、全体と

しても重要性がないため持分法

の適用範囲から除外しておりま

す。 

(3)持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社（㈱ミナ

トフーズ他４社）は、それぞれ

中間純損益及び利益剰余金（持

分に見合う額）等からみて、持

分法の対象から除いても中間連

結財務諸表に及ぼす影響が軽微

であり、かつ、全体としても重

要性がないため持分法の適用範

囲から除外しております。 

 

(3)持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社（㈱ミナ

トフーズ他４社）は、それぞれ

当期純損益及び利益剰余金等に

及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がない

ため持分法の範囲から除外して

おります。 

３．連結子会社の中間決算

日（決算日）等に関する

事項 

 連結子会社の中間期の末日は、

すべて９月30日であり中間連結決

算日と一致しております。 

同左 連結子会社の決算日は、すべて

３月31日であり、連結決算日と一

致しております。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

 有価証券 有価証券 有価証券 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評

価差額は全部資本直入

法により処理し、売却

原価は主として移動平

均法により算定） 

     中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直

入法により処理し、売

却原価は主として移動

平均法により算定）  

決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差

額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価

は主として移動平均法

により算定） 

 時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

 主として移動平均法に

よる原価法 

同左 同左 

 たな卸資産 たな卸資産 たな卸資産 

 個別法に基づく低価法 同左 同左 

 (2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

 有形固定資産 有形固定資産 有形固定資産 

 定率法を採用しておりま

す。 

 なお当社の工具、器具及

び備品は定額法を採用して

おります。 

 耐用年数及び残存価額に

ついては、法人税法に規定

する方法と同一の基準に

よっております。 

同左 同左 

 無形固定資産 無形固定資産    無形固定資産 

 定額法を採用しておりま

す。 

 なお、自社利用ソフトウ

エアについては、社内にお

ける見込利用可能期間（５

年）に基づいております。

特許権については、社内

における見込有効期間（12

年）に基づく定額法を採用

しております。 

同左 同左 

 (3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 

 貸倒引当金 貸倒引当金 貸倒引当金 

  売上債権・貸付金等の貸倒

損失に備えるため、一般債権

については、貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。 

同左 同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

 賞与引当金 賞与引当金 賞与引当金 

  従業員賞与の支給に備える

ため、支給対象期間を基準と

して算出した繰入額を基礎に

将来の支給見込を加味して当

中間会計期間負担額を計上し

ております。 

同左  従業員賞与の支給に備える

ため、支給対象期間を基準と

して算出した繰入額を基礎に

将来の支給見込を加味して計

上しております。 

 退職給付引当金 退職給付引当金 退職給付引当金 

  当社及び主要な連結子会社

においては、従業員の退職給

付に備えるため、当事業年度

末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、

当中間会計期間末において発

生していると認められる額を

計上しております。 

同左  当社及び主要な連結子会社

においては、従業員の退職給

付に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づ

き、当連結会計年度末におい

て発生していると認められる

額を計上しております。 

 役員退職金引当金 役員退職金引当金 役員退職金引当金 

  役員の退職慰労金の支給に

備えるため、当社は内規に基

づく中間期末要支給額を計上

しておりますが、連結子会社

では計上しておりません。 

同左  役員の退職慰労金の支給に

備えるため、当社は内規に基

づく期末要支給額を計上して

おりますが、連結子会社では

計上しておりません。 

 (4）重要なリース取引の処理方法 (4）重要なリース取引の処理方法 (4）重要なリース取引の処理方法

  リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・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

計処理によっております。 

同左 同左 

 (5）その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

(5）その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

(5）その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

  税抜方式を採用しておりま

す。 

同左 同左 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及び現金

同等物)は、手許現金、随時引き

出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっており

ます。 

同左  連結キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金同等

物)は、手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっておりま

す。 
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  中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） ────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より、固定資産

の減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14年８

月９日））及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号 平成15年10月31

日）を適用しております。これによる

損益に与える影響はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

当連結会計年度より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月

９日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日）

を適用しております。これによる損益

に与える影響はありません。 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準） 

当中間連結会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基

準」（平成17年12月９日 企業会計基準

第５号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指針」

（平成17年12月９日 企業会計基準委員

会 企業会計基準適用指針第８号）を適

用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当する

金額は、2,591百万円であります。 

なお、当中間連結会計期間における中

間連結貸借対照表の純資産の部について

は、中間連結財務諸表規則の改正に伴

い、改正後の中間連結財務諸表規則によ

り作成しております。 

────── 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

※１．担保に供している資産並びに対応する

債務は、次のとおりであります。 

※１．担保に供している資産並びに対応する

債務は、次のとおりであります。 

※１．担保に供している資産並びに対応する

債務は、次のとおりであります。 

Ⅰ(1）担保に供している資産 Ⅰ(1）担保に供している資産 Ⅰ(1）担保に供している資産 
  

建物 509百万円 

土地 330   

計 840   
  

  
建物 441百万円 

土地 274  

計 715  
  

  
建物 492百万円 

土地 330   

計 823   
  

(2)対応する債務 (2)対応する債務 (2）対応する債務 
  

長期借入金 781百万円 

一年以内返済予定
長期借入金 

42   

計 823   
  

  
長期借入金 464百万円 

一年以内返済予定長
期借入金 

316  

計 781  
  

  
長期借入金 630百万円 

一年以内返済予定長
期借入金 

171   

計 802   
  

   

Ⅱ 開設者差入保証の担保として国債 

31百万円差入れております。 

Ⅱ 開設者差入保証の担保として国債 

23百万円差入れております。 

Ⅱ 開設者差入保証の担保として国債 

31百万円差入れております。 

Ⅲ サカエ食品㈱の全国農業協同組合からの

営業保証の担保として有価証券３百万円を

差入れております。 

Ⅲ サカエ食品㈱の全国農業協同組合からの

営業保証の担保として投資有価証券５百万

円を差入れております。 

Ⅲ サカエ食品㈱の全国農業協同組合からの

営業保証の担保として有価証券３百万円

を差入れております。 

２．偶発債務 ２．偶発債務 ２．偶発債務 

 連結会社以外の会社の金融機関からの

借入金に対する保証 

 連結会社以外の会社の金融機関からの

借入金に対する保証 

 連結会社以外の会社の金融機関からの

借入金に対する保証 
  

㈲はなわふれあい農園 51百万円 
  

  
㈲はなわふれあい農園 44百万円 

  

  
㈲はなわふれあい農園 48百万円 

  
※３．   ────── ※３．中間期末日満期手形 

中間期末日満期手形の会計処理につ

いては、当中間会計期間の末日は金

融機関の休日でしたが、満期日に決

済が行われたものとして処理してお

ります。当中間期末日満期手形の金

額は、次のとおりであります。 

受取手形       11百万円 

※３．   ────── 
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（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．買付品売上原価には、商品の低価法に

よる評価減３百万円が含まれておりま

す。 

※１．買付品売上原価には、商品の低価法に

よる評価減４百万円が含まれておりま

す。 

※１．買付品売上原価には、商品の低価法に

よる評価減５百万円が含まれておりま

す。 

※２．販売費及び一般管理費で主要な費目及

び金額は、次のとおりであります。 

※２．販売費及び一般管理費で主要な費目及

び金額は、次のとおりであります。 

※２．販売費及び一般管理費で主要な費目及

び金額は、次のとおりであります。 
  

(1)売上高割市場使用料 47百万円 

(2)出荷奨励金 27   

(3)完納奨励金 50   

(4)荷役運送料 207   

(5)保管料 106   

(6)従業員給料手当 731   

(7)賞与引当金繰入額 33   

(8)役員退職金引当金繰
入額 

5   

(9)退職給付費用 39   

(10)賃借料 81   

(11)減価償却費 43   

(12)貸倒引当金繰入額 3   
  

  
(1)売上高割市場使用料 44百万円

(2)出荷奨励金 23   

(3)完納奨励金 49   

(4)荷役運送料 125   

(5)保管料 110   

(6)従業員給料手当 697   

(7)賞与引当金繰入額 39   

(8)役員退職金引当金繰
入額 

5   

(9)退職給付費用 34   

(10)賃借料 133   

(11)減価償却費 41   

(12)貸倒引当金繰入額 2   
 

  
(1)売上高割市場使用料 100百万円

(2)出荷奨励金 53   

(3)完納奨励金 105   

(4)荷役運送料 466   

(5)保管料 220   

(6)従業員給料手当 1,480   

(7)賞与引当金繰入額 35   

(8)役員退職金引当金繰
入額 

10   

(9)退職給付費用 80   

(10)賃借料 226   

(11)減価償却費 

(12)貸倒引当金繰入額 

90   

49   
  

※３．固定資産売却益の内訳は次のとおり

であります。 

※３．    ────── ※３．固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。 

土地・建物 80百万円 

機械装置及び運搬具 0       

計 81   
 

 土地、建物及び構築物 80百万円

機械装置及び運搬具 0      

計 81   
 

※４．固定資産売却損の内訳は次のとおりで

あります。 

  電話加入権         5百万円 

※４．    ────── ※４．固定資産売却損の内訳は次のとおりで

あります。 

   電話加入権         5百万円

※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。 

※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。 

※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。 
 

建物及び構築物 5百万円 

機械装置及び運搬具 2   

その他 0   

計 7   
  

 
機械装置及び運搬具       0 百万円

計       0    
 

 
建物及び構築物 5百万円

機械装置及び運搬具 2   

その他 0   

計 7   
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末株

式数（千株） 

当中間連結会計期間増

加株式数（千株） 

当中間連結会計期間減少

株式数（千株） 

当中間連結会計期間末

株式数（千株） 

発行済株式  

普通株式（千株） 6,290 ― ― 6,290

合計 6,290 ― ― 6,290

自己株式  

普通株式（千株）(注) 15 2 ― 18

合計 15 2 ― 18

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加２千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

２．新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．配当に関する事項 

(1)配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 25 4.00 平成18年３月31日 

平成18年６月29日

定時株主総会 

 

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関

係 

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在） 
  

現金及び預金勘定 1,308百万円 

現金及び現金同等物 1,308   
  

  
現金及び預金勘定 1,744百万円

現金及び現金同等物  1,744   
  

  
現金及び預金勘定 730百万円

現金及び現金同等物  730   
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（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引（借主側） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引（借主側） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引（借主側） 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

（百万円） 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額

（百万円）

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

（百万円）
  

 
取得価
額相当
額 

減価償
却累計
額相当
額 

中間期
末残高
相当額 

機械装置及び
運搬具 

127 72 55 

その他 119 68 51 

合計 246 140 106 

  

  

 
取得価
額相当
額 

減価償
却累計
額相当
額 

中間期
末残高
相当額

機械装置及び
運搬具 

222 90 132

その他 144 96 48

合計 367 186 180

  

  

 
取得価
額相当
額 

減価償
却累計
額相当
額 

期末残
高相当
額 

機械装置及び
運搬具 

235 92 143

その他 144 82 62

合計 380 174 206

  
(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

  
１年内 46百万円 

１年超 64  

合計 110  
  

  
１年内 70百万円

１年超        114   

合計        184   
  

  
１年内 69百万円

１年超 140   

合計 210   
  

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 
  

支払リース料 26百万円

減価償却費相当額 

支払利息相当額 

24  

2  
  

  
支払リース料 39百万円

減価償却費相当額

支払利息相当額 

      36   

       3   
  

  
支払リース料 63百万円

減価償却費相当額 58   

支払利息相当額 5   
  

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 (4)減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし残存価額を

零とする定額法によっております。 

(5)利息相当額の算出方法 

  リ－ス料総額とリ－ス物件の取得価額

相当額の差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利息法によって

おります。 

同左 

 

 (5)利息相当額の算出方法 

同左 

同左 

 

 (5)利息相当額の算出方法 

同左 

（減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はあ

りません。 

 （減損損失について） 

同左 

 （減損損失について） 

同左 
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（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日） 

 
１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計上

額（百万円） 
差額（百万円） 

(1) 株式 310 354 44 

(2）債券  

国債・地方債等 34 34 0 

合計 344 388 44 

(注) なお、減損処理にあたっては、当中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全 

て減損処理を行い、30％以上50％未満下落しているものに関しては、取得原価と過去1年間の時価の推移を比較し、過 

去1年間の時価が取得原価を1度も上回っていない場合には減損処理を行っております。 

 
２．時価のない有価証券の主な内容 

 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券 

非上場株式 109 

 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

 
１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（百万円） 
中間連結貸借対照表計上

額（百万円） 
差額（百万円） 

(1) 株式 301 351 49 

(2）債券  

国債・地方債等 28 28 0 

合計 329 379 50 

    (注)  なお、減損処理にあたっては、当中間連結会計期間末おける時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全

て減損処理を行い、30％以上50％未満下落しているものに関しては、取得原価と過去1年間の時価の推移を比較し、過

去1年間の時価が取得原価を1度も上回っていない場合には減損処理を行っております。 

 
２．時価のない有価証券の主な内容 

 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券 

非上場株式 116 
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前連結会計年度末（平成18年３月31日） 

 
１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

(1) 株式 310 421 111 

(2）債券  

国債・地方債等 34 34 0 

合計 344 455 111 

   (注) なお、減損処理にあたっては、当連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損

処理を行い、30％以上50％未満下落しているものに関しては、取得原価と過去1年間の時価の推移を比較し、過去1年間

の時価が取得原価を1度も上回っていない場合には減損処理を行っております。 

 
２．時価のない有価証券の主な内容 

 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券 

非上場株式 108 

 

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日至平成17年９月30日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日至平成18年９月30日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自平成17年４月１日至平成18年３月31日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。 
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（セグメント情報） 

１．事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）                                     （単位：百万円） 

 水産物卸売業 水産物加工業 計 消去又は全社 連結 

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 24,916 5,178 30,095 ― 30,095

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
0 12 13 (13) ―

計 24,916 5,191 30,108 (13) 30,095

営業費用 24,968 5,155 30,124 (18) 30,106

営業利益 △ 51 35 △ 16 5 △ 11

 
当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）                                     （単位：百万円） 

 水産物卸売業 水産物加工業 計 消去又は全社 連結 

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 23,994 5,426 29,420 ― 29,420

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
― ― ― ― ―

計 23,994 5,426 29,420       ― 29,420

営業費用 24,035 5,414 29,449 ― 29,449

営業利益  △40 11 △29         ― △29

 

前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日）                                   （単位：百万円） 

 水産物卸売業 水産物加工業 計 消去又は全社 連結 

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 52,854 11,335 64,189 ― 64,189

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
0 12 13 (13) ―

計 52,855 11,347 64,202 (13) 64,189

営業費用 52,830 11,280 64,111 (18) 64,093

営業利益 24 67 91 5 96

 （注） 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 

（ア）事業区分の方法 

 連結グループ内で営む業種区分によっております。 

（イ）各事業区分に属する主要な製品の名称等 

水産物卸売業 中央市場の内外における水産物等の仕入・販売 

水産物加工業 水産物等の加工販売 

 
２．所在地別セグメント情報 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店はありませんので、該当事項はありません。 

３．海外売上高 

   海外売上高はありませんので、該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  
１株当たり純資産額 415円37銭 
  

  
１株当たり純資産額 413円24銭
  

  
１株当たり純資産額 429円64銭
    

１株当たり中間純利益金額 27円54銭 
  

  
１株当たり中間純損失金額 4円26銭
  

  
１株当たり当期純利益金額 34円59銭
  

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、潜在株式が存在

していないため記載しておりません。 

  なお、潜在株式調整後１株当たり中間 

 純利益金額については、１株当たり中間 

 純損失であり、また、潜在株式が存在し 

ないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純

利益金額については、潜在株式が存在し

ていないため記載しておりません。 

  

（注）算定上の基礎 

  １．１株当たり純資産額 

 
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） ― 2,767 ―

純資産の部の合計額から控除する金額（百万

円） 
― 176 ―

（うち少数株主持分） (―)      (176) (―)

普通株式に係る中間期末（期末）の純資産額

（百万円） 
― 2,591 ―

１株当たり純資産の算定に用いられた中間期

末（期末）の普通株式の数（千株） 
― 6,271 ―

 

２．１株当たり中間（当期）純利益金額又は中間純損失金額 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

中間（当期）純利益又は中間純損失(△) 

（百万円） 
166 △26 223

普通株主に帰属しない金額（百万円） 6 ― 6

（うち利益処分による役員賞与） (6) (―)  (6)

普通株式に係る中間（当期）純利益又は中間

純損失(△)（百万円） 
172 △26 217

期中平均株式数（千株） 6,277 6,273 6,276

 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 
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（生産、受注及び販売の状況） 

１．生産実績 

当中間連結会計期間、前中間連結会計期間および前連結会計年度における水産物加工業の生産実績を示すと、次のとおりで

あります。 

（単位：百万円） 

事業の種類別セグメントの名称
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

水産物加工業 5,150 5,534 11,281

（注） (1) 金額は、販売価格によっております。 

      (2) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．受注状況 

当社グループの水産物加工業は、生鮮水産物の加工を行っており受注高と受注残高が生産実績とおおむね一致するため受注

状況の記載は省略しております。 

３．販売実績 

  当中間連結会計期間、前中間連結会計期間及び前連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、

次のとおりであります。 

（単位：百万円） 

事業の種類別セグメントの名称
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

水産物卸売業 24,916 23,994 52,854

水産物加工業 5,178 5,426 11,335

合計 30,095 29,420 64,189

（注） (1) セグメント間の取引については相殺消去しております。 

     (2) 当中間連結会計期間、前中間連結会計期間及び前連結会計年度についての主な相手先別の販売実績及び当該販売実

績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

相手先 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

金額（百万円） 割合(％) 金額（百万円） 割合(％) 金額（百万円） 割合(％)
㈱イトーヨーカ堂 

6,277 20.9 6,394 21.7 13,733 21.4

(3) 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 


