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連結財政状態
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（参考） 自己資本

連結キャッシュ・フローの状況

百万円 百万円 百万円 百万円

円　　銭 円　　銭 円　　銭 百万円 ％ ％

(予　想)

( )

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

百万円　　％ 百万円　　％ 百万円　　％ 百万円　　％ 円　　銭

通　期

中間期

平成19年3月期の連結業績

総資産

19年3月期

18年3月期

△20    97  

平成20年3月期の連結業績予想

20年3月期

15    00  

18年3月期

19年3月期

19年3月期

～平成19年4月1日

19年3月期 9,634百万円 

△ 1,195

自己資本比率

財 務 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

6.1

(3)

18年3月期

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

19年3月期

(2)

43    55  

円　　銭

TEL

平 成 19 年 6 月 28 日 配当支払開始予定日 平 成 19 年 6 月 29 日

円　　銭

売上高

平成19年3月31日

平成 19年 5月 18日

上場会社名

コード番号

平成19年3月期 決算短信

株式会社　大　　水

７５３８

代 表 者

問合せ先責任者

定時株主総会開催予定日

18年3月期

１株当たり

平 成 19 年 6 月 29 日有価証券報告書提出予定日

1.

(1)

1,300 30.8

3. 平成20年3月31日

201,000 1.6

△ 0.2

営 業 利 益

1,250

平成18年4月1日 ～

自 己 資 本

当期純利益率

0.7

当期純利益

209,668

197,801

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

18年3月期

19年3月期

42.5

918 8.6 1,278 17.9

△ 4.4 994

― 百万円

48.2

―

△ 2.9

％ ％

18年3月期 ― 百万円

19年3月期

650

877

営業利益 当期純利益

△ 292

経常利益

△ 22.2△ 5.7

％

総  資  産

経常利益率

売  上  高

営業利益率

2.7 0.4

3.4 0.4

１株当たり純資産

36,203

37,436

9,634

10,836 28.9 774     55  

純資産

現金及び現金同等物
期 末 残 高

26.6

18年3月期 －

692     36  

2,3932,172

496

△ 453

721

△ 1,687

2,417

15    00  

15    00  

年 間 （年間）

配当金総額

(基準日) 中 間 期 末 期 末

2. 配当の状況

１株当たり配当金

15    00  

純資産配当率

(連結)

配当性向

(連結)

15    00  

2.0

2.0

208

209

―

34.4

15    00  29.0

17    96  

売 上 高

95,000 450 208.2

51    74  

経 常 利 益 当 期 純 利 益

250 331.0

720 ―

470 131.5

1 株 当 た り
当 期 純 利 益
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㈱大水　（7538）　平成19年３月期決算短信

期中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

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の変更に伴う変更 有

②　①以外の変更 無

(注)　詳細は、14ページ「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」をご覧ください。

発行済株式数(普通株式)

①　期末発行済株式数(自己株式を含む)

②　期末自己株式数

(注)　1株当たり当期純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については、27ページ「1株当たり情報」をご覧くだ

さい。

(参考)個別業績の概要

( )

個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

円　　銭 円　　銭

個別財政状態

百万円 百万円 ％ 円   　銭

（参考） 自己資本

( )

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

百万円　　％ 百万円　　％ 百万円　　％ 百万円　　％ 円　　銭

28.0

18年3月期 －

699     81  

平成20年3月期の個別業績予想

803     97  36,261 11,241

19年3月期 9,738百万円 

31.0

46    71  

経 常 利 益 当 期 純 利 益

230 ―430 129.9

1 株 当 た り
当 期 純 利 益

16    53  

1,20031.0

売 上 高

91,600 400 177.8

営 業 利 益

1,100

１株当たり当期純利益

総資産 純資産

34,748

△48    73  

33    96  

9,738

△ 23.5△ 6.2 947

203,641

190,961

879

840 △ 4.5

１株当たり

当期純利益

潜在株式調整後

※　(将来に関する記述等についてのご注意）

650 ―

自己資本比率 １株当たり純資産

19年3月期

経常利益 当期純利益

△ 678 ―

26.7

売上高 営業利益

3. 平成20年3月31日

193,000 1.1

△ 0.7

(1)

4. その他

15,324,819株 

19年3月期

△ 0.1

連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

18年3月期

(2)

(3)

(1)

18年3月期

18年3月期

平成19年3月期の個別業績

18年3月期

19年3月期

18年3月期

19年3月期

(2)

15,324,819株 

～

5.2 1,237 17.4 513 27.9

19年3月期 1,408,648株 1,391,481株 

～ 平成19年3月31日

　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している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大きく異なる可能性があります。業績予想
の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「1.経営成績（1）経営成
績に関する分析」をご覧ください。

1. 平成18年4月1日

平成19年4月1日

通　期

中間期
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1.経営成績
(1) 経営成績に関する分析

　　当連結会計年度における我が国経済は、原油高や米国経済の減速などの懸念材料があったものの、企業収益改善に伴う

　設備投資の増加、雇用所得の改善による内需主導の好循環が生まれ、緩やかな回復基調で推移しました。しかし、地域間

　および業種間等によっては、景気回復の程度や業績の伸びに格差が生じる結果となりました。

　　当業界を取り巻く環境は、異常気象による国内物の水揚不振、買付競争力低下による外国産品の減少から販売単価の低

　下に歯止めがかかったものの、原油高騰による流通コストの上昇､流通多元化に伴う販売競争の激化、製菓賞味期限切れ問

　題による食に対する安全安心志向の強まりが見られるなど、厳しい経営環境となりました。

　　このような状況のもと、当連結会計年度の業績は、売上高1,978億１百万円（前連結会計年度比5.7％減）、営業利益８

　億77百万円（同4.4％減）、経常利益９億94百万円（同22.2％減）となりましたが、特別損失として子会社間の合併による

　抱合せ株式消滅差損や貸倒等による引当金を計上したこと等により当期純損失２億92百万円となりました。

　　なお、水産物販売事業の売上高は、1,974億21百万円（同5.7％減）、冷蔵倉庫等事業の売上高は、３億80百万円（同

　4.9％増）であります。

　　次期業績につきましては、強力な営業活動を押し進め、新規取引の拡大、既存取引先への対応力増進等を図り業績の向

　上に全力をあげる所存であります。このような状況を踏まえて、売上高2,010億円、営業利益12億50百万円、経常利益13億

　円、当期純利益７億20百万円を見込んでおります。

(2) 財政状態に関する分析

　（キャッシュ・フローの状況に関する分析）

　　当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物 ( 以下 「資金」という。)は、当連結会計年度末には24億

　17百万円となり、前連結会計年度に比べて23百万円増加いたしました。

　　当連結会計年度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）

　　営業活動の結果使用した資金は11億95百万円（前連結会計年度は21億72百万円の収入）となりました。これは主に税金等

　調整前当期純損失が55百万円計上され、たな卸資産の増加（８億３百万円）、仕入債務の増加（８億28百万円）、法人税等

　の支払額（５億98百万円）等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）

　　投資活動の結果得られた資金は４億96百万円（前連結会計年度は４億53百万円支出）となりました。これは主に投資有価

　証券の売買、貸付金の支出及び回収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）

　　財務活動の結果得られたは７億21百万円（前連結会計年度は16億87万円の支出）となりました。これは主に短期借入金の

　増加、配当金の支払等によるものであります。

　（キャッシュ・フロー関連指標の推移）

平成15年3月期 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期

自己資本比率 25.1       27.4       27.5       28.9       26.6       

時価ベースの自己資本比率 17.4       18.4       20.0       22.7       19.7       

キャッシュ・フロー対有利子負債
比率

9.7       5.0       27.6       4.4       ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ 11.5       23.5       4.6       26.6       ―

（注）　自己資本比率 ： 自己資本／総資産

　　　　時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産

　　　　キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ ： 営業キャッシュ・フロー／利払い

※各指標はいずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

※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。

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期配当

　　配当政策に対する基本方針は、業績が消費動向に大きく影響される特質を踏まえたうえで、将来に向けた安定的な収益

　基盤づくりのために内部留保の充実を図り、株主の皆様に安定した配当を継続的に行うこととしております。

　　この方針のもと、当期の配当金につきましては、当連結会計年度の経営成績は当期純損失となったものの、特別損益に

　よる影響が大きく、経常利益や今後の事業展開を勘案して、１株につき15円を継続していく予定であります。

(4) 事業等のリスク

　　最近の有価証券報告書（平成18年６月30日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略しております。

※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。

　有利子負債は、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全ての負債を対象としております。

　また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
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2.企業集団の状況
　　　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、子会社４社及び関連会社３社で構成されております。当社の主

　　要業務は卸売市場法に基づく水産物卸売業であります。子会社及び関連会社は各種水産物の販売及び加工並びに冷蔵倉

　　庫業他を行っております。これらの子会社及び関連会社は、当社グループの市場内及び市場外流通の重要な位置を占め

　　ております。

　　　当社グループの事業に係わる位置付けは次のとおりであります。

　　　　水産物販売………………当社は、卸売市場法に基づき中央卸売市場において水産物の販売を行っております。

　　　　事業　　　　　　　　　子会社㈱京都興産、丸魚食品㈱他１社及び関連会社２社が当事業に属しております。

　　　　冷蔵倉庫等………………子会社大阪東部冷蔵㈱は、市場内及び市場外流通の拠点として冷蔵倉庫業を行っておりま

　　　　事業　　　　　　　　　す。その他関連会社１社が当事業に属しております。

　　　　　　　　　　　　　

　　　事業の系統図は次のとおりであります。

　　（注）１.　※印は連結子会社であります。

　　　　　２.　持分法適用会社はありません。

　　　　　３.　上海京海水産有限公司は平成19年３月27日付で解散決議され、清算にむけての準備を進めております。

　　　　　４.　子会社であった㈱ベンガルは平成19年３月１日付で丸魚食品㈱と合併し、子会社ではなくなりました。

　　　　　５.　子会社であった長崎丸海商事㈱は平成19年３月13日付で当社が保有する株式を売却し、子会社ではなく

　　　　　　　 なりました。

　　　　　６.　関連会社であった㈱魚棚水産は平成19年３月28日付で当社が保有する株式を売却し、関係会社ではなく

　　　　　　　 なりました。

生 産 者

出 荷 団 体

産地仲買人

輸 入 業 者

外 国 業 者

小 売 業 者

加 工 業 者

スーパーマーケット

外 食 産 業

商 社

消　費　者当　　　社 仲卸業者

（冷蔵倉庫等事業）
　子　　会　　社
　　　　※　大阪東部冷蔵㈱
　関　連　会　社
　　　　　　大阪府中央卸売
　　　　　　市場水産物精算㈱

（水産物販売事業）

　子　　会　　社

　　　　※　㈱京都興産

　　　　※　丸魚食品㈱

　　　　　　上海京海水産有

　　　　　　限公司

　関　連　会　社

　　　　　　㈱南都水産

　　　　　　ムラカミ食品㈱
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3.経営方針
(1) 会社の経営の基本方針

　　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、子会社４社、関連会社３社で構成されています。当社は、卸売市

　場法の定めるところによる農林水産大臣の許可を受け、水産物卸売会社として全国各地の生産者等からあらゆる種類の生

　鮮・冷凍・加工水産物の販売の委託を受け、また買付を行い、これらを公認の仲卸業者等に公開せり売、またはこれに準

　ずる方法で販売することにより、公正な価格を形成、消費者に新鮮で安全な水産物を安定的に供給するという極めて公共

　性の高い事業を営んでおります。

　　当社グループの経営理念の根幹は水産物流通を通じて社会に貢献することであります。

(2) 目標とする経営指標

　　当社グループの経営指標は、安定的な売上成長と、売上総利益率の向上によりＲＯＥを高めることを目標としておりま

　す。当連結会計年度において引当処理等のため当面の目標を達成できませんでしたが、今後も目標達成を目指してまいり

　ます。

(3) 会社の対処すべき課題

　　当社グループは、ローコスト経営を根幹に捉えながら、集荷販売の強化、粗利益率の改善および業務の効率化を図り、

　売上と利益の安定成長を最大のテーマとして経営に取り組んでいく所存であります。

　　①　「健全経営」の維持・強化

　　　　企業としての究極の目的は利益の追求ですが、「健全なる経営」が当社の企業目的であり、永遠の経営課題と認識

　　　しております。そのためには、さらなる業務の効率化と収益構造の改善を推進してまいります。

　　②　在庫負担の軽減、経費の削減

　　　　社員の原価意識を高め、在庫経費負担の軽減や販管費の節減を軸に事業のあらゆる面での無駄を徹底的に排除し、

　　　水産物の価格低迷時期であっても安定した利益を生み出せる経営体質の強化に努めます。

　　③　与信管理の強化

　　　　新たな収益源となる事業の拡大、強化を推し進めるとともに、取引先の信用調査ならびに与信管理の充実を図り、

　　　販売代金の回収と債権の保全に努めます。

　　④　安心・安全の強化

　　　　食の安全性に対する消費者の関心が高まるなか、品質管理の強化・充実を図るため売場ごとに品質管理責任者を定

　　　　め、社内に「品質管理委員会」を設置し、消費者に安心・安全な水産物を提供することに努めます。

　　⑤　子会社、関連会社の再編

　　　　子会社、関連会社の経営基盤を強化するため、事業再編による選択・集中を推進してまいります。
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4.連結財務諸表
（1）連結貸借対照表 （単位：百万円）

期　　別 前連結会計年度 当連結会計年度

(平成18年3月31日現在) (平成19年3月31日現在)

 科　　目 金　　　　　額 構成比 金　　　　　額 構成比

(資産の部) ％ ％

Ⅰ　流動資産

　１．現金及び預金 2,418 2,442

　２．受取手形及び売掛金　　　　※８ 17,727 17,969

　３．有価証券　　　　　　　　　※２ 766 214

　４．たな卸資産 2,780 3,584

　５．繰延税金資産 237 309

　６．その他 900 298

　７．貸倒引当金 △ 458 △ 739

　　流動資産合計 24,371 65.1 24,078 66.5

Ⅱ　固定資産

　(1) 有形固定資産

　　１．建物及び構築物　　　　　※３ 2,317 2,403

　　　　減価償却累計額 △ 1,005 1,312 △ 982 1,421

　　２．機械装置及び運搬具　　　※３ 235 212

　　　　減価償却累計額 △ 167 67 △ 152 60

　　３．器具及び備品 177 162

　　　　減価償却累計額 △ 157 20 △ 143 19

　　４．土地　　　　　　　　　　※４ 3,596 3,531

　　５．建設仮勘定 83 ― 

　　　有形固定資産合計 5,079 13.6 5,032 13.9

　(2) 無形固定資産

　　１．電話加入権 26 27

　　２．その他 96 26

　　　無形固定資産合計 122 0.3 53 0.2

　(3) 投資その他の資産

　　１．投資有価証券　　　　※1,2,5 6,213 5,512

　　２．長期貸付金 572 704

　　３．破産・更生等債権 1,211 991

　　４．長期化債権 1,072 825

　　５．繰延税金資産 988 1,326

　　６．その他　　　　　　　　　※１ 176 41

　　７．貸倒引当金 △ 2,372 △ 2,362

　　　投資その他の資産合計 7,862 21.0 7,038 19.4

　　固定資産合計 13,064 34.9 12,124 33.5

　　資産合計 37,436 100.0 36,203 100.0
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（単位：百万円）

期　　別 前連結会計年度 当連結会計年度

(平成18年3月31日現在) (平成19年3月31日現在)

 科　　目 金　　　　　額 構成比 金　　　　　額 構成比

(負債の部) ％ ％

Ⅰ　流動負債

　１．支払手形及び買掛金 11,023 10,422

　２．短期借入金　　　　　　　　 9,181 10,161

　３．未払金 486 534

　４．未払法人税等 387 19

　５．未払消費税等 34 7

　６．賞与引当金 277 244

　７．その他 79 106

　　流動負債合計 21,470 57.4 21,496 59.4

Ⅱ　固定負債

　１．長期借入金 277 235

　２．繰延税金負債 114 54

　３．再評価に係る繰延税金負債　※４ 438 438

　４．退職給付引当金 3,285 3,339

　５．役員退職慰労引当金 590 611

　６．連結調整勘定 15 ― 

　７．その他 407 392

　　固定負債合計 5,129 13.7 5,071 14.0

　　負債合計 26,600 71.1 26,568 73.4

(少数株主持分)

　　少数株主持分 ― ― ― ― 

(資本の部)

Ⅰ　資本金　　　　　　　　　　　※６ 2,352 6.3 ― ― 

Ⅱ　資本剰余金 2,012 5.4 ― ― 

Ⅲ　利益剰余金 6,189 16.5 ― ― 

Ⅳ　土地再評価差額金　　　　　　※４ △ 1,059 △ 2.8 ― ― 

Ⅴ　その他有価証券評価差額金 1,995 5.3 ― ― 

Ⅵ　自己株式　　　　　　　　　　※７ △ 654 △ 1.8 ― ― 

　　資本合計 10,836 28.9 ― ― 

　　負債、少数株主持分及び資本合計 37,436 100.0 ― ― 

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１．資本金　　　　　　　　　　 ― 2,352

　２．資本剰余金 ― 2,012

　３．利益剰余金 ― 5,619

　４．自己株式 ― △ 663

　　株主資本合計 ― ― 9,321 25.7

Ⅱ　評価・換算差額等

　１．その他有価証券評価差額金 ― 1,348

　２．土地再評価差額金　　　　　※４ ― △ 1,035

　　評価・換算差額等合計 ― ― 313 0.9

Ⅲ　少数株主持分 ― ― ― ― 

　　純資産合計 ― ― 9,634 26.6

　　負債純資産合計 ― ― 36,203 100.0
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（2）連結損益計算書 （単位：百万円）

期　　別 前連結会計年度 当連結会計年度

自  平成17年4月 1日 自  平成18年4月 1日

至  平成18年3月31日 至  平成19年3月31日

 科　　目 金　　　　　額 百分比 金　　　　　額 百分比

％ ％

Ⅰ　売上高 209,668 100.0 197,801 100.0

Ⅱ　売上原価 201,452 96.1 189,955 96.0

　　　売上総利益 8,215 3.9 7,846 4.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費　　　　※１ 7,297 3.5 6,969 3.6

　　　営業利益 918 0.4 877 0.4

Ⅳ　営業外収益

　１．受取利息 102 69

　２．受取配当金 42 55

　３．賃貸料 165 174

　４．有価証券売却益 214 ― 

　５．連結調整勘定償却額 20 ― 

　６．負ののれん償却額 ― 15

　７．その他 61 605 0.3 64 380 0.2

Ⅴ　営業外費用

　１．支払利息 82 100

　２．有価証券売却損 ― 52

　３．有価証券評価損 57 7

　４．賃貸費用 86 84

　５．その他 17 244 0.1 18 263 0.1

　　　経常利益 1,278 0.6 994 0.5

Ⅵ　特別利益

　１．投資有価証券売却益 688 112

　２．貸倒引当金戻入額 92 ― 

　３．関係会社清算益 49 ― 

　４．ゴルフ会員権売却益 4 ― 

　５．固定資産売却益　　　　　　※２ ― 46

　６．訴訟和解金 ― 61

　７．その他 ― 834 0.4 10 230 0.1

Ⅶ　特別損失

　１．投資有価証券評価損 44 169

　２．貸倒引当金繰入額 847 479

　３．関係会社整理損 18 ― 

　４．減損損失　　　　　　　　　※３ 50 43

　５．役員退職慰労引当金繰入額 7 ― 

　６．出資金評価損 ― 129

　７．たな卸資産評価損 ― 127

　８．抱合せ株式消滅差損 ― 222

　９．その他 ― 967 0.5 107 1,280 0.6

　　　税金等調整前当期純利益又は
　　　税金等調整前当期純損失（△）

1,144 0.5 △ 55 0.0

　　　法人税、住民税及び事業税 638 258

　　　法人税等調整額 △ 144 494 0.2 △ 22 236 0.1

　　　当期純利益又は当期純損失（△） 650 0.3 △ 292 △ 0.1
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（3）連結剰余金及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書 （単位：百万円）

期　　別 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

 科　　目 金　　　　　額

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 2,012     

Ⅱ　資本剰余金減少高

　１．自己株式処分差損 0     0     

Ⅲ　資本剰余金期末残高 2,012     

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 5,804     

Ⅱ　利益剰余金増加高

　１．当期純利益 650     650     

Ⅲ　利益剰余金減少高

　１．配当金 208     

　２．役員賞与 45     

　　　（うち監査役分） (1)    

　３．自己株式処分差損 5     

　４．土地再評価差額金取崩額 7     265     

Ⅳ　利益剰余金期末残高 6,189     
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連結株主資本等変動計算書

 当連結会計年度　（自　平成18年４月１日　  至　平成19年３月31日）

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 2,352 2,012 6,189 △ 654 9,899

 連結会計年度中の変動額

 　剰余金の配当（注） △ 209 △ 209

 　役員賞与（注） △ 44 △ 44

 　当期純損失 △ 292 △ 292

 　土地再評価差額金の取崩し △ 24 △ 24

 　自己株式の取得 △ 9 △ 9

 　自己株式の売却 0 0 0

 　株主資本以外の項目の連結
 　会計年度中の変動額（純額）

 連結会計年度中の変動額 合計 ― 0 △ 569 △ 8 △ 578

 平成19年３月31日残高 2,352 2,012 5,619 △ 663 9,321

評価・換算差額等

その他
有価証券
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・
換算差額等
合計

 平成18年３月31日残高 1,995 △ 1,059 936 ― 10,836

 連結会計年度中の変動額

 　剰余金の配当（注） △ 209

 　役員賞与（注） △ 44

 　当期純損失 △ 292

 　土地再評価差額金の取崩し △ 24

 　自己株式の取得 △ 9

 　自己株式の売却 0

 　株主資本以外の項目の連結
 　会計年度中の変動額（純額）

△ 647 24 △ 622 △ 622

 連結会計年度中の変動額 合計 △ 647 24 △ 622 ― △ 1,201

 平成19年３月31日残高 1,348 △ 1,035 313 ― 9,634

　（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。

純資産合計

株主資本

少数株主
持分

（単位 ： 百万円）
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（4）連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

期　　別 前連結会計年度 当連結会計年度

自  平成17年4月 1日 自  平成18年4月 1日

至  平成18年3月31日 至  平成19年3月31日

 科　　目 金　　　　　額 金　　　　　額

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

　　　税金等調整前当期純利益又は
　　　税金等調整前当期純損失（△）

1,144 △ 55

　　　減価償却費 141 169

　　　連結調整勘定償却額 △ 20 ―

　　　負ののれん償却額 ― △ 15

　　　賞与引当金の増加(減少)額 5 △ 32

　　　退職給付引当金の増加(減少)額 81 53

　　　役員退職慰労引当金の増加(減少)額 29 21

　　　貸倒引当金の増加(減少)額 194 271

　　　受取利息及び受取配当金 △ 144 △ 124

　　　支払利息 82 100

　　　有価証券評価損 57 7

　　　有価証券売却損益 △ 214 52

　　　投資有価証券評価損 44 169

　　　投資有価証券売却益 △ 688 △ 112

　　　関係会社清算益 △ 49 ―

　　　関係会社整理損 18 ―

　　　固定資産売却益 ― △ 46

　　　訴訟和解金 ― △ 61

　　　減損損失 50 43

　　　出資金評価損 ― 129

　　　抱合せ株式消滅差損 ― 222

　　　売上債権の(増加)減少額 2,079 222

　　　たな卸資産の(増加)減少額 181 △ 803

　　　その他営業債権の(増加)減少額 △ 18 △ 73

　　　仕入債務の増加(減少)額 △ 241 △ 828

　　　その他営業債務の増加(減少)額 23 16

　　　未払消費税等の増加(減少)額 20 △ 27

　　　役員賞与の支払額 △ 45 △ 44

　　　その他 4 84

　　　小計 2,737 △ 660

　　　利息及び配当金の受取額 143 130

　　　利息の支払額 △ 81 △ 128

　　　損害賠償金の支払額 ― 61

　　　法人税等の支払額 △ 626 △ 598

　　営業活動によるキャッシュ・フロー 2,172 △ 1,195

－11－



㈱大水　（7538）　平成19年３月期決算短信

（単位：百万円）

期　　別 前連結会計年度 当連結会計年度

自  平成17年4月 1日 自  平成18年4月 1日

至  平成18年3月31日 至  平成19年3月31日

 科　　目 金　　　　　額 金　　　　　額

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　定期預金の預入による支出 △ 55 △ 50

　　　定期預金の払戻による収入 64 50

　　　有価証券の取得による支出 △ 2,400 △ 439

　　　有価証券の売却による収入 2,400 941

　　　投資有価証券の取得による支出 △ 2,256 △ 1,469

　　　投資有価証券の売却による収入 2,067 1,713

　　　有形固定資産の取得による支出 △ 151 △ 154

　　　有形固定資産の除却による支出 ― △ 81

　　　有形固定資産の売却による収入 4 105

　　　無形固定資産の取得による支出 △ 0 ―

　　　貸付による支出 △ 704 △ 1,591

　　　貸付金の回収による収入 584 1,470

　　　その他投資の取得による支出 △ 10 △ 0

　　　その他投資の回収による収入 5 4

　　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 453 496

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　短期借入金の純増加(減少)額 △ 1,428 980

　　　長期借入金の返済による支出 △ 41 △ 41

　　　自己株式の取得による支出 △ 11 △ 9

　　　自己株式の売却による収入 0 0

　　　配当金の支払額 △ 206 △ 207

　　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,687 721

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加(減少)額 31 22

Ⅴ　現金及び現金同等物期首残高 2,248 2,393

Ⅵ　合併により受け入れた現金及
　　び現金同等物期首残高

113 0

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残高 2,393 2,417
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（5）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1. 連結の範囲に関する事項

子会社のうち、大阪東部冷蔵㈱、㈱京都興産及び丸魚食品㈱の３社を連結の範囲に含めております。

また、子会社のうち上海京海水産有限公司は総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等のいずれも連結財務諸表

に与える影響は軽微であり、かつ、全体としても重要性が乏しいため、連結の範囲から除いております。

2. 持分法の適用に関する事項

非連結子会社上海京海水産有限公司並びに関連会社㈱南都水産ほか２社は、当期純損益及び利益剰余金等に与える影

響は軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法を適用せず原価法により評価しております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一致しております。

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 有価証券

満期保有目的債券 償却原価法

その他有価証券

　時価のあるもの 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、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

なお、組込デリバティブを区分して測定することができない複合金融商品

については、複合金融商品全体を時価評価し，評価差額を当期の損益に計上

しております。

　時価のないもの 移動平均法による原価法

② たな卸資産 個別法による原価法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 定率法を採用しております。

但し、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く。）につ

いては定額法を採用しております。

また、大阪東部冷蔵㈱は建物及び構築物について定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

　建物及び構築物　　　10～47年

　機械装置及び運搬具　 4～15年

　器具及び備品　　　　 5～15年

② 無形固定資産 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金 債権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勘案し、回収不能見込額

を計上しております。

② 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額基準により計上しております。

③ 役員賞与引当金 役員賞与の支給に備えるため、当連結会計年度における支給見込額を計上し

ております。

(会計方針の変更)

当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号　

平成17年11月29日）を適用しております。

これにより当連結会計年度の営業利益及び経常利益がそれぞれ４百万円減少

し、税金等調整前当期純損失が４百万円増加しております。

④ 退職給付引当金 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計上しております。

過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（７年）による定額法により按分した額を費用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（７年）による定額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処理しております。
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⑤ 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上し

ております。

(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｡

(5) 重要なヘッジ会計の方法 ①　ヘッジ会計の方法

　　為替予約について振当処理を採用しております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　ヘッジ手段　　為替予約

　　ヘッジ対象　　外貨建金銭債権債務及び予定取引

③　ヘッジ方針

　　主に当社の内規である「経理規程」及び「輸出入取引に伴う外国為替管

　理規程」に基づき、外貨建取引について、該当部署が実需の範囲内で個別

　に為替予約を実施し、全体のポジションは経理部が管理し、金利変動リス

　ク、為替変動リスクをヘッジしております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

　　ヘッジ手段とヘッジ対象の資産・負債等に関する重要な条件が同一であ

　り、有効性がおおむね100％であることが明らかであるため、有効性の判

　定は省略しております。

(6) 消費税等の会計処理の方法 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

5. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております｡

6. のれん及び負ののれんの償却に関する事項

のれん及び負ののれんの償却については、５年間の均等償却を行っております。

7. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

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、手許資金、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ケ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。

（6）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

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）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」（企業会計基準適用指針第８号　平成17年

12月９日）を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金額は、96億34百万円であります。

なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の

連結財務諸表規則により作成しております。

（企業結合に係る会計基準等）

当連結会計年度より、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「事業分離等に関す

る会計基準」（企業会計基準第７号　平成17年12月27日）並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する

適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成17年12月27日）を適用しております。

これにより、特別損失として「抱合せ株式消滅差損」を222百万円計上しております。

表示方法の変更

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」として掲記されていたものは、当連結会計年度から「負ののれん

償却額」と表示しております。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」として掲記されていたものは、当連結会計年度から「負ののれん

償却額」と表示しております。
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（7）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

期　　別 前連結会計年度 当連結会計年度

 項　　目 (平成18年3月31日現在) (平成19年3月31日現在)

※１．非連結子会社及び関連会 投資有価証券（株式） 188百万円 投資有価証券（株式） 143百万円 

社に対するもの その他（出資金） 86百万円 その他（出資金） 0百万円 

※２．担保資産 　有価証券17百万円、投資有価証券66百万 　有価証券21百万円、投資有価証券55百万

円は、預託保証金として差入れております｡ 円は、預託保証金として差入れております｡

おります。

※３．国庫補助金等による固定 建物及び構築物 23百万円 建物及び構築物 33百万円 

資産圧縮記帳額 機械及び装置 50百万円 機械及び装置 90百万円 

計 73百万円 計 123百万円 

※４．土地の再評価 　当社は、土地の再評価に関する法律（平 　当社は、土地の再評価に関する法律（平

成10年３月31日公布法律第34号）に基づき､ 成10年３月31日公布法律第34号）に基づき､

事業用の土地の再評価を行い、評価差額の 事業用の土地の再評価を行い、評価差額の

うち、当該評価差額に係る税金相当額を「 うち、当該評価差額に係る税金相当額を「

再評価に係る繰延税金負債」として負債の 再評価に係る繰延税金負債」として負債の

部に計上し、これを控除した金額を「土地 部に計上し、これを控除した金額を「土地

再評価差額金」として資本の部に計上して 再評価差額金」として純資産の部に計上し

おります。 ております。

　再評価の方法 　再評価の方法

　　土地の再評価に関する法律施行令（平 　　土地の再評価に関する法律施行令（平

　成10年３月31日公布政令第119号）第２ 　成10年３月31日公布政令第119号）第２

　条第３号に定める固定資産税評価額に合 　条第３号に定める固定資産税評価額に合

　理的な調整を行って算出する方法としま 　理的な調整を行って算出する方法としま

　したが、一部については第４号に定める 　したが、一部については第４号に定める

　路線価に合理的な調整を行って算出する 　路線価に合理的な調整を行って算出する

　方法等を採用しております｡ 　方法等を採用しております｡

　再評価を行った年月日 平成14年3月31日 　再評価を行った年月日 平成14年3月31日

　再評価を行った土地の期 　再評価を行った土地の期

　末における時価と再評価 　末における時価と再評価

　後の帳簿価額との差額 　後の帳簿価額との差額

※５．投資有価証券の消費貸借 　「投資有価証券」には消費貸借契約によ 　「投資有価証券」には消費貸借契約によ

契約 り貸し付けている有価証券61百万円が含ま り貸し付けている有価証券27百万円が含ま

れております。 れております。

※６．発行済株式総数 　普通株式 15,324,819株 ─────────

※７．自己株式の数 　連結会社が保有する自己株式の数は、普 ─────────

通株式1,391,481株であります。

※８．連結会計年度末日満期手 ───────── 　連結会計年度末日満期手形の会計処理に

形 ついては、手形交換日をもって決済処理を

しております。なお、当連結会計年度末日

は金融機関の休日であったため、次の連結

会計年度末日満期手形が連結会計年度末残

高に含まれております。

受取手形 52百万円 

1,011百万円 1,041百万円 
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（連結損益計算書関係）

期　　別 前連結会計年度 当連結会計年度

自  平成17年4月 1日 自  平成18年4月 1日

 項　　目 至  平成18年3月31日 至  平成19年3月31日

※１．販売費及び一般管理費の 市場使用料 760百万円 市場使用料 749百万円 

主要な費目及び金額 出荷・完納奨励金 533百万円 出荷・完納奨励金 524百万円 

給料手当・賞与 3,325百万円 給料手当・賞与 3,118百万円 

賞与引当金繰入額 277百万円 賞与引当金繰入額 244百万円 

退職給付引当金繰入額 260百万円 退職給付引当金繰入額 249百万円 

役員退職慰労引当金繰入額 51百万円 役員退職慰労引当金繰入額 48百万円 

減価償却費 50百万円 減価償却費 47百万円 

※２．固定資産売却益 ───────── 　固定資産売却益の内訳は次のとおりであ

ります。

土地 46百万円 

※３．減損損失 　当連結会計年度において、当社グループ 　当連結会計年度において、当社グループ

は以下の資産グループについて減損損失を は以下の資産グループについて減損損失を

計上しております。 計上しております。

　当社グループは、事業用資産について事 　当社グループは、事業用資産について事

業を基礎とし、賃貸用資産及び遊休資産に 業を基礎とし、賃貸用資産及び遊休資産に

ついては個別物件単位でグルーピングをし ついては個別物件単位でグルーピングをし

ております。 ております。

　上記の資産グループのうち、遊休資産に 　上記の資産グループのうち、遊休資産に

ついては、帳簿価額に対して著しく時価が ついては、帳簿価額に対して著しく時価が

下落しており、帳簿価額を回収可能価額ま 下落しており、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、社員寮については、取り壊しが で減額し、賃貸物件については賃貸先の退

決定したため、帳簿価額を備忘価額まで減 出等により回収可能性が低下したため、帳

額し、当該減少額を減損損失（50百万円） 簿価額を備忘価額まで減額し、当該減少額

として特別損失に計上しております。 を減損損失（43百万円）として特別損失に

　なお、当資産グループの回収可能価額は 計上しております。

正味売却価額により測定しており、不動産 　なお、当資産グループの回収可能価額は

鑑定評価またはそれに準ずる方法により評 正味売却価額により測定しており、不動産

価しております。 鑑定評価またはそれに準ずる方法により評

価しております。

 場所 用途 種類

 宮城県
 石巻市

 遊休資産  土地

 兵庫県
 篠山市

 遊休資産  土地

 大阪市
 福島区

 社員寮 建物等

 大阪市
 東住吉区

 社員寮 建物等

減損損失
(百万円）

 　　５

 　　０

 　３８

 　　６

 場所 用途 種類

 北海道
 釧路市

 遊休資産  土地

 兵庫県
 篠山市

 遊休資産  土地

 京都市
 下京区

 賃貸物件
借地権
建物等

 兵庫県
 西宮市

 賃貸物件 借地権

減損損失
(百万円）

 　　４

 　　１

 　２３

 　１４
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（連結株主資本等変動計算書関係）

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

期　　別 前連結会計年度 当連結会計年度

自  平成17年4月 1日 自  平成18年4月 1日

 項　　目 至  平成18年3月31日 至  平成19年3月31日

1. 現金及び現金同等物の期

末残高と連結貸借対照表 現金及び預金勘定 2,418百万円 現金及び預金勘定 2,442百万円 

に掲記されている科目の 預入期間が３か月を超える定期預金 △25百万円 預入期間が３か月を超える定期預金 △25百万円 

金額との関係 現金及び現金同等物 2,393百万円 現金及び現金同等物 2,417百万円 

２. 合併により引き継いだ資 　当連結会計年度に合併した㈱明石丸海よ ─────────

産及び負債の主な内訳 り引き継いだ資産及び負債の主な内訳は次

のとおりであります。

流動資産 375百万円 

固定資産 60百万円 

　　資産合計 436百万円 

流動負債 325百万円 

　　負債合計 325百万円 

(平成18年3月31日現在) (平成19年3月31日現在) 

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

1.発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項 （単位：株）

（注）普通株式の自己株式の増減株数は全て単元未満株式の買取り及び売渡しによるものであります。

2.配当に関する事項

　（1）配当金支払額

　（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

平成19年３月31日 平成19年６月29日

 株式の種類

 普通株式

 株式の種類

 普通株式 208百万円 15円

 配当金の総額 １株当たり配当額

 平成19年６月28日
 定時株主総会

 基準日

― 

　当連結会計年度末
　株式数（株）

発行済株式

 効力発生日

 決議

 決議

 平成18年６月29日
 定時株主総会

　前連結会計年度末
　株式数（株）

　当連結会計年度
　増加株式数（株）

　当連結会計年度
　減少株式数（株）

15,324,819 

合計 15,324,819 ― ― 15,324,819 

普通株式　　　 15,324,819 ― 

自己株式

普通株式（注） 1,391,481 18,582 1,415 

 基準日  効力発生日

1,415 

1,408,648 

平成18年６月30日209百万円 15円

合計 1,391,481 18,582 

平成18年３月31日

1,408,648 

 配当金の総額 １株当たり配当額
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　（セグメント情報）

期　　別 前連結会計年度 当連結会計年度

自  平成17年4月 1日 自  平成18年4月 1日

 項　　目 至  平成18年3月31日 至  平成19年3月31日

１. 事業の種類別セグメント 　水産物販売事業の連結売上高、営業利益 同左

情報 及び資産は、いずれも全セグメントに占め

る割合が90％超であるため、事業の種類別

セグメント情報の記載を省略しております｡

2. 所在地別セグメント情報 　前連結会計年度及び当連結会計年度にお 同左

いて、本邦以外の国又は地域に所在する連

結子会社がないため該当事項はありません｡

3. 海外売上高 　前連結会計年度及び当連結会計年度にお 同左

いて、海外売上高は、連結売上高の10％未

満であるため、海外売上高の記載を省略し

ております。

（リース取引関係）

期　　別 前連結会計年度 当連結会計年度

自  平成17年4月 1日 自  平成18年4月 1日

 項　　目 至  平成18年3月31日 至  平成19年3月31日

 　リース物件の所有権が借主に １. リース物件の取得価額相当額、減価償 １. リース物件の取得価額相当額、減価償

 移転すると認められるもの以外 　却累計額相当額、減損損失累計額相当額 　却累計額相当額、減損損失累計額相当額

 のファイナンス・リース取引 　及び期末残高相当額 　及び期末残高相当額

　

　なお、取得価額相当額は、未経過リース 同　　　左

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。

２．未経過リース料期末残高相当額等 ２．未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額 　　未経過リース料期末残高相当額

　１年内 63百万円 　１年内 57百万円 

　１年超 213百万円 　１年超 184百万円 

　　合計 277百万円 　　合計 241百万円 

　なお､未経過リース料期末残高相当額は､ 同　　　左

有形固定資産の期末残高等に占めるその割

合が低いため､ 支払利子込み法により算定

しております。

３．支払リース料、リース資産減損勘定の ３．支払リース料、リース資産減損勘定の

　取崩額、減価償却費相当額及び減損損失 　取崩額、減価償却費相当額及び減損損失

　支払リース料 76百万円 　支払リース料 67百万円 

　減価償却費相当額 76百万円 　減価償却費相当額 67百万円 

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 同　　　左

零とする定額法によっております。

（減損損失について） （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 同　　　左

ません。

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

器具及び備品

合計

１３９ ５８ ８１

４４４ １６６ ２７７

３０４ １０８ １９６

百万円 百万円 百万円

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

器具及び備品

合計

１２７ ４８ ７９

４２８ １８６ ２４１

３００ １３８ １６２

百万円 百万円 百万円
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㈱大水　（7538）　平成19年３月期決算短信

（関連当事者との取引）

 当連結会計年度　（自　平成18年４月１日　  至　平成19年３月31日）

（税効果会計関係）

期　　別 前連結会計年度 当連結会計年度

自  平成17年4月 1日 自  平成18年4月 1日

 項　　目 至  平成18年3月31日 至  平成19年3月31日

１． 繰延税金資産及び繰延税金 （単位：百万円） （単位：百万円）

負債の発生の主な原因別の 繰延税金資産 繰延税金資産

内訳 　退職給付引当金限度超過額 1,325 　退職給付引当金限度超過額 1,347

　役員退職慰労引当金限度超過額 239 　役員退職慰労引当金限度超過額 248

　貸倒引当金限度超過額 829 　貸倒引当金限度超過額 1,102

　賞与引当金限度超過額 112 　賞与引当金限度超過額 99

　繰越欠損金 85 　繰越欠損金 58

　その他 218 　その他 283

繰延税金資産小計 2,810 繰延税金資産小計 3,139

評価性引当額 △ 328 評価性引当額 △ 634

繰延税金資産合計 2,482 繰延税金資産合計 2,504

繰延税金負債 繰延税金負債

　その他有価証券評価差額金 △ 1,370 　その他有価証券評価差額金 △ 922

繰延税金負債合計 △ 1,370 　その他 0

繰延税金資産の純額 1,111 繰延税金負債合計 △ 923

繰延税金資産の純額 1,581

２． 法定実効税率と税効果会計 （単位：％） 　税金等調整前当期純損失を計上している

適用後の法人税等の負担率 法定実効税率 40.6 ため記載を省略しております。

との間に重要な差異がある （調整）

ときの、当該差異の原因と 交際費等永久に損金に算入さ

なった主要な項目別の内訳 れない項目

受取配当金等永久に益金に算

入されない項目

住民税等均等割等 1.3 

連結調整勘定償却額による影

響

欠損子会社の未認識税務利益 △0.5 

評価性引当額 3.9 

その他 0.6 

税効果会計適用後の法人税等

の負担率

0.8 

△2.8 

△0.7 

43.2 

役員の
兼任等

事業上
の関係

　直接

100.0%

（注）1. 合併による損失を「抱合せ株式消滅差損」として222百万円計上しておりますが、貸倒引当金として一部損失を見

込んでおりましたので、当期の業績への影響は22百万円の損失であります。

　　　2.　㈱ベンガルは平成19年３月１日付けで丸魚食品㈱と合併しました。

期末残高
(百万円)

子会社
㈱ベンガ
ル

京都市
南区

35
水産物
販売事業

－ －222

属性 住所
事業の
内容

関係内容
会社等
の名称

資本金
(百万円)

議決権等
の所有割

合（％）

科目

当社製品
の加工

－
合併によ
る特別

損失

取引の
内容

取引金額
(百万円)
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㈱大水　（7538）　平成19年３月期決算短信

（有価証券関係）

　　前連結会計年度

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの （単位：百万円）

前連結会計年度末

(平成18年3月31日現在)

連結貸借対照表計上額 時　　　　価 差　　　　額

（時価が連結貸借対照表計

　上額を超えるもの）

 (1) 　国債・地方債等

 (2) 　社債

 (3) 　その他

小　計

（時価が連結貸借対照表計

　上額を超えないもの）

 (1) 　国債・地方債等

 (2) 　社債

 (3) 　その他

小　計

合　計

２．その他有価証券で時価のあるもの （単位：百万円）

前連結会計年度末

(平成18年3月31日現在)

取　得　原　価 連結貸借対照表計上額 差　　　　額

（連結貸借対照表計上額が

　取得原価を超えるもの）

 (1) 株式

 (2) 債券

①　国債・地方債等

②　社債

③　その他

 (3) その他

小　計

（連結貸借対照表計上額が

　取得原価を超えないもの）

 (1) 株式

 (2) 債券

①　国債・地方債等

②　社債

③　その他

 (3) その他

小　計

合　計

―      ―      ―      

801      743      △ 57      

―      ―      ―      

―      ―      ―      

1,818      5,261      3,443      

384      308      △ 76      

―      ―      ―      

89      141      51      

―      ―      

―      ―      ―      

―      

90      0      

1,728      5,120      3,391      

90      

―      ―      ―      

90      90      0      

3,004      6,313      3,309      

1,186      1,051      △ 134      

―      ―      ―      

―      ―      ―      

―      ―      ―      

―      ―      ―      

0      

―      ―      ―      

90      90      

　（注）１．当連結会計年度において、株式44百万円減損処理を行っております。

　　　　　　なお、減損処理を行なうに際して、50％以上下落した銘柄はすべて減損処理し、30％～50％下落したものは、

　　　　　　別銘柄毎に過去の株価の推移及び経営成績等を総合的に勘案して、減損処理の要否を決定しております。

　　　　２．(3) その他の中には、複合金融商品が次のとおり含まれております。

　　　　　　他社株償還条項付ユーロ円債券　取得価額　800百万円、時価　742百万円、評価損計上額　△57百万円
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㈱大水　（7538）　平成19年３月期決算短信

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 （単位：百万円）

自  平成17年4月 1日

至  平成18年3月31日

４．時価評価されていない主な「有価証券」（上記１．を除く） （単位：百万円）

前連結会計年度末

(平成18年3月31日現在)

連結貸借対照表計上額

 (1) 　満期保有目的の債券

　　非上場外国債券

 (2) 　その他有価証券

　　非上場株式 (店頭売買株式を除く)

　　その他

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 （単位：百万円）

前連結会計年度末

(平成18年3月31日現在)

１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

 (1) 債券

　国債・地方債等

　社債

　その他

 (2) その他

合　計

20 170 ― ― 

― ― ― ― 

742 ― ― ― 

23 23 43 ― 

196

4,467      912      9      

― 

190

786 193 43 ― 

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
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㈱大水　（7538）　平成19年３月期決算短信

　　当連結会計年度

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの （単位：百万円）

当連結会計年度末

(平成19年3月31日現在)

連結貸借対照表計上額 時　　　　価 差　　　　額

（時価が連結貸借対照表計

　上額を超えるもの）

 (1) 　国債・地方債等

 (2) 　社債

 (3) 　その他

小　計

（時価が連結貸借対照表計

　上額を超えないもの）

 (1) 　国債・地方債等

 (2) 　社債

 (3) 　その他

小　計

合　計

２．その他有価証券で時価のあるもの （単位：百万円）

当連結会計年度末

(平成19年3月31日現在)

取　得　原　価 連結貸借対照表計上額 差　　　　額

（連結貸借対照表計上額が

　取得原価を超えるもの）

 (1) 株式

 (2) 債券

①　国債・地方債等

②　社債

③　その他

 (3) その他

小　計

（連結貸借対照表計上額が

　取得原価を超えないもの）

 (1) 株式

 (2) 債券

①　国債・地方債等

②　社債

③　その他

 (3) その他

小　計

合　計

1,200      993      △ 207      

2,879      5,143      2,263      

―      ―      ―      

200      192      △ 7      

―      ―      ―      

―      ―      ―      

―      ―      ―      

86      137      51      

―      ―      ―      

―      ―      ―      

4,012      2,419      

―      ―      ―      

34      34      0      

0      

―      ―      ―      

34      34      

43      43      0      

―      ―      ―      

―      ―      ―      

1,592      

43      43      0      

78      78      0      

1,678      4,149      2,470      

1,000      801      △ 199      

　　　　　　他社株償還条項付ユーロ円債券　取得価額　200百万円、時価　192百万円、評価損計上額　△７百万円

　（注）１．当連結会計年度において、株式169百万円減損処理を行っております。

　　　　　　なお、減損処理を行なうに際して、50％以上下落した銘柄はすべて減損処理し、30％～50％下落したものは、

　　　　　　別銘柄毎に過去の株価の推移及び経営成績等を総合的に勘案して、減損処理の要否を決定しております。

　　　　２．(3) その他の中には、複合金融商品が次のとおり含まれております。
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㈱大水　（7538）　平成19年３月期決算短信

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 （単位：百万円）

自  平成18年4月 1日

至  平成19年3月31日

４．時価評価されていない主な「有価証券」（上記１．を除く） （単位：百万円）

当連結会計年度末

(平成19年3月31日現在)

連結貸借対照表計上額

 (1) 　満期保有目的の債券

　　非上場外国債券

 (2) 　その他有価証券

　　非上場株式 (店頭売買株式を除く)

　　その他

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 （単位：百万円）

当連結会計年度末

(平成19年3月31日現在)

１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

 (1) 債券

　国債・地方債等

　社債

　その他

 (2) その他

合　計 234 150 55 ― 

20 150 ― ― 

― ― ― ― 

192 ― ― ― 

22 ― 55 ― 

― 

170

192

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

199      139      1,951      
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㈱大水　（7538）　平成19年３月期決算短信

　（デリバティブ取引関係）

　１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度 当連結会計年度

自  平成17年4月 1日 自  平成18年4月 1日

至  平成18年3月31日 至  平成19年3月31日

1.　取引の内容及び利用目的 1.　取引の内容及び利用目的

　　当社は、外貨建取引による為替相場変動リスクを回避 同左

　する目的の為替予約取引を利用しております。また、余

　剰資金の運用を目的として、他社株転換社債等のデリバ

　ティブを組み込んだ複合金融商品を利用しております。

2.　取引に対する取組方針 2.　取引に対する取組方針

　　当社が利用する為替予約取引については実需の範囲内 同左

　でしか行わない方針であります。また、複合金融商品に

　ついては、その特性を評価し、安全性が高いと判断され

　た複合金融商品のみを利用しております。

3.　取引に係るリスクの内容 3.　取引に係るリスクの内容

　　為替予約取引については為替相場変動リスクを有して 同左

　おります。また、当社が保有している複合金融商品につ

　いては、対象株式等の時価の下落により株式で償還され

　ることにより元本の一部が毀損し、額面金額で償還され

　ないリスクがあります。なお、為替予約取引につきまし

　ては、信用度の高い国内金融機関、商社を通じて予約取

　引を行っており、また、複合金融商品につきましても、

　信用度の高い国内金融機関と取引を行っているため、相

　手先の契約不履行による信用リスクは殆どないものと判

　断しております。

4.　取引に係るリスク管理体制 4.　取引に係るリスク管理体制

　　当社が行う為替予約取引については「経理規程」及び 同左

　「輸出入取引に伴う外国為替管理規程」に基づき、該当

　部署が実需の範囲内で個別に実施し、全体のポジション

　は経理部が管理しております。また複合金融商品につき

　ましては、取締役会決議等に従い、適切な承認のもとに

　実行され、取引の状況及び結果については、経理部が把

　握しております。

　２．取引の時価等に関する事項

前連結会計年度 当連結会計年度

(平成18年3月31日現在) (平成19年3月31日現在)

　複合金融商品の組込デリバティブの契約額及び評価損益 同左

は、「（有価証券関係）２．その他有価証券で時価のある

もの」の注書にて開示しております。
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㈱大水　（7538）　平成19年３月期決算短信

（退職給付関係）

 1. 採用している退職給付制度の概要

　　親会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び社内引当による退職一時金制度を設けております。また、

　従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない退職金を支払う場合が

　あります。

　　なお、連結子会社は、社内引当による退職一時金制度を設けております。

 2. 退職給付債務に関する事項 （単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

(平成18年3月31日現在) (平成19年3月31日現在)

 (1)退職給付債務 △ 3,747  (1)退職給付債務 △ 3,725

 (2)年金資産 489  (2)年金資産 520

 (3)未積立退職給付債務 (1)＋(2) △ 3,257  (3)未積立退職給付債務 (1)＋(2) △ 3,205

 (4)未認識数理計算上の差異 △ 57  (4)未認識数理計算上の差異 △ 149

 (5)未認識過去勤務債務 28  (5)未認識過去勤務債務 15

 (6)連結貸借対照表計上額純額 (3)＋(4)＋(5) △ 3,285  (6)連結貸借対照表計上額純額 (3)＋(4)＋(5) △ 3,339

 (7)退職給付引当金 (6) △ 3,285  (7)退職給付引当金(6) △ 3,339

 3. 退職給付費用に関する事項 （単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

(平成18年3月31日現在) (平成19年3月31日現在)

 (1)勤務費用 159  (1)勤務費用 165

 (2)利息費用 71  (2)利息費用 72

 (3)期待運用収益 △ 7  (3)期待運用収益 △ 9

 (4)数理計算上の差異の費用処理額 26  (4)数理計算上の差異の費用処理額 10

 (5)過去勤務債務の費用処理額 12  (5)過去勤務債務の費用処理額 12

 (6)退職給付費用 (1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5) 262  (6)退職給付費用 (1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5) 250

 4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度 当連結会計年度

(平成18年3月31日現在) (平成19年3月31日現在)

 (1)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準  (1)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

 (2)割引率 ２.０％  (2)割引率 ２.０％

 (3)期待運用収益率 ２.０％  (3)期待運用収益率 ２.０％

 (4)数理計算上の差異の処理年数 ７年定額法  (4)数理計算上の差異の処理年数 ７年定額法

 (5)過去勤務債務の額の処理年数 ７年定額法  (5)過去勤務債務の額の処理年数 ７年定額法
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　（企業結合関係）

前連結会計年度 当連結会計年度

自  平成17年4月 1日 自  平成18年4月 1日

至  平成18年3月31日 至  平成19年3月31日

───────── 1.　結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事

　　業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並

　　びに取引の目的を含む取引の概要

　（1）結合当事企業又は対象となった事業の名称及びそ

　　　 の事業の内容

　　　①結合企業

　　　　　名称　　　　　丸魚食品㈱(当社の子会社)

　　　　　事業の内容　　水産物販売事業等

　　　②被結合企業

　　　　　名称　　　　　㈱ベンガル

　　　　　　　　　　　　(当社及び丸魚食品㈱の子会社)

　　　　　事業の内容　　水産物販売事業等

　（2）企業結合の法的形式

　　丸魚食品㈱を存続会社、㈱ベンガルを消滅会社とする

　　吸収合併であります。なお、合併による新株式の発行

　　及び資本金の増加はありません。

　（3）結合後企業の名称

　　丸魚食品㈱

　（4）取引の目的を含む取引の概要

　　商品の仕入・保管管理・加工・販売・仕分配送業務ま

　　で一元管理を行い、品質管理の強化と効率化を図るた

　　め、両社を合併いたしました。

2.　実施した会計処理の概要

　　当社及び吸収合併による存続会社は消滅会社から受け

　　入れた資産と負債の差額と、当社及び吸収合併存続会

　　社が合併直前に保有していた吸収合併消滅会社持分

　　（当社11％、合併存続会社89％）の帳簿価額との差額

　　を「抱合せ株式消滅差損」として222百万円計上して

　　おりますが、貸倒引当金として一部損失を見込んでお

　　りましたので、当期の業績への影響は22百万円であり

　　ます。
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　（１株当たり情報）

前連結会計年度 当連結会計年度

自  平成17年4月 1日 自  平成18年4月 1日

至  平成18年3月31日 至  平成19年3月31日

１株当たり純資産額 774円55銭 １株当たり純資産額 692円36銭 

１株当たり当期純利益金額 43円55銭 １株当たり当期純損失金額 20円97銭 

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい 　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、潜在株式がないため、記載しておりません。 ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式がな

いため記載しておりません。

（注）１.１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　　２.１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
自　平成17年4月　 1日
至　平成18年３月3 1日

当連結会計年度
自　平成18年4月　 1日
至　平成19年３月3 1日

 当期純利益又は当期純損失（△）
　　　　　 　　　　　　　（百万円）

 普通株主に帰属しない金額（百万円）

 （うち利益処分による役員賞与金）

 普通株式に係る当期純利益
 又は当期純損失（△）　　（百万円）

 期中平均株式数（千株）

　　　　　　　　　　　　　650

　　　　　　　　　　　　　 44

　　　　　　　　　　　　　(44)

　　　　　　　　　　　　　606

　　　　　　　　　　　 13,936

　　　　　　　　　　　　△292

　　　　　　　　　　　　　 －

　　　　　　　　　　　　　(－)

　　　　　　　　　　　　△292

　　　　　　　　　　　 13,926

前連結会計年度
自　平成17年4月　 1日
至　平成18年３月3 1日

当連結会計年度
自　平成18年4月　 1日
至　平成19年３月3 1日

 純資産の部の合計額　　　（百万円）

 純資産の部の合計額から控除する金額
　　　　　　　　　　　　 （百万円）

 （うち少数株主持分）

 普通株式に係る期末の純資産額
　　　　　　　　　　　　 （百万円）

 １株当たり純資産額の算定に用いられ
 た期末の普通株式の数　　　（千株）

　　　　　　　　　　　　　 －

　　　　　　　　　　　　　 －

　　　　　　　　　　　　　(－)

　　　　　　　　　　　　　 －

　　　　　　　　　　　 　　－

　　　　　　　　　　　　9,634

　　　　　　　　　　　　　 －

　　　　　　　　　　　　　(－)

　　　　　　　　　　　　9,634

　　　　　　　　　　　 13,916
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5.個別財務諸表
（1）貸借対照表 （単位：百万円）

期　　別 第　　71　　期 第　　72　　期

(平成18年3月31日現在) (平成19年3月31日現在)

 科　　目 金　　　　　額 構成比 金　　　　　額 構成比

(資産の部) ％ ％

Ⅰ　流動資産

　１．現金及び預金　　　　　　　 2,147 2,152

　２．受取手形　　　　　　　　　※11 145 154

　３．売掛金　　　　　　　　　　※４ 17,146 17,029

　４．有価証券　　　　　　　　　※１ 766 214

　５．商品 2,555 3,475

　６．前払費用 21 49

　７．関係会社短期貸付金 507 460

　８．未収入金 805 172

　９．繰延税金資産 237 302

　10．その他 39 31

　11．貸倒引当金 △ 456 △ 789

23,913 65.9 23,253 66.9

Ⅱ　固定資産

　(1) 有形固定資産

　　１．建物　　　　　　　　　　※２ 1,021 1,066

　　　　減価償却累計額 △ 433 587 △ 358 707

　　２．構築物　　　　　　　　　※２ 107 123

　　　　減価償却累計額 △ 49 58 △ 58 64

　　３．機械及び装置　　　　　　※２ 77 57

　　　　減価償却累計額 △ 47 29 △ 32 25

　　４．車輌及び運搬具 27 27

　　　　減価償却累計額 △ 18 9 △ 19 8

　　５．器具及び備品 138 135

　　　　減価償却累計額 △ 122 15 △ 120 14

　　６．土地　　　　　　　　　　※３ 3,192 3,127

　　７．建設仮勘定 62 ― 

　　　有形固定資産合計 3,955 10.9 3,948 11.4

　(2) 無形固定資産

　　１．ソフトウェア 9 4

　　２．電話加入権 24 24

　　３．その他 40 18

　　　無形固定資産合計 74 0.2 46 0.1

　(3) 投資その他の資産

　　１．投資有価証券　　　　　※1,9 5,596 5,127

　　２．関係会社株式 306 173

　　３．出資金 46 2

　　４．関係会社出資金 86 0

　　５．長期貸付金 562 694

　　６．関係会社長期貸付金 829 880

　　７．破産・更生等債権 1,202 980

　　８．長期化債権　　　　　　　※７ 847 825

　　９．長期前払費用 2 1

　　10．繰延税金資産 980 1,311

　　11．その他 26 23

　　12．貸倒引当金 △ 2,169 △ 2,519

　　　投資その他の資産合計 8,318 23.0 7,499 21.6

　　固定資産合計 12,348 34.1 11,495 33.1

　　資産合計 36,261 100.0 34,748 100.0
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（単位：百万円）

期　　別 第　　71　　期 第　　72　　期

(平成18年3月31日現在) (平成19年3月31日現在)

 科　　目 金　　　　　額 構成比 金　　　　　額 構成比

(負債の部) ％ ％

Ⅰ　流動負債

　１．支払手形 23 88

　２．受託販売未払金 415 475

　３．買掛金 9,993 9,169

　４．短期借入金 8,900 9,900

　５．未払金 455 486

　６．未払法人税等 386 ― 

　７．未払消費税等 25 ― 

　８．未払費用 30 26

　９．預り金 38 61

　10．賞与引当金 248 214

　　流動負債合計 20,517 56.6 20,423 58.8

Ⅱ　固定負債

　１．再評価に係る繰延税金負債　※３ 438 438

　２．退職給付引当金 3,139 3,198

　３．役員退職慰労引当金 534 574

　４．預り保証金 389 375

　　固定負債合計 4,501 12.4 4,586 13.2

　　負債合計 25,019 69.0 25,009 72.0

(資本の部)

Ⅰ　資本金　　　　　　　　　　　※５ 2,352 6.5 ― ― 

Ⅱ　資本剰余金

　１．資本準備金 2,012 ― 

　２．その他資本剰余金

　　(1) 自己株式処分差益 ― ― 

　　　資本剰余金合計 2,012 5.5 ― ― 

Ⅲ　利益剰余金

　１．利益準備金 340 ― 

　２．任意積立金

　 (1)　別途積立金 5,385 ― 

　３．当期未処分利益 1,027 ― 

　　　利益剰余金合計 6,753 18.6 ― ― 

Ⅳ　土地再評価差額金　　　　　　※３ △ 1,059 △ 2.9 ― ― 

Ⅴ　その他有価証券評価差額金　　※10 1,837 5.1 ― ― 

Ⅵ　自己株式　　　　　　　　　　※６ △ 654 △ 1.8 ― ― 

　　資本合計 11,241 31.0 ― ― 

　　負債及び資本合計 36,261 100.0 ― ― 

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１．資本金 ― ― 2,352 6.8

　２．資本剰余金

　　(1) 資本準備金 ― 2,012

　　(2) その他資本剰余金 ― 0

　　　資本剰余金合計 ― ― 2,012 5.7

　３．利益剰余金

　　(1) 利益準備金 ― 340

　　(2) その他利益剰余金

　 　　　別途積立金 ― 5,685

　 　　　繰越利益剰余金 ― △ 224

　　　利益剰余金合計 ― ― 5,801 16.7

　４．自己株式 ― ― △ 663 △ 1.9

　　株主資本合計 ― ― 9,503 27.3

Ⅱ　評価・換算差額等

　１．その他有価証券評価差額金 ― ― 1,270 3.7

　２．土地再評価差額金　　　　　※３ ― ― △ 1,035 △ 3.0

　　評価・換算差額等合計 ― ― 235 0.7

　　純資産合計 ― ― 9,738 28.0

　　負債純資産合計 ― ― 34,748 100.0
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（2）損益計算書 （単位：百万円）

期　　別 第　　71　　期 第　　72　　期

自  平成17年4月 1日 自  平成18年4月 1日

至  平成18年3月31日 至  平成19年3月31日

 科　　目 金　　　　　額 百分比 金　　　　　額 百分比

％ ％

Ⅰ　売上高

　１．受託商品売上高 16,342 13,779

　２．買付商品売上高 187,299 203,641 100.0 177,182 190,961 100.0

Ⅱ　売上原価

　１．受託商品売上原価　　　　　※１ 15,443 13,021

　２．買付商品売上原価

　　(1) 期首商品棚卸高 2,617 2,555

　　(2) 買付商品仕入高 180,724 171,840

　　(3) 合併による商品受入高 42 ― 

　　　　小計 183,385 174,395

　　(4) 期末商品棚卸高 2,555 3,475

　　　　買付商品売上原価 180,830 196,273 96.4 170,919 183,941 96.3

　　　売上総利益 7,367 3.6 7,020 3.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費

　１．市場使用料　　　　　　　　※２ 760 749

　２．出荷奨励金　　　　　　　　※３ 6 5

　３．完納奨励金　　　　　　　　※４ 526 519

　４．役員報酬 134 146

　５．従業員給料手当 2,511 2,384

　６．従業員賞与金 405 314

　７．賞与引当金繰入額 248 214

　８．退職給付引当金繰入額 252 238

　９．役員退職慰労引当金繰入額 44 40

　10．福利厚生費 580 563

　11．旅費交通費 36 42

　12．通信費 17 9

　13．接待交際費 21 18

　14．消耗品費 77 71

　15．減価償却費 26 22

　16．水道光熱費 154 143

　17．賃借料 208 205

　18．その他の販売費及び一般管理費 473 6,488 3.2 490 6,179 3.2

　　　営業利益 879 0.4 840 0.5

－30－



㈱大水　（7538）　平成19年３月期決算短信

（単位：百万円）

期　　別 第　　71　　期 第　　72　　期

自  平成17年4月 1日 自  平成18年4月 1日

至  平成18年3月31日 至  平成19年3月31日

 科　　目 金　　　　　額 百分比 金　　　　　額 百分比

Ⅳ　営業外収益　　　　　　　　　※５ ％ ％

　１．受取利息 125 91

　２．受取配当金 41 54

　３．賃貸料 147 142

　４．有価証券売却益 214 ― 

　５．その他 60 589 0.3 60 349 0.1

Ⅴ　営業外費用

　１．支払利息 69 88

　２．有価証券売却損 ― 52

　３．有価証券評価損 57 7

　４．賃貸費用 85 76

　５．その他 17 230 0.1 15 241 0.1

　　　経常利益 1,237 0.6 947 0.5

Ⅵ　特別利益

　１．固定資産売却益　　　　　　※６ ― 46

　２．投資有価証券売却益 665 20

　３．貸倒引当金戻入額 88 ― 

　４．関係会社清算益 49 ― 

　５．訴訟和解金 ― 803 0.4 61 128 0.1

Ⅶ　特別損失

　１．投資有価証券評価損 44 161

　２．関係会社株式評価損 90 188

　３．貸倒引当金繰入額 845 891

　４．減損損失　　　　　　　　　※７ 50 43

　５．関係会社整理損 18 ― 

　６．その他特別損失 ― 1,049 0.5 251 1,537 0.8

　　　税引前当期純利益又は
　　　税引前当期純損失（△）

992 0.5 △ 461 △ 0.2

　　　法人税、住民税及び事業税 627 226

　　　法人税等調整額 △ 148 479 0.2 △ 9 217 0.1

　　　当期純利益又は当期純損失（△） 513 0.3 △ 678 △ 0.3

　　　前期繰越利益 527 ― 

　　　土地再評価差額金取崩額　　※８ △ 7 ― 

　　　自己株式処分差損 5 ― 

　　　当期未処分利益 1,027 ― 
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（3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

　　利益処分計算書 （単位：百万円）

期　　別 第　　71　　期

株主総会承認日

(平成18年6月29日)

 科　　目 金　　　　　額

Ⅰ　当期未処分利益 1,027     

Ⅱ　利益処分額

　１．配当金 209     

　２．役員賞与金 40     

　　　（うち監査役分） (1)    

　３．任意積立金

　　(1) 別途積立金 300     549     

Ⅲ　次期繰越利益 478     
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株主資本等変動計算書

別途
積立金

繰越利益
剰余金

 平成18年３月31日残高 2,352 2,012 　　　　　　　― 2,012 340 5,385 1,027 6,753 △ 654 10,464

 当会計年度中の変動額

 　別途積立金の積立て（注） 300 △ 300

 　剰余金の配当（注） △ 209 △ 209 △ 209

 　役員賞与（注） △ 40 △ 40 △ 40

 　当期純損失 △ 678 △ 678 △ 678

 　土地再評価差額金の取崩し △ 24 △ 24 △ 24

 　自己株式の取得 △ 9 △ 9

 　自己株式の売却 0 0 0 0

 　株主資本以外の項目の当会
 　計年度中の変動額（純額）

 当会計年度中の変動額合計 　　　　　　　― 　　　　　　　― 0 0 　　　　　　　― 300 △ 1,251 △ 951 △ 8 △ 960

 平成19年３月31日残高 2,352 2,012 0 2,012 340 5,685 △ 224 5,801 △ 663 9,503

 平成18年３月31日残高 1,837 △ 1,059 777 11,241

 当会計年度中の変動額

 　別途積立金の積立て（注）

 　剰余金の配当（注） △ 209

 　役員賞与（注） △ 40

 　当期純損失 △ 678

 　土地再評価差額金の取崩し △ 24

 　自己株式の取得 △ 9

 　自己株式の売却 0

 　株主資本以外の項目の当会
 　計年度中の変動額（純額）

△ 566 24 △ 542 △ 542

 当会計年度中の変動額合計 △ 566 24 △ 542 △ 1,503

 平成19年３月31日残高 1,270 △ 1,035 235 9,738

　（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。

土地
再評価
差額金

評価・
換算
差額等
合計

 第72期　（自　平成18年４月１日　  至　平成19年３月31日） （単位 ： 百万円）

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
合計資本

準備金

資本
剰余金
合計

評価・換算差額等

その他資
本剰余金

利益
準備金

その他利益剰余金 利益
剰余金
合計

純資産
合計

その他
有価証券
評価
差額金
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（4）重要な会計方針

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

満期保有目的債券 償却原価法

子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの 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

価は移動平均法により算定）を採用しております。

なお、組込デリバティブを区分して測定することができない複合金融商品については、

複合金融商品全体を時価評価し，評価差額を当期の損益に計上しております。

時価のないもの 移動平均法による原価法

(2) たな卸資産 個別法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 定率法を採用しております｡但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備

を除く。)については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　　１７～４７年

機械装置及び運搬具　　　　　４～１３年

器具及び備品　　　　　　　　５～１５年

(2) 無形固定資産 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額

法によっております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金 債権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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額基準に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金 役員賞与の支給に備えるため、当事業年度における支給見込み額を計上しております。

(会計方針の変更)

当事業年度より、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号　平成17年11月

29日）を適用しております。

これによる当期業績への影響はありません。

(4) 退職給付引当金 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

込額に基づき計上しております。

過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（

７年）による定額法により按分した額を費用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（７年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処

理しております。

(5) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため､内規に基づく期末要支給額を計上しております。

4. 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。

5. ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法 為替予約について振当処理を採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段　　為替予約

ヘッジ対象　　外貨建金銭債権債務及び予定取引

(3) ヘッジ方針 当社は主に内規である「経理規程」及び「輸出入取引に伴う外国為替管理規程」に基づ

き、外貨建取引について、該当部署が実需の範囲内で個別に為替予約を実施し、全体のポ

ジションは経理部が管理し、金利変動リスク、為替変動リスクをヘッジしております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ手段とヘッジ対象の資産・負債等に関する重要な条件が同一であり、有効性がお

おむね100％であることが明らかであるため、有効性の判定は省略しております。

6. その他財務諸表作成のための基本と 消費税等の会計処理

　なる重要な事項 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
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（5）重要な会計方針の変更

貸借対照表の純資産の部の表示に関 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

する会計基準 第５号　平成17年12月９日）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」（企業会計基準適用指針第８号　平成17年12月９日）を適用しております。従

来の資本の部の合計に相当する金額は、97億38百万円であります。

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度における財務諸表は、改正後の財務諸

表等規則により作成しております。
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（6）個別財務諸表に関する注記事項

（貸借対照表関係）

期　　別 第　　71　　期 第　　72　　期

 項　　目 (平成18年3月31日現在) (平成19年3月31日現在)

※１．担保資産 　有価証券17百万円、投資有価証券66百万 　有価証券21百万円、投資有価証券55百万

円は、預託保証金として差入れております｡ 円は、預託保証金として差入れております｡

※２．国庫補助金等による固定 建物 6百万円 建物 12百万円 

資産圧縮記帳額 構築物 17百万円 構築物 21百万円 

機械及び装置 50百万円 機械及び装置 90百万円 

計 73百万円 計 123百万円 

※３．土地の再評価 　土地の再評価に関する法律（平成10年３ 　土地の再評価に関する法律（平成10年３

月31日公布法律第34号）に基づき、事業用 月31日公布法律第34号）に基づき、事業用

の土地の再評価を行い、評価差額のうち、 の土地の再評価を行い、評価差額のうち、

当該評価差額に係る税金相当額を「再評価 当該評価差額に係る税金相当額を「再評価

に係る繰延税金負債」として負債の部に計 に係る繰延税金負債」として負債の部に計

上し、これを控除した金額を「土地再評価 上し、これを控除した金額を「土地再評価

差額金」として資本の部に計上しておりま 差額金」として純資産の部に計上しており

す｡ ます｡

　再評価の方法 　再評価の方法

　　土地の再評価に関する法律施行令（平 　　土地の再評価に関する法律施行令（平

　　成10年３月31日公布政令第119号）第 　　成10年３月31日公布政令第119号）第

　　２条第３号に定める固定資産税評価額 　　２条第３号に定める固定資産税評価額

　　に合理的な調整を行って算出する方法 　　に合理的な調整を行って算出する方法

　　としましたが、一部については第４号 　　としましたが、一部については第４号

　　に定める路線価に合理的な調整を行っ 　　に定める路線価に合理的な調整を行っ

　　て算出する方法等を採用しております｡ 　　て算出する方法等を採用しております｡

　再評価を行った年月日 平成14年3月31日 　再評価を行った年月日 平成14年3月31日

　再評価を行った土地の期 　再評価を行った土地の期

　末における時価と再評価 　末における時価と再評価

　後の帳簿価額との差額 　後の帳簿価額との差額

※４．関係会社に対する資産 売掛金 1,010百万円 ─────────

※５．授権株式数及び発行済株 授権株式数　　　普通株式 47,800,000株 ─────────

式総数 発行済株式総数　普通株式 15,324,819株 

※６．自己株式 　当社が保有する自己株式の数は、普通株 ─────────

式1,391,481株であります。

※７．長期化債権 　回収の遅延している売上債権であります｡ 同　　　左

　８．偶発債務

　銀行借入保証 大阪東部冷蔵㈱ 318百万円 大阪東部冷蔵㈱ 277百万円 

※９．投資有価証券の消費貸借 　「投資有価証券」には消費貸借契約によ 　「投資有価証券」には消費貸借契約によ

契約 り貸し付けている有価証券61百万円が含ま り貸し付けている有価証券27百万円が含ま

れております。 れております。

※10．配当制限 　「その他有価証券評価差額金」には、金 ─────────

融商品に係る会計基準の適用に伴う純資産

の増加額（1,779百万円）が計上されてお

ります。この金額は商法施行規則第124条

第３号の規定により、配当に充当すること

が制限されているものであります。

※11．期末日満期手形 ───────── 　期末日満期手形の処理については手形交

換日をもって決済処理しております｡なお､

当期末日は金融機関の休日であったため、

次の期末日満期手形が期末残高に含まれて

おります。

受取手形 52百万円 

1,011百万円 1,041百万円 
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（損益計算書関係）

期　　別 第　　71　　期 第　　72　　期

自  平成17年4月 1日 自  平成18年4月 1日

 項　　目 至  平成18年3月31日 至  平成19年3月31日

※１．受託商品売上原価 　受託商品売上高より大阪市中央卸売市場業 同　　　左

務条例、大阪府中央卸売市場業務規程、京

都市中央卸売市場業務条例及び神戸市中央

卸売市場業務条例並びに明石市地方卸売市

場業務条例による卸売手数料を控除したも

のであります。

※２．市場使用料 売上高割使用料 353百万円 売上高割使用料 341百万円 

面積割使用料 407百万円 面積割使用料 408百万円 

　計 760百万円 　計 749百万円 

※３．出荷奨励金 　委託出荷者に対する出荷奨励のための交 同　　　左

付金であります。

※４．完納奨励金 　仲卸業者に対する販売代金のうち契約期 同　　　左

日までの完納額に対する交付金であります｡

※５．営業外収益 　関係会社に対するものは、86百万円であ 　関係会社に対するものは、65百万円であ

ります。 ります。

※６．固定資産売却益 ───────── 　固定資産売却益の内訳は、次のとおりで

あります。

土地 46百万円 

※７．減損損失 　当会計期間において、当社は以下の資産 　当会計期間において、当社は以下の資産

グループについて減損損失を計上しており グループについて減損損失を計上しており

ます。 ます。

　当社は、事業用資産について事業を基礎 　当社は、事業用資産について事業を基礎

とし、賃貸用資産及び遊休資産については とし、賃貸用資産及び遊休資産については

個別物件単位でグルーピングをしておりま 個別物件単位でグルーピングをしておりま

す。 す。

　上記の資産グループのうち、遊休資産に 　上記の資産グループのうち、遊休資産に

ついては、帳簿価額に対して著しく時価が ついては、帳簿価額に対して著しく時価が

下落しており、帳簿価額を回収可能価額ま 下落しており、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、社員寮については、取り壊しが で減額し、賃貸物件については賃貸先の退

決定したため、帳簿価額を備忘価額まで減 出等により回収可能性が低下したため、帳

額し、当該減少額を減損損失（50百万円） 簿価額を備忘価額まで減額し、当該減少額

として特別損失に計上しております。 を減損損失（43百万円）として特別損失に

　なお、当資産グループの回収可能価額は 計上しております。

正味売却価額により測定しており、不動産 　なお、当資産グループの回収可能価額は

鑑定評価またはそれに準ずる方法により評 正味売却価額により測定しており、不動産

価しております。 鑑定評価またはそれに準ずる方法により評

価しております。

※８．土地再評価差額金取崩額 　土地の売却に関連する土地再評価差額金 ─────────

を取り崩しております。

 場所 用途 種類

 宮城県
 石巻市

 遊休資産  土地

 兵庫県
 篠山市

 遊休資産  土地

 大阪市
 福島区

 社員寮 建物等

 大阪市
 東住吉区

 社員寮 建物等

減損損失
(百万円）

 　　５

 　　０

 　３８

 　　６

 場所 用途 種類

 北海道
 釧路市

 遊休資産  土地

 兵庫県
 篠山市

 遊休資産  土地

 京都市
 下京区

 遊休資産 建物等

 兵庫県
 西宮市

 賃貸物件
借地権
等

減損損失
(百万円）

　　4

　　1

　２３

　１４
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（リース取引関係）

期　　別 第　　71　　期 第　　72　　期

自  平成17年4月 1日 自  平成18年4月 1日

 項　　目 至  平成18年3月31日 至  平成19年3月31日

 　リース物件の所有権が借主に １. リース物件の取得価額相当額、減価償 １. リース物件の取得価額相当額、減価償

 移転すると認められるもの以外 　却累計額相当額、減損損失累計額相当額 　却累計額相当額、減損損失累計額相当額

 のファイナンス・リース取引 　及び期末残高相当額 　及び期末残高相当額

　なお、取得価額相当額は、未経過リース 同　　　左

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。

２．未経過リース料期末残高相当額等 ２．未経過リース料期末残高相当額等

　　未経過リース料期末残高相当額 　　未経過リース料期末残高相当額

　１年内 39百万円 　１年内 40百万円 

　１年超 172百万円 　１年超 160百万円 

　　合計 212百万円 　　合計 200百万円 

　なお､未経過リース料期末残高相当額は､ 同　　　左

有形固定資産の期末残高等に占めるその割

合が低いため､ 支払利子込み法により算定

しております。

３．支払リース料、リース資産減損勘定の ３．支払リース料、リース資産減損勘定の

　取崩額、減価償却費相当額及び減損損失 　取崩額、減価償却費相当額及び減損損失

　支払リース料 52百万円 　支払リース料 43百万円 

　減価償却費相当額 52百万円 　減価償却費相当額 43百万円 

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 同　　　左

零とする定額法によっております。

（減損損失について） （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 同　　　左

ません。

（有価証券関係）

　前事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）及び当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月

31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

取得価額
相 当 額

減価償却
累 計 額
相 当 額

期末残高
相 当 額

機械及び装置

車輌及び運搬具

器具及び備品

１４ ９ ５

１０３ ３２ ７０

２２４ ９９ １２４

百万円 百万円 百万円

３４２ １４１ ２００合計

取得価額
相 当 額

減価償却
累 計 額
相 当 額

期末残高
相 当 額

機械及び装置

車輌及び運搬具

器具及び備品

１４ ６ ８

９３ ３０ ６２

２１４ ７３ １４０

百万円 百万円 百万円

３２２ １１０ ２１２合計

　　　　(株主資本等変動計算書関係)

第72期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　自己株式の種類及び株式数に関する事項 （単位：株）

前 事 業 年 度 末

株 式 数

当 事 業 年 度

増 加 株 式 数

当 事 業 年 度

減 少 株 式 数

当 事 業 年 度 末

株 式 数

　　普通株式　(注) 1,391,481 18,582 1,415 1,408,648

　　合　　計 1,391,481 18,582 1,415 1,408,648

（注）　普通株式の自己株式の増減株数は全て単元未満株式の買取り及び売渡しによるものであります。
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（税効果会計関係）

期　　別 第　　71　　期 第　　72　　期

自  平成17年4月 1日 自  平成18年4月 1日

 項　　目 至  平成18年3月31日 至  平成19年3月31日

１． 繰延税金資産及び繰延税金 （単位：百万円） （単位：百万円）

負債の発生の主な原因別の 繰延税金資産 繰延税金資産

内訳 　退職給付引当金限度超過額 1,274 　退職給付引当金限度超過額 1,298

　役員退職慰労引当金限度超過額 217 　役員退職慰労引当金限度超過額 233

　貸倒引当金限度超過額 752 　貸倒引当金限度超過額 1,100

　賞与引当金限度超過額 100 　賞与引当金限度超過額 87

　その他 204 　その他 242

繰延税金資産小計 2,549 繰延税金資産小計 2,961

評価性引当額 △ 76 評価性引当額 △ 478

繰延税金資産合計 2,473 繰延税金資産合計 2,483

繰延税金負債 繰延税金負債

　その他有価証券評価差額金 △ 1,255 　その他有価証券評価差額金 △ 868

繰延税金負債合計 △ 1,255 　その他 △ 0

繰延税金資産の純額 1,217 繰延税金負債合計 △ 869

繰延税金資産の純額 1,613

２． 法定実効税率と税効果会計 （単位：％） 　税引前当期純損失を計上しているため、

適用後の法人税等の負担率 法定実効税率 40.6 記載を省略しております。

との間に重要な差異がある （調整）

ときの、当該差異の原因と 交際費等永久に損金に算入さ

なった主要な項目別の内訳 れない項目

受取配当金等永久に益金に算

入されない項目

住民税等均等割等 1.4 

評価性引当額 7.7 

その他 0.8 

税効果会計適用後の法人税等

の負担率

0.9 

△3.1 

48.3 
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　（１株当たり情報）

第　　71　　期 第　　72　　期

自  平成17年4月 1日 自  平成18年4月 1日

至  平成18年3月31日 至  平成19年3月31日

１株当たり純資産額 803円97銭 １株当たり純資産額 699円81銭 

１株当たり当期純利益金額 33円96銭 １株当たり当期純損失金額 48円73銭 

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい 　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、潜在株式がないため、記載しておりません。 ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式がな

いため記載しておりません。

（注）1.１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　　２.１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

第　　71　　期
自　平成17年4月　 1日
至　平成18年3月3 1日

第　　72　　期
自　平成18年4月　 1日
至　平成19年３月3 1日

 当期純利益又は当期純損失（△）
　　　　　　　　　　　　 （百万円）

 普通株主に帰属しない金額（百万円）

 （うち利益処分による役員賞与金）

 普通株式に係る当期純利益
 又は当期純損失（△）　　（百万円）

 期中平均株式数（千株）

　　　　　　　　　　　　　513

　　　　　　　　　　　　　 40

　　　　　　　　　　　　　(40)

　　　　　　　　　　　　　473

　　　　　　　　　　　 13,936

　　　　　　　　　　　　△678

　　　　　　　　　　　　　 －

　　　　　　　　　　　　　(－)

　　　　　　　　　　　　△678

　　　　　　　　　　　 13,926

第　　71　　期
自　平成17年4月　 1日
至　平成18年3月3 1日

第　　72　　期
自　平成18年４月　 1日
至　平成19年３月3 1日

 純資産の部の合計額　　　（百万円）

 純資産の部の合計額から控除する金額
　　　　　　　　　　　　 （百万円）

 （うち少数株主持分）

 普通株式に係る期末の純資産額
　　　　　　　　　　　　 （百万円）

 １株当たり純資産額の算定に用いられ
 た期末の普通株式の数　　　（千株）

　　　　　　　　　　　　　 －

　　　　　　　　　　　　　 －

　　　　　　　　　　　　　(－)

　　　　　　　　　　　　　 －

　　　　　　　　　　　 　　－

　　　　　　　　　　　　9,738

　　　　　　　　　　　　　 －

　　　　　　　　　　　　　(－)

　　　　　　　　　　　　9,738

　　　　　　　　　　　 13,916
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6.その他

役員の異動

1.　代表者の異動

　　　該当事項はありません。

2.　その他の役員の異動

　　(1) 退任予定取締役

　　　　　　　　　　　　高　雄　正　臣　　　(現　常務取締役)

　　　　　　　　　　　　森　井　興　宣　　　(現　常務取締役)

　　　　　　　　　　　　内　田　　　先　　　(現　常務取締役)

　　　　　　　　　　　　石　橋　　　毅　　　(現　取締役)

　　　　　　　　　　　　頼　　　重　和　　　(現　取締役)

　　(2) 昇任予定取締役

　　　　　常務取締役　　川　北　忠　良　　　(現　取締役総務部長)

3.　異動予定日

　　平成19年６月28日
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