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１．平成19年９月中間期の業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 11,271 △3.2 335 △11.4 538 6.6 328 8.5

18年９月中間期 11,645 5.9 378 29.7 505 0.9 302 1.2

19年３月期 24,500 － 1,154 － 1,514 － 844 －

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

円 銭 円 銭

19年９月中間期 22 45 － －

18年９月中間期 20 69 － －

19年３月期 57 78 － －

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 － 百万円 18年９月中間期 － 百万円 19年３月期 － 百万円

(2）財政状態

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

19年９月中間期 15,665 13,200 84.3 902 90

18年９月中間期 15,397 12,829 83.3 877 51

19年３月期 16,288 13,529 83.1 925 41

（参考）自己資本 19年９月中間期 13,200百万円 18年９月中間期 12,829百万円 19年３月期 13,529百万円

(3）キャッシュ・フローの状況

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

百万円 百万円 百万円 百万円

19年９月中間期 △272 932 △408 1,453

18年９月中間期 △578 1,286 △408 1,368

19年３月期 462 57 △408 1,192

２．配当の状況

 １株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 －  28 00 28 00

20年３月期 －  －  

20年３月期（予想） －  25 00 25 00

３．平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

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

通　期 23,600 △3.7 1,000 △13.4 1,300 △14.2 730 △13.6 49 93

－ 1 －



４．その他

(1）中間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（中間財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、14ページ「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(2）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） 19年９月中間期 14,620,000株 18年９月中間期 14,620,000株 19年３月期 14,620,000株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 －株 18年９月中間期 －株 19年３月期 －株

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、19ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１．平成19年８月２日に公表しました平成20年３月期の業績予想は、本資料において修正しております。

２．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、及び上記１に係る業績予想のご利用にあたっての注意事項は、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。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①当中間会計期間の経営成績

当中間会計期間におけるわが国の経済は、アメリカ経済の停滞懸念や原油価格の高騰といった不安材料もありま

したが、緩やかな景気拡大基調にあり、企業収益は高水準が維持され、雇用環境の改善も更に進みました。

しかしながら小売業界は、原材料の高騰などによる商品原価の上昇や経費の増加等に加え、オーバーストア状態

は解消されず、未だに厳しい状況にあります。

　また、当社の属する水産小売の状況は、「水産白書」によると、わが国における「魚離れ」が急速に進行してい

る一方、世界的な魚食ブームの高まりによる魚価の高騰、加えて水産資源の涸渇化等が問題となっております。

このような状況の中、当社は「内部充実と成長力の確保」を目標に掲げ、既存店舗の活性化を中心に営業活動を

推進し、時間帯別の顧客ニーズに対応した品揃え、調理・加工済商品の販売強化、品質を守りながら適正価格での

商品提供、接客サービスの向上、更には魚食推進のための「お魚レシピ」配布や、階層別教育における商品知識・

加工技術の向上を中心に顧客への商品説明の徹底を図ってまいりました。また、世の中の“食の安全”に対する不

信感が募る中、安全な商品の提供及び適正な表示を守るための仕組みづくりと教育を徹底してまいりました。

店舗の状況については、飲食事業として平成19年７月に海鮮魚力市ヶ谷店(東京都千代田区)を開店いたしました。

また小売事業は、効率化の観点から平成19年５月に武蔵中原店(神奈川県川崎市)、８月に西千葉店(千葉県千葉市)

を閉店し、７月に蒲田店(東京都大田区)が、ディベロッパーが大規模改装を実施したことにより一時閉鎖いたしま

した。更に既存店舗の活性化のため、立川店と名古屋丸栄店において、大幅な改装工事を実施いたしました。

売上高は、既存店において、天候不順(５月大雨、７月長雨、８月猛暑、９月残暑)による客数減少がありました

が、１客当りお買上単価の上昇により対前年同期比で若干ながら100％を上回る事ができました。しかしながら、前

期及び当期の退店店舗の影響があり、全体としては減収となりました。

売上総利益率は、卸売事業で利益幅の低いメーカー向け魚卵の売上高が伸長したことにより、会社全体として若

干前期割れとなりましたが、小売事業・飲食事業では前期より改善が図られました。

販売費及び一般管理費は、特定地域による採用環境の厳しさからパート社員・アルバイト社員の確保が容易でな

い店舗も出てきており、人員補充のための１人当たり募集費及び時給が上昇しております。人時生産性向上のため

の努力をしておりますが、正社員比率が増加していることもあり、当社の経費の約半分を占める人件費の対売上高

比率が上昇しております。併せて、前期下半期に引き続き、当期も内部統制整備に係る費用が発生しております。

営業外収益では、余資運用による有価証券利息が前期及び計画を大幅に上回る状況となりました。

特別損失では、閉鎖店舗の固定資産除却や不振店舗の減損処理が発生いたしましたが、特別利益において必要資

金捻出のための有価証券の売却益が計上されました。

この結果、当中間会計期間の売上高は112億71百万円(前年同期比3.2％減)、営業利益は３億35百万円(前年同期比

11.4％減)、経常利益は５億38百万円(前年同期比6.6％増)、中間純利益は３億28百万円(前年同期比8.5％増)となり

ました。

②通期の見通し

下半期の事業環境は、重い税負担感や、ガソリン価格を始めとして生活に影響する諸物価の高騰などが予想され、

個人消費の動向は不透明感が高まり、景気の先行きは予断を許さない状況であると思われます。

このような状況の中、下半期においては、上半期と同様内部充実を図り、既存店舗の活性化を更に推し進めてま

いります。また、来期以降の成長力確保のため、店舗開発を継続推進するとともに、消費者のニーズに合わせた商

品開発及び新規事業開発も進めてまいります。

出店に関しては、年度当初計画の進捗が思わしくありませんが、小売事業で大型売上店舗の出店を３月に予定し

ております。

従いまして、当初小売事業４店、飲食事業２店出店の予定が各事業それぞれ１店舗ずつにとどまることにより、

売上高が当初見通しに対し減少する見込みとなりました。

上記の結果、通期の見通しについては、売上高236億円(前期比△3.7％)、営業利益10億円(前期比△13.4％)、経

常利益13億円(前年比△14.2％)、当期純利益７億30百万円(前年比△13.6％)の見込みに変更しております。
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なお、平成19年８月２日に公表しました第１四半期財務・業績の概況における業績予想との差異は以下のとおり

であります。

 （通期）

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

前回発表予想（Ａ） 24,100  1,130  1,330  750  51 30

今回修正予想（Ｂ） 23,600  1,000  1,300  730  49 93

増減額（Ｂ－Ａ） △500  △130  △30  △20  －

増減率（％） △2.1  △11.5  △2.3  △2.7  －

前期実績 24,500  1,154  1,514  844  57 78

(2）財政状態に関する分析

①　資産、負債及び純資産の状況 

当中間会計期間末における総資産は156億65百万円となり、前事業年度末に比べ6億23百万円減少いたしました。

これは主に、たな卸資産が6億20百万円、現金及び預金が2億60百万円増加したものの、投資有価証券が12億78百

万円減少したこと等によるものであります。

負債については24億64百万円となり、前事業年度末に比べ2億94百万円減少いたしました。

これは主に、未払法人税等が1億94百万円、買掛金が1億12百万円減少したこと等によるものであります。

純資産については132億円となり、前事業年度末に比べ3億29百万円減少いたしました。

これは主に、中間純利益を3億28百万円獲得したものの、剰余金の配当として4億9百万円、その他有価証券評価差

額金が2億48百万円減少したこと等によるものであります。

②　キャッシュ・フローの状況

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前中間純利益が５億75百万円

（前年同期比7.9％増）と増加したことに加え、たな卸資産の増加や投資有価証券の取得による支出等を、投資有

価証券の売却による収入や売上債権の減少額等が補ったこと等により、前事業年度末に比べ２億60百万円増加し、

14億53百万円となりました。

当中間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）

当中間会計期間において、営業活動の結果使用した資金は、２億72百万円（前年同期比52.9％減）となりまし

た。

これは主に、税引前中間純利益を５億75百万円獲得し、減価償却費が１億44百万円発生したものの、たな卸資

産の増加額６億20百万円や法人税等の支払額が４億37百万円発生したこと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）

当中間会計期間において、投資活動の結果獲得した資金は、９億32百万円（前年同期比27.5％減）となりまし

た。

これは主に、投資有価証券の取得による支出３億44百万円や有形固定資産の取得による支出等が発生したもの

の、投資有価証券の売却により13億33百万円獲得したことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当中間会計期間において、財務活動の結果使用した資金は、４億８百万円（前年同期比0.0％減）となりました。

これは、全て配当金の支払額であります。
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③　キャッシュ・フロー指標のトレンド

平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 83.9 81.3 83.3 83.1 84.3

時価ベースの自己資本比率

（％）
114.9 129.7 134.8 126.7 126.1

債務償還年数（年） － － － － －

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍）
871.0 3,080.1 － 669.6 －

（注）１．自己資本比率：純資産／総資産

　　時価ベースの自己資本比率：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

（１）各指標はいずれも財務数値により計算しております。

（２）株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により計算しております。

（３）営業キャッシュ・フローはキャッシュ・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、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、利払いにつきましては、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。

２．平成19年３月期中間及び平成20年３月期中間のインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営

業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、確固たる経営基盤に基づき、安定した成長と経営の効率化の推進による収益の向上をめざしております。

このため内部留保を充実させることにより企業体質の強化を図りつつ、安定的な利益還元を行うことを基本方針と

しております。

　現在当社の自己資本比率は80％を超える状況となり、強い企業体質を保ちながら当面の成長原資の確保としては、

内部留保で十分な水準であると判断いたしております。

　従いまして、営業活動をとおして生じる利益については、積極的に株主還元を行ってまいります。具体的な株主

還元として、配当性向50％を目途に配当を行ってまいります。但し将来経営の状況の変化及び経営戦略の転換など

により、積極的な事業拡大のための原資確保が必要となった場合は、一時的に内部留保を優先に利益配分を行いた

いと考えておりますが、その場合においても一定の配当水準の維持に努めてまいります。

　内部留保については、取り扱い商品の特性として食品関係の社会的な事件発生等により売上高への影響を受け易

いことから、株主資本の増加による経営体質の強化に充当することとし、併せて更なる成長力獲得のための事業拡

大の原資として、有効に活用してまいります。

　また株主還元の一環として９月末日の株主様に対し、株主優待品として海産物送付を行っております。

当期の配当については、全て期末配当金として１株当たり25円を予定しております。
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２．企業集団の状況
該当事項はありません。

３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針　(2）目標とする経営指標　(3）中長期的な会社の経営戦略　(4）会社の対処すべき課題

平成19年３月期決算短信（平成19年５月10日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略

しております。

　当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（当社ホームページ）

http://www.uoriki.co.jp/

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html
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４．中間財務諸表
(1）中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１　現金及び預金 ※2 1,376,002 1,460,935  1,200,600

２　売掛金 ※3 1,229,253 1,085,687  1,349,124

３　たな卸資産 1,233,861 1,687,650  1,067,024

４　その他 204,256 282,168  179,242

流動資産合計 4,043,374 26.3 4,516,442 28.8 473,067 3,795,991 23.3

Ⅱ　固定資産  

１　有形固定資産 ※1  

(1) 建物 1,315,758 1,151,199  1,215,794

(2) 土地  1,074,129 1,022,329  1,022,329

(3) その他 484,996 409,525  422,647

計 2,874,884 2,583,054 △291,829 2,660,772

２　無形固定資産 128,576 105,983 △22,593 104,139

３　投資その他の資産 ※1  

(1) 投資有価証券 6,427,200 6,866,953  8,145,607

(2) 保証金及び敷金 1,134,394 837,949  951,008

(3) その他  788,837 754,798  631,169

計 8,350,432 8,459,701 109,269 9,727,785

固定資産合計 11,353,893 73.7 11,148,739 71.2 △205,154 12,492,697 76.7

資産合計 15,397,267 100.0 15,665,181 100.0 267,913 16,288,689 100.0
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前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１　買掛金 ※2 885,204 847,091  959,896

２　未払法人税等 274,646 245,897  440,206

３　賞与引当金 251,410 250,428  231,962

４　その他 ※5 816,761 756,680  802,621

流動負債合計 2,228,021 14.5 2,100,098 13.4 △127,923 2,434,686 14.9

Ⅱ　固定負債  

１　退職給付引当金 39,099 13,958  23,318

２　その他 300,880 350,797  301,126

固定負債合計 339,979 2.2 364,755 2.3 24,776 324,444 2.0

負債合計 2,568,001 16.7 2,464,854 15.7 △103,146 2,759,131 16.9

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本   

１　資本金  1,563,620 10.1 1,563,620 10.0 － 1,563,620 9.6

２　資本剰余金   

(1）資本準備金 1,441,946 1,441,946  1,441,946

資本剰余金合計 1,441,946 9.4 1,441,946 9.2 － 1,441,946 8.9

３　利益剰余金   

(1）利益準備金 151,286 151,286  151,286

(2）その他利益剰余
金

    

別途積立金 9,600,000 10,000,000  9,600,000

繰越利益剰余金 974,327 1,012,196  1,493,321

利益剰余金合計  10,725,613 69.7 11,163,482 71.2 437,869 11,244,607 69.0

株主資本合計  13,731,179 89.2 14,169,049 90.4 437,869 14,250,174 87.5

Ⅱ　評価・換算差額等  

１　その他有価証券評
価差額金

160,959 1.0 70,922 0.5 △90,036 319,029 2.0

２　土地再評価差額金  △1,062,872 △6.9 △1,039,645 △6.6 23,227 △1,039,645 △6.4

評価・換算差額等
合計

△901,913 △5.9 △968,722 △6.1 △66,809 △720,616 △4.4

純資産合計 12,829,266 83.3 13,200,326 84.3 371,060 13,529,557 83.1

負債純資産合計 15,397,267 100.0 15,665,181 100.0 267,913 16,288,689 100.0
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(2）中間損益計算書

前中間会計期間
(自　平成18年４月１日
　至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
　至　平成19年９月30日)

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 11,645,369 100.0 11,271,588 100.0 △373,780 24,500,990 100.0

Ⅱ　売上原価 6,933,420 59.5 6,751,885 59.9 △181,534 14,525,626 59.3

売上総利益 4,711,949 40.5 4,519,703 40.1 △192,246 9,975,363 40.7

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

※6 4,333,203 37.2 4,184,108 37.1 △149,095 8,820,739 36.0

営業利益 378,745 3.3 335,594 3.0 △43,150 1,154,624 4.7

Ⅳ　営業外収益 ※1 137,525 1.2 278,642 2.5 141,117 389,037 1.6

Ⅴ　営業外費用 ※2,6 10,966 0.1 75,798 0.7 64,831 28,948 0.1

経常利益 505,303 4.4 538,439 4.8 33,135 1,514,713 6.2

Ⅵ　特別利益 ※3 236,458 2.0 132,715 1.2 △103,743 309,796 1.2

Ⅶ　特別損失 ※4,5 207,955 1.8 95,317 0.9 △112,637 293,927 1.2

税引前中間（当
期）純利益

533,807 4.6 575,837 5.1 42,030 1,530,582 6.2

法人税、住民税及
び事業税

274,001 246,315 709,659

法人税等調整額 △42,685 231,316 2.0 1,286 247,601 2.2 16,285 △23,788 685,871 2.8

中間（当期）純利
益

302,490 2.6 328,235 2.9 25,744 844,711 3.4
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（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

株主資本合計
資本
準備金

資本剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
1,563,620 1,441,946 1,441,946 151,286 9,200,000 1,496,296 10,847,582 13,853,149

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て（注）     400,000 △400,000 － －

剰余金の配当（注）      △409,360 △409,360 △409,360

役員賞与（注）      △15,100 △15,100 △15,100

中間純利益      302,490 302,490 302,490

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額）
        

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － － － 400,000 △521,969 △121,969 △121,969

平成18年９月30日　残高

（千円）
1,563,620 1,441,946 1,441,946 151,286 9,600,000 974,327 10,725,613 13,731,179

評価・換算差額等

純資産合計
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

（千円）
239,638 △1,062,872 △823,233 13,029,915

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て（注）    －

剰余金の配当（注）    △409,360

役員賞与（注）    △15,100

中間純利益    302,490

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額）
△78,679 － △78,679 △78,679

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△78,679 － △78,679 △200,648

平成18年９月30日　残高

（千円）
160,959 △1,062,872 △901,913 12,829,266

 （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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当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本
準備金

資本剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高

（千円）
1,563,620 1,441,946 1,441,946 151,286 9,600,000 1,493,321 11,244,607 14,250,174

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て     400,000 △400,000 － －

剰余金の配当      △409,360 △409,360 △409,360

中間純利益      328,235 328,235 328,235

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額）
        

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － － － 400,000 △481,124 △81,124 △81,124

平成19年９月30日　残高

（千円）
1,563,620 1,441,946 1,441,946 151,286 10,000,000 1,012,196 11,163,482 14,169,049

評価・換算差額等

純資産合計
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19年３月31日　残高

（千円）
319,029 △1,039,645 △720,616 13,529,557

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立て    －

剰余金の配当    △409,360

中間純利益    328,235

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額）
△248,106 － △248,106 △248,106

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△248,106 － △248,106 △329,230

平成19年９月30日　残高

（千円）
70,922 △1,039,645 △968,722 13,200,326
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本
準備金

資本剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
1,563,620 1,441,946 1,441,946 151,286 9,200,000 1,496,296 10,847,582 13,853,149

事業年度中の変動額

別途積立金の積立て（注）     400,000 △400,000 － －

剰余金の配当（注）      △409,360 △409,360 △409,360

役員賞与（注）      △15,100 △15,100 △15,100

土地再評価差額金取崩額      △23,227 △23,227 △23,227

当期純利益      844,711 844,711 844,711

株主資本以外の項目の事業年度中

の変動額（純額）
        

事業年度中の変動額合計

（千円）
－ － － － 400,000 △2,975 397,024 397,024

平成19年３月31日　残高

（千円）
1,563,620 1,441,946 1,441,946 151,286 9,600,000 1,493,321 11,244,607 14,250,174

評価・換算差額等

純資産合計
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

（千円）
239,638 △1,062,872 △823,233 13,029,915

事業年度中の変動額

別途積立金の積立て（注）    －

剰余金の配当（注）    △409,360

役員賞与（注）    △15,100

土地再評価差額金取崩額  23,227 23,227 －

当期純利益    844,711

株主資本以外の項目の事業年度中

の変動額（純額）
79,390 － 79,390 79,390

事業年度中の変動額合計

（千円）
79,390 23,227 102,617 499,642

平成19年３月31日　残高

（千円）
319,029 △1,039,645 △720,616 13,529,557

 （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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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間

(自　平成18年４月１日
  至　平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自　平成19年４月１日
  至　平成19年９月30日)

対前中間期比

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー

計算書
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

区分 注記
番号 金額（千円） 金額（千円） 増減（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前中間(当期)純利益  533,807 575,837  1,530,582

減価償却費  172,977 144,468  351,167

賞与引当金の増加額（△減少額）  15,029 18,465  △4,417

役員賞与引当金の増加額（△減少額） － △21,880  21,880

退職給付引当金の減少額  △16,471 △9,360  △32,252

役員退職慰労引当金の減少額  △223,500 －  △223,500

受取利息及び受取配当金  △89,009 △222,534  △280,005

支払利息  319 441  690

投資有価証券売却益  △236,458 △131,349  △308,658

固定資産除却損  10,849 42,364  44,874

減損損失  134,252 52,310  185,325

売上債権の減少額（△増加額）  21,637 263,437  △98,233

たな卸資産の増加額  △505,370 △620,626  △338,533

仕入債務の減少額  △275,447 △112,804  △200,755

未払金の増加額（△減少額）  15,860 △55,408  31,581

未払消費税等の増加額（△減少額）  △7,789 △24,295  666

役員賞与の支払額  △15,100 －  △15,100

長期未払金の増加額（△減少額）  287,500 △6,500  287,500

その他  4,034 52,309  1,604

小計  △172,877 △55,125 117,752 954,417

利息及び配当金の受取額  87,206 220,963  276,330

利息の支払額  △319 △441  △690

法人税等の支払額  △492,170 △437,582  △767,595

営業活動によるキャッシュ・フロー  △578,162 △272,185 305,976 462,461

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の償還による収入  310,000 －  310,000

有形固定資産の取得による支出  △101,386 △84,530  △164,517

有形固定資産の除却による支出  △9,060 △7,478  △31,956

無形固定資産の取得による支出  △14,572 △11,553  △45,698

投資有価証券の取得による支出  △1,124,255 △344,655  △3,380,409

投資有価証券の売却による収入  1,488,086 1,333,607  2,364,793

投資有価証券の償還による収入  700,000 －  700,000

貸付金の回収による収入  412 27,302  15,527

保証金及び敷金の返還による収入  23,855 33,591  207,815

その他  13,744 △13,904  82,035

投資活動によるキャッシュ・フロー  1,286,823 932,378 △354,445 57,590

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入  400,000 400,000  800,000

短期借入金の返済による支出  △400,000 △400,000  △800,000

配当金の支払額  △408,310 △408,128  △408,985

財務活動によるキャッシュ・フロー  △408,310 △408,128 181 △408,985

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  12,289 8,269 △4,020 26,170

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額  312,640 260,333 △52,307 137,237

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  1,055,572 1,192,809 137,237 1,055,572

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末(期末)
残高  ※ 1,368,213 1,453,143 84,929 1,192,809
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目

前中間会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年９月30日)

前事業年度

(自　平成18年４月１日

　至　平成19年３月31日)

１．固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

定率法（ただし、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）

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

(1) 有形固定資産

同　　左

(1) 有形固定資産

定率法（ただし、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）

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物 13～38年

工具器具備品 5～20年

建物 13～38年

工具器具備品 5～20年

  （会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当中間会

計期間より、平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償却

の方法に変更しております。

　これによる営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益への影響は軽微

であります。

（追加情報）

　法人税法改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により取得価額の

５％に到達した事業年度の翌事業年

度より、取得価額の５％相当額と備

忘価額との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて計上

しております。

　これによる営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益への影響は軽微

であります。

 

なお、上記有形固定資産の減価償却の方法以外は、最近の半期報告書（平成18年12月15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。

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間

(自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日)

前事業年度

(自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

────── （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」（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。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額

は12,829,266千円であります。

　なお、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、中間財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。

　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

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。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額

は、13,529,557千円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純

資産の部については、財務諸表等規則の改正

に伴い、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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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末

（平成18年９月30日）

当中間会計期間末

（平成19年９月30日）

前事業年度末

（平成19年３月31日）

※１．減価償却累計額 ※１．減価償却累計額 ※１．減価償却累計額

有形固定資産 1,949,200千円

投資その他の資産 253,493千円

有形固定資産 1,953,589千円

投資その他の資産 258,893千円

有形固定資産 1,951,367千円

投資その他の資産 256,042千円

※２．担保資産及び担保付債務 ※２．担保資産及び担保付債務 ※２．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりで

あります。

担保に供している資産は次のとおりで

あります。

担保に供している資産は次のとおりで

あります。

定期預金 7,788千円 定期預金 7,792千円 定期預金 7,790千円

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。

買掛金 314,639千円 買掛金 266,364千円 買掛金 369,399千円

※３．売掛金 ※３．売掛金 ※３．売掛金

　商品売上代金のうち、ショッピングセン

ター・百貨店等の店舗賃貸人に対するもの

が1,049,288千円含まれております。

　商品売上代金のうち、ショッピングセン

ター・百貨店等の店舗賃貸人に対するもの

が 966,445千円含まれております。

　商品売上代金のうちショッピングセン

ター・百貨店等の店舗賃貸人に対するもの

が1,170,813千円含まれております。

４．当座貸越契約 ４．当座貸越契約 ４．当座貸越契約

当社においては、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約

を締結しております。これらの契約に基づ

く当中間会計期間末の借入未実行残高は次

のとおりであります。

当社においては、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約

を締結しております。これらの契約に基づ

く当中間会計期間末の借入未実行残高は次

のとおりであります。

当社においては、運転資金の効率的な調

達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約

を締結しております。これらの契約に基づ

く当事業年度末の借入未実行残高は次のと

おりであります。

当座貸越限度額 600,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 600,000千円

当座貸越限度額 600,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 600,000千円

当座貸越限度額 600,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 600,000千円

※５．消費税等の取扱い ※５．消費税等の取扱い ※５．　　　――――――

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の

うえ、金額的重要性が乏しいため、流動負

債の「その他」に含めて表示しております。

同　　左

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年９月30日)

前事業年度

(自　平成18年４月１日

　至　平成19年３月31日)

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 2,259千円

有価証券利息 75,595

不動産賃貸収入 14,980

受取利息 3,446千円

有価証券利息 206,500

不動産賃貸収入 16,099

受取利息 5,164千円

有価証券利息 249,819

不動産賃貸収入 30,151

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 319千円

不動産賃貸費用 10,314

支払利息 441千円

不動産賃貸費用 7,984

支払利息 690千円

不動産賃貸費用 24,811

※３．特別利益のうち主要なもの

投資有価証券売却益 236,458千円

※３．特別利益のうち主要なもの

投資有価証券売却益 131,349千円

※３．特別利益のうち主要なもの

投資有価証券売却益 308,658千円

※４．特別損失のうち主要なもの

減損損失 134,252千円

※４．特別損失のうち主要なもの

減損損失 52,310千円

※４．特別損失のうち主要なもの

減損損失 185,325千円
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前中間会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年９月30日)

前事業年度

(自　平成18年４月１日

　至　平成19年３月31日)

※５．減損損失 ※５．減損損失 ※５．減損損失

当中間会計期間において、当社は以下の資

産グループについて減損損失を計上しまし

た。

当中間会計期間において、当社は以下の資

産グループについて減損損失を計上しまし

た。

当事業年度において、当社は以下の資産グ

ループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 
減損損
失

（千円）

立川北口店

(東京都立川

市）

店舗

建物 18,380

有形固定資産

「その他」
2,276

無形固定資産 61

南町田店

(東京都町田

市）

店舗

建物 14,265

有形固定資産

「その他」
3,046

武蔵中原店

(神奈川県川

崎市）

店舗

建物 14,493

有形固定資産

「その他」
1,946

女子寮

(埼玉県さい

たま市）

社員寮

建物 10,193

有形固定資産

「その他」
71

昭島事務所

(東京都昭島

市）

賃貸不

動産

投資その他の資

産

「その他」

69,516

 合計 134,252

　当社は、キャッシュ・フローを生み出す最

小単位として、店舗を基本単位に、また処分

予定資産及び賃貸不動産については物件単位

にて、資産のグルーピングを行っておりま

す。

　主に収益性が継続的に悪化した店舗及び賃

貸不動産並びに廃止が決定した女子寮につい

て、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失として特別損失に計上し

ました。

　なお、店舗及び賃貸不動産の回収可能価額

は使用価値により測定し、割引率は5.1％を用

いておりますが、将来キャッシュ・フローが

マイナスの店舗については、割引計算は行っ

ておりません。

　女子寮については、売却が決定しているた

め、回収可能価額は正味売却価額である売却

予定価額まで減額しております。

場所 用途 種類 
減損損
失

（千円）

立川北口店

(東京都立川

市）

店舗

建物 14,297

有形固定資産

「その他」
1,600

無形固定資産 21

花小金井店

(東京都小平

市）

店舗

建物 23,110

有形固定資産

「その他」
6,457

無形固定資産 152

昭島店

(東京都昭島

市）

店舗

建物 4,875

有形固定資産

「その他」
1,796

 合計 52,310

　当社は、キャッシュ・フローを生み出す最

小単位として、店舗を基本単位に、資産のグ

ルーピングを行っております。

　主に収益性が継続的に悪化した店舗につい

て、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失として特別損失に計上し

ました。

　なお、店舗の回収可能価額は使用価値によ

り測定し、割引率は4.1％～4.3％を用いてお

ります。　

場所 用途 種類 
減損損
失

（千円）

立川北口店

(東京都立川

市）

店舗

建物 18,380

有形固定資産

「その他」
2,276

無形固定資産 61

南町田店

(東京都町田

市）

店舗

建物 14,265

有形固定資産

「その他」
3,046

武蔵中原店

(神奈川県川

崎市）

店舗

建物 14,493

有形固定資産

「その他」
1,946

横浜店

(神奈川県横

浜市）

店舗

建物 13,631

有形固定資産

「その他」
1,729

立川南口店

(東京都立川

市）

店舗

建物 31,008

有形固定資産

「その他」
4,608

無形固定資産 94

浦和女子寮

(埼玉県さい

たま市）

社員寮

建物 10,193

有形固定資産

「その他」
71

昭島事務所

(東京都昭島

市）

賃貸不

動産

投資その他の資

産

「その他」

69,516

 合計 185,325

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最

小単位として、店舗を基本単位に、また処分

予定資産及び賃貸不動産については物件単位

にて、資産のグルーピングを行っておりま

す。

　主に収益性が継続的に悪化した店舗及び賃

貸不動産並びに廃止が決定した女子寮につい

て、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失として特別損失に計上し

ました。

　なお、店舗及び賃貸不動産の回収可能価額

は使用価値により測定し、割引率は4.2％～

5.1％を用いておりますが、将来キャッシュ・

フローがマイナスの店舗については、割引計

算は行っておりません。

　女子寮については、売却が決定しているた

め、回収可能価額は正味売却価額である売却

予定価額まで減額しております。
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前中間会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年９月30日)

前事業年度

(自　平成18年４月１日

　至　平成19年３月31日)

※６．減価償却実施額 ※６．減価償却実施額 ※６．減価償却実施額

有形固定資産 135,382千円

無形固定資産 27,900

投資その他の資産 9,694

有形固定資産 115,543千円

無形固定資産 21,801

投資その他の資産 7,123

有形固定資産 280,274千円

無形固定資産 54,378

投資その他の資産 16,514

（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（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総数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（千株）

当中間会計期間増加

株式数（千株）

当中間会計期間減少

株式数（千株）

当中間会計期間末株

式数（千株）

 発行済株式     

 　　普通株式 14,620 － － 14,620

合計 14,620 － － 14,620

２．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

（千円）

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 409,360 28  平成18年３月31日  平成18年６月30日

（２）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）
 
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（千株）

当中間会計期間増加

株式数（千株）

当中間会計期間減少

株式数（千株）

当中間会計期間末株

式数（千株）

 発行済株式     

 　　普通株式 14,620 － － 14,620

合計 14,620 － － 14,620

２．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

（千円）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

平成19年５月10日

取締役会
普通株式 409,360 28  平成19年３月31日  平成19年６月29日

（２）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

該当事項はありません。
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前事業年度（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に関する事項

 
前事業年度末株式数

（千株）

当事業年度増加株式

数（千株）

当事業年度減少株式

数（千株）

当事業年度末株式数

（千株）

 発行済株式     

 　　普通株式 14,620 － － 14,620

合計 14,620 － － 14,620

２．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

（千円）

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 409,360 28  平成18年３月31日  平成18年６月30日

（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月10日

取締役会
普通株式 409,360  利益剰余金 28 平成19年３月31日 平成19年６月29日

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年９月30日)

前事業年度

(自　平成18年４月１日

　至　平成19年３月31日)

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間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貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 1,376,002

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△7,788

現金及び現金同等物 1,368,213

 （千円）

現金及び預金勘定 1,460,935

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△7,792

現金及び現金同等物 1,453,143

 （千円）

現金及び預金勘定 1,200,600

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△7,790

現金及び現金同等物 1,192,809

 （開示の省略）

リース取引、有価証券、デリバティブ取引に関する注記事項については、中間決算短信における開示の必要性が大

きくないと考えられるため開示を省略します。

　ストック・オプション等については該当事項はありません。

（持分法損益等）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年９月30日)

前事業年度

(自　平成18年４月１日

　至　平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 877円51銭

１株当たり中間純利益金額 20円69銭

１株当たり純資産額 902円90銭

１株当たり中間純利益金額 22円45銭

１株当たり純資産額 925円41銭

１株当たり当期純利益 57円78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、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

同　　左  　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、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間会計期間

(自　平成18年４月１日

　至　平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自　平成19年４月１日

　至　平成19年９月30日)

前事業年度

(自　平成18年４月１日

　至　平成19年３月31日)

中間（当期）純利益（千円） 302,490 328,235 844,711

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 302,490 328,235 844,711

期中平均株式数（株） 14,620,000 14,620,000 14,620,000

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

―――――― ―――――― ――――――

（重要な後発事象）

　　該当事項はありません。
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５．部門別売上実績及び仕入実績
 

(1）部門別売上実績        

 （単位：千円）

部門別

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日

　　至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日

　　至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日

　　至　平成19年３月31日）

金　　額 構成比 金　　額 構成比 金　　額 構成比

小売事業

％ ％ ％

鮮魚 7,444,952 64.0 7,149,530 63.4 15,988,383 65.3

寿司 1,796,743 15.4 1,723,578 15.3 3,684,612 15.0

計 9,241,695 79.4 8,873,109 78.7 19,672,996 80.3

飲食事業 606,965 5.2 542,929 4.8 1,178,546 4.8

卸売事業 1,796,707 15.4 1,855,550 16.5 3,649,448 14.9

合計 11,645,369 100.0 11,271,588 100.0 24,500,990 100.0

（注）１．当社の取扱品目は多品種にわたり、数量についての記載は困難なため記載を省略しております。

２．当社は、受注生産を行っていないため、主要製品の期中受注高及び受注残高については記載しておりません。

３．鮮魚の売上高には、鮮魚惣菜、冷凍品、加工品、塩干魚等を含んでおります。

４．上記の金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

５．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）部門別仕入実績

 （単位：千円）

部門別

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日

　　至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日

　　至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日

　　至　平成19年３月31日）

金　　額 構成比 金　　額 構成比 金　　額 構成比

小売事業

％ ％ ％

鮮魚 4,777,354 64.2 4,732,175 64.1 9,727,539 65.5

寿司 757,799 10.2 742,446 10.1 1,462,953 9.8

計 5,535,153 74.4 5,474,622 74.2 11,190,492 75.3

飲食事業 214,460 2.9 188,584 2.6 392,669 2.6

卸売事業 1,686,146 22.7 1,713,082 23.2 3,277,829 22.1

合計 7,435,760 100.0 7,376,289 100.0 14,860,991 100.0

（注）１．当社の取扱品目は多品種にわたり、数量についての記載は困難なため記載を省略しております。

２．鮮魚の仕入高には、冷凍品、加工品、塩干魚等を含んでおります。

３．寿司の仕入高は、寿司ネタ、酢飯、のり、醤油が主なものであります。

４．上記の金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

５．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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