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平成２０年３月期 決算短信 

平成 20 年 5月 14 日 

上 場 会 社 名        株式会社 ホ ウ ス イ       上場取引所 東証一部 
コ ー ド 番 号        1352                             ＵＲＬ    http://www.hohsui.co.jp 
代  表  者 （役職名）代表取締役社長（氏名）乃美昭俊 
問合せ先責任者 （役職名）取締役管理本部長（氏名）中根 晟       ＴＥＬ (03)3297－8199 
定時株主総会開催予定日  平成 20 年 6 月 25 日  
有価証券報告書提出予定日 平成 20 年 6 月 25 日  

（百万円未満切捨て） 
１．20 年３月期の連結業績（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 
(1)連結経営成績                               （％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 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円   ％

20 年３月期 
19 年３月期 

18,059 
20,662 

△12.6 
△6.0 

△220
61

－
△2.7

△181
93

－ 
13.8 

△3
△69

－
－

 

 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益        

自 己 資 本 

当期純利益率 

総 資 産 

経常利益率 

売 上 高 

営業利益率 

  円 銭  円 銭 ％ ％ ％

20 年３月期 
19 年３月期 

△0.08 
△1.74 

－
－

△0.1 
△4.0 

△2.6 
△2.9 

△1.2 
0.3 

(参考) 持分法投資損益  20 年３月期   △1百万円  19 年３月期    －百万円 
 
(2)連結財政状態 

 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

20 年３月期 
19 年３月期

6,878 
6,368 

3,627 
3,529 

51.5 
55.4 

90.52 
88.05 

(参考) 自己資本     20 年３月期  3,544 百万円  19 年３月期  3,529 百万円 
 
(3)連結キャッシュ･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

20 年３月期 
19 年３月期 

1,862 
496 

183 
9 

△0 
△200 

2,679 
634 

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 
配当金総

額 
(年間) 

配当性向 
（連結） 

純資産 
配当率 
（連結）

（基準日） 期末 年間    

  円 銭  円 銭 百万円 ％ ％

19 年３月期 
20 年３月期 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

－
－

－
－

－
－

21 年３月期 
（予想） 

未定 未定  －  

 
３．21 年３月期の連結業績予想（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年中間期増減率） 
 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

第２四半期累計期間 

通    期 
16,000 
35,000 

65.1 
93.8 

140
370

－
－

160
400

－
－

100
300

－ 
－ 

1.19 
3.58 

※ １．合併に伴い、期末の発行済株式総数 40,110,000 株が 43,680,000 株増加し、平成 20 年 4月 1 日に 83,790,000
株となりました。 

※ ２．上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、リスクや
不確実性を含んでおります。実際の業績は、様々な要因によって記載の予想値が大きく異なる結果となる可能性
があります。 

また、業績予想の内容については４ページ「次期の見通し」をご覧ください。 
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４．その他 
(1) 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） 有 

新規 １社（株式会社水産流通） 
平成 20 年３月当社の親会社である日本水産株式会社が自社の水産流通部門を分社し設立した株式会社

水産流通を当社の 60％連結子会社といたしました。 
 
(2) 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 
  

 
 
(3) 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） 20 年３月期 40,110,000 株 19 年３月期 40,110,000 株 
②期末自己株式数 20 年３月期 30,371 株 19 年３月期 24,887 株 
(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、26 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 
 

１.20 年３月期の個別業績(平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日) 
(1)個別経営成績                             （％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 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円   ％

20 年３月期 
19 年３月期 

18,059
20,662

△12.6 
△6.0 

△228
61

－
△2.7

△192
93

－ 
13.8 

14 
△69 

－
－ 

 １株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益        

 円 銭 円 銭

20 年３月期 
19 年３月期 

0.36 
△1.74 

－
－ 

 
 
(2)個別財政状態 

 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

20 年３月期 
19 年３月期 

5,411 
6,334 

3,537 
3,526 

65.4 
55.7 

88.27 
87.96 

(参考) 自己資本     20 年３月期  3,537 百万円  19 年３月期    3,526 百万円 
 
 

２．21 年３月期の個別業績予想（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年中間期増減率） 

 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

第２四半期累計期間 
通    期 

8,500 
19,000 

△12.3 
5.2 

110
270

－
－

125
300

－
－

90
260

－ 
－ 

1.07
3.10 

 
※ １．合併に伴い、期末の発行済株式総数 40,110,000 株が 43,680,000 株増加し、平成 20 年 4 月 1 日に 83,790,000

株となりました。 
※ ２．上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、リスクや

不確実性を含んでおります。実際の業績は、様々な要因によって記載の予想値が大きく異なる結果となる可能性
があります。 
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１．経営成績 

（1）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、前半は好調な輸出と設備投資の増加に支えられ好調さを維

持しましたが、後半は米国のサブプライムローン問題の世界的な波及により株価の下落、為替の急激

な変動など、景気は先行き不透明感を強めることとなりました。 

一方、水産・食品業界におきましては、世界的な水産物需要の高まりから輸入水産物の価格は依然

として高どまりの状況が続くなか、中国産冷凍食品問題、年金への不安、個人所得の伸び悩みなども

あり、国内での消費は低迷傾向が続く厳しい経営環境にありました。 

このような状況のもとで、当社グループは平成 19 年度を「基盤の再固め」の年と位置づけ、新規

顧客の開拓と既存顧客の深掘りを進めてきましたが、主力商品の えびの販売において利幅の薄い業

者間取引の縮小や安価なえびへの急速な転換、また、すけこの買付取止めなどの影響により、苦戦を

強いられることとなりました。 

その結果、当社グループの当連結会計年度の営業成績は、売上高 180 億 59 百万円（前連結会計年

度比 12.6％減）、経常損失１億 81 百万円（前連結会計年度 93 百万円の経常利益）となり、特別利益

として商標権譲渡益 3 億円、特別損失として過年度役員退職慰労金引当額等１億 12 百万円を計上し

たことにより、当期純損失は３百万円（前連結会計年度 69 百万円の純損失）となりました。 

イ．水産卸営業部門 

水産卸営業部門は、えび、かに、いかなどの卸売りを主体とした水産食材卸売事業と すけこ、

すりみ、さばなどを水産加工業者や食品メーカーに販売する産業用水産販売事業で構成されて

おります。 

水産食材卸売事業においては、かに、いかなどの一部の魚種の単価は堅調に推移しましたが、

主力の えびをはじめほとんどの魚種で取扱数量が減少したこと等により、販売金額は前連結事

業年度を下回りました。また、産業用水産販売事業においても すりみの取扱数量が減少するな

ど、販売金額は前連結会計年度を下回りました。 

以上の結果、水産卸営業部門の売上高は 162 億 50 百万円（前期比 13.4％減）となりました。 

ロ．鮮魚販売部門 

鮮魚販売部門は、鮮魚専門小売店と魚惣菜専門店の二形態の小売販売事業を行っております。

鮮魚専門小売店については不採算店２店の撤退を行いました。魚惣菜専門店については効率的

な店舗運営とお客さまの評価の高い商品の販売を積極的に行いました。 

その結果、鮮魚販売部門の売上高は 11 億 15 百万円（前期比 4.7％減）となりました。 

なお、当連結会計年度末現在の店舗数は、鮮魚専門小売店４店舗（前期末６店舗）、魚惣菜専

門店４店舗（前期末４店舗）の合計８店舗であり、その運営業務を子会社 恵光水産株式会社に

委託しております。 

ハ．海 外 部 門 

インドネシアにおける合弁会社 IMPD 社（P．T．IRIAN MARINE PRODUCT DEVELOPMENT）の え

びトロール事業による開発輸入を行うほか、天然えび、その他水産物の買付輸入販売を行い、

その売上高は 6億 93 百万円（前期比 5.7％減）となりました。 

なお、合弁会社 IMPD 社の当社保有株式の全てを３月に親会社である日本水産株式会社へ譲渡

いたしました。 
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連 結 業 績 
区   分 

平成20年3月期 平成19年3月期 
増 減 増減率 

 百万円 百万円 百万円 ％

売 上 高 18,059 20,662 △2,603 △12.6 

営 業 利 益 △220 61 △282 － 

経 常 利 益 △181 93 △275 － 

当 期 純 利 益 △3 △69 66 － 

（注）平成 19 年 3 月期は、元社員による不正取引行為に伴う過年度修正の特別損失が発生したため、

当期純損失となりました。 

 

 

②次期の見通し 

今後の見通しにつきましては、原油や素材価格が高騰するなか個人の購買心理も冷え込んで消費も

低迷するものと予想されます。 

このような状況において当社グループは、平成 20 年 3 月に親会社である日本水産の流通部門を分

社し設立した㈱水産流通を連結子会社としました。その上で、同年 4月 1日に大卸の中央魚類㈱の子

会社中央冷凍㈱と合併することにより、ホウスイは中央魚類の子会社となりました。今後のホウスイ

は、中央魚類グループの水産物の販売ノウハウと水産流通のリテールサポートノウハウと中央冷凍の

冷凍・冷蔵保管を主とする物流機能を得て、新生ホウスイグループの物流機能・卸機能との協働によ

り、多様なサービスを提供することで、新たな顧客を開拓し、成長拡大していく企業を目指してまい

ります。 

次期連結会計年度の通期の売上高は 350 億円、経常利益 4 億円、当期純利益 3 億円を予想してお

ります。 
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（2）財政状況に関する分析 

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）は税金等調整前

当期純利益が 5 百万円となり、仕入債務の減少もありましたが、売上債権の減少や棚卸資産の減少に

伴う運転資金の減少により資金は増加したため、当連結会計年度末の資金は 26 億 79 百万円（前連結

会計年度比 20 億 44 百万円増加）となりました。 

＜キャッシュ・フローの状況＞ 

内 訳 平成 20 年 3月期 平成 19 年 3 月期 増 減 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,862 496 1,365 

投資活動によるキャッシュ・フロー 183 9 174 

財務活動によるキャッシュ・フロー △0 △200 199 

現金及び現金同等物期末残高 2,679 634 2,044 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

売上高の減少に伴う売上債権の減少やたな卸資産の減少等により資金は 18 億 62 百万円（前連結会

計年度比 13 億 65 百万円増加）となりました。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

貸付金の支出があったものの、３月に㈱水産流通を連結子会社としたことに伴う受入れ収入１億 63

百万円あったため資金は１億 83 百万円（前連結会計年度比１億 74 百万円増加）となりました。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

前連結会計年度は借入金の返済（２億円）がありましたが、当期は自己株式買い取りに伴う支出の

みであります。 

＜キャッシュ・フロー関連指標の推移＞ 

内 訳 平成 17 年 3 月期 平成 18 年 3 月期 平成 19 年 3 月期 平成 20 年 3 月期

自己資本比率 56.5％ 54.5％ 55.4％ 52.7％ 

時価ベースの自己資本比率 146.8％ 176.5％ 118.2％ 97.3％ 

ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ対有利子負債比率 － － － － 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ・ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ・ﾚｼｵ － － 127.3 倍 737.4 倍 

（注）1. 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・ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ・ﾚｼｵ   ： 営業ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ／利息の支払額 

   2. 平成 17 年 3 月期～平成１8年 3月期まで営業キャッシュ・フローはマイナス 

   3. 平成 19 年 3 月期末と平成 20 年 3 月期末は借入金がありません。 

 

（3）利益配分に関する基本方針 

当社は、株主の皆様への利益還元を企業経営における最重要課題のひとつと認識しており､１日も早

く業績に裏付けられた安定的配当のできる収益体制の確立を図るべく取り組んでおります。 

そのため、日本水産が分社した㈱水産流通を連結子会社とするほか、平成 20 年 4 月 1 日に大卸の中

央魚類の子会社中央冷凍と合併し多様なサービスを提供することで収益基盤を確立していく所存です

が、配当については新年度の営業成績を見届けたうえで判断させて頂きたく、何卒ご了承のほどよろ

しくお願い申しあげます。 
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（4）事業等のリスク 

４月１日の合併後の新組織を含めた当社グループの事業に係るリスクとして、投資者の判断に重

要な影響を及ぼす可能性のある事項には以下のようなものがあります。 

 

① 水産卸営業部門について 

水産卸営業部門は合併後子会社水産流通を含む水産事業本部の組織下になりますが、同事業本

部の中核の部門であり、えびを中心とした水産物の卸販売を行っております。しかし、水産物

は市況の変動が激しい商品であり、急激な変動は当社グループの売上高・収益に影響を及ぼす

ことがあり、商品在庫についても常にリスクが存在しております。特に、ウエイトの高い えび

については国内消費の低迷やグローバルな養殖えびの増大から相場の回復が遅れることも懸念

されます。また、当社グループの養殖えびはインドネシアからの輸入仕入割合が高く、カント

リーリスクを受けやすい状況にあります。 

② 鮮魚販売事業について 

水産事業本部の組織する鮮魚販売部門の鮮魚専門小売店の業界は、消費低迷や食品表示問題に

加えオーバーストアの影響から熾烈な販売競争が続く状況にあります。また、鮮魚専門小売店

という業態も誕生以来 30 年以上経過していますが、その後の消費者ニーズ・生活様式の変化等

から何らかの変革が余儀なくされています。 

当社グループは、仕入方法や店舗運営の見直し、旬と鮮度を重視した品揃えを行うなど店舗ご

とにきめ細かい対応を行うほか、不採算店については撤退するなど機敏に対応し、お客さまに

とって魅力ある商品づくり・店づくりに努めておりますが、他社との競争が激化した場合、さ

らなる退店などで収支に影響を及ぼす可能性があります。 

③ ㈱水産流通について 

３月から連結子会社となった㈱水産流通は、量販店へのリテールサポートを主業務としており、

今後はより多くのお客さまに対応できるパブリック型のセンター施設による効率的な運営を目

指しています。しかし、安心・安全に対する問題やオーバーストアによる競争激化から閉店等

が発生した場合、売上高の減少に伴う手数料収入の減少が起こる可能性があります。 

④ 経営成績の季節的変動について 

当社グループは、水産物の卸販売、鮮魚の店舗販売を行っておりますが、お歳暮やお正月用食

品購入の時期である 12 月は、他の月に比べ売上高及び利益が高くなる傾向があります。 

⑤ 食品の安全・安心について 

ＢＳＥ問題、鳥インフルエンザ問題、食品添加物問題等から食品に対する消費者の関心は非常

に高まっております。当社グループは企業の社会的責任として法令順守に徹し、安全で安心な

食品の確保を第一としております。 

しかしながら、水産業界で食品の安全性に問題が発生した場合は当社グループの業績も影響を

受ける可能性があります。 

⑥ 貸倒れリスクについて 

水産・食品業界における中間流通業者や加工業者は、急速な流通構造の変化とデフレ基調のな

か、経営体質が弱ってきております。当社グループは与信管理の徹底を図るほか、顧客構造の

多角化を進めておりますが、営業活動において得意先の破綻等が発生した場合、収支に影響を

受ける可能性があります。 

⑦ 法令・規則等の順守について 

当社は、当期において発覚した元社員による えび国内加工での不正取引行為により、株主、

取引先等関係者に対し多大なご迷惑をすることとなりました。当社グループはこの事実を深く

反省し、全社をあげて組織体制を根本的に見直すとともに、コンプライアンスの意識向上と内

部統制の強化に取り組んでおります。 しかし、万一、法令・規則等に対する違反等があった

場合、監督官庁による処分を受ける可能性がある他、当社の信用を著しく低下させ、業績に多

大な悪影響を与える可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

３月末の当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、親会社、３月に親会社から分社され設立

された㈱水産流通を含む子会社２社で構成されており、水産物の買付販売を主な内容とした事業活動を

営んでおります。 

また、４月１日中央魚類㈱の子会社で冷蔵事業を営む中央冷凍㈱と合併したことにより、親会社が日

本水産から中央魚類に代わるとともに、事業内容も卸機能のほか、保管・物流機能、リテール機能を得

ることとなりました。 

 

 

３月 31 日現在の事業の系統図は次のとおりです。 

 

 

 

 

４月１日合併後の事業系統図は次のとおりです。 
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３．経営方針 

当社は、平成 20 年 4 月 1日に中央魚類㈱の子会社 中央冷凍㈱と合併し、新しくスタートすること

となりました。 

今後は新ホウスイグループとして下記の経営方針に基づき、グループ各社、役職員一丸となって事

業活動に邁進する所存であります。 

（1）会社の経営の基本方針 

当社グループは、新たに「私たちは、水産物のサプライチェーンの中で新しい価値を創造し、最

適な水産流通ネットワークの実現を通して、人々に健康と豊かさをお届けすることにより社会に貢

献する。」ことを経営理念といたしました。この理念を実現させるため、新生ホウスイグループとし

て次の経営方針および経営姿勢を掲げております。 

・経営方針 

冷蔵物流事業を収益の基軸に水産物のトータル（冷凍魚・鮮魚・加工）・フル機能（受発注・流通

加工・値付け・配送・決済代行など）を備えた水産卸しを目指す。 

 

・経営姿勢 

① 法令・規則等のルールを順守し、常に“正しい仕事”を意識して行動する。 

② グループ各社の機能を協働により成長発展させていく。 

③ 提供する商品およびサービスは常に高いレベルの品質を目指す。 

④ 地球の”恵み“を大切にし、持続可能な資源の有効活用と環境に配慮した事業活動を展開する。 

 

 

（2）会社の対処すべき課題 

① 事業領域の拡大 

当社グループは、当期に日本水産㈱が分社したリテールサポート機能を有する㈱水産流通を子会

社にするほか、４月１日に中央魚類㈱の子会社である冷蔵事業を有する中央冷凍㈱と合併いたしま

した。 

当社グループは、日本水産や新たに親会社となった中央魚類のノウハウと新ホウスイの卸機能、

冷蔵保管機能、それに水産流通のリテールサポート機能との協働により、これら経営資源を有効に

機能させて事業領域をさらに拡大させてまいります。 

② 水産事業 

水産事業においては、メイン商材であるえび、かにのほか、合併により得られた機能を生かして

利益率高い戦略魚種を定め、業務用顧客を中心にした販売を進めてまいります。 

また、営業マンを育成強化し戦略魚種に精通した人材を補強していくとともに、安全・安心のた

めの品質管理、表示管理チェックにも努めてまいります。 

③ ビジネスモラルの再構築 

当期において発覚した元社員による不正取引行為を深く反省し、再発防止に向けた業務マニュア

ルの徹底、相互牽制機能の強化、内部統制を含めた監視体制の強化を行うとともに、法令・規則等

を順守する健全な企業風土の再構築を図ります。 
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４ 連結財務諸表 
（1）連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 A 

（平成19年３月31日） 
当連結会計年度 B 

（平成20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
（％） 

増減 
B－A 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金 ※１ 142 357  215

２．受取手形及び売掛金  2,966 2,659  △306

３．たな卸資産  2,517 1,092  △1,425

４．関係会社預け金  502 2,332  1,829

５．その他  64 94  29

貸倒引当金  △20 △37  △17

流動資産合計  6,174 97.0 6,498 94.5 324

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1）建物及び構築物  190 572   

減価償却累計額  154 36 378 194  158

(2）機 械 装 置  － 52   

減価償却累計額  － － 36 16  

(3）工具器具備品  68 74   

減価償却累計額  57 10 65 9  △1

(4）土地  25 25  －

有形固定資産合計  72 1.1 245 3.6 173

２．無形固定資産  4 0.1 32 0.5 －

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券 ※２ 17 5  △12

(2）長期貸付金  18 20  1

(3）その他  82 75  △7

貸倒引当金  △1 －  1

投資その他の資産合
計 

 117 1.8 100 1.5 △16

固定資産合計  194 3.0 379 5.5 184

資産合計  6,368 100.0 6,878 100.0 509
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前連結会計年度 A 

（平成19年３月31日） 
当連結会計年度 B 

（平成20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
（％） 

増減 
B－A 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形及び買掛金  2,196 2,520  324

２．未払法人税等  14 20  －

３．賞与引当金  31 20  6

４．その他  138 278  △1

流動負債合計  2,380 37.4 2,849 41.4 468

Ⅱ 固定負債    

１．繰延税金負債  1 0  △1

２．退職給付引当金  430 342  △88

３. 役員退職慰労引当金  － 31  31

４．長期預り保証金  25 25  －

固定負債合計  458 7.2 400 5.8 △57

負債合計  2,839 44.6 3,250 47.3 411

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金 ※3 2,005 31.5 2,005 29.2 －

２．資本剰余金  878 13.8 878 12.8 －

３．利益剰余金  647 10.2 664 9.7 17

４．自己株式 ※4 △3 △0.1 △4 △0.1 △0

株主資本合計  3,527 55.4 3,544 51.5 16

    

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価
差額金 

 2 0.0 0 0.0 △1

評価・換算差額等合計  2 0.0 0 0.0 △1

Ⅲ 少数株主持分  － 83 1.2 83

純資産合計  3,529 55.4 3,627 52.7 98

負債純資産合計  6,368 100.0 6,878 100.0 509
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（2）連結損益計算書 

  
前連結会計年度 A 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 B 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20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
（％） 

増減 
B-A 

Ⅰ 売上高  20,662 100.0 18,059 100.0 △2,603

Ⅱ 売上原価 ※１ 19,195 92.9 16,885 93.5 △2,309

売上総利益  1,467 7.1 1,174 6.5 △293

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２ 1,406 6.8 1,395 7.7 △11

営業利益  61 0.3 － － △61

営業損失  － － 220 1.2 220

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  3 8   

２．受取配当金  0 0   

３．雑収入  34 38   

４．負ののれん償却額  － 38 0.2 5 51 0.3 13

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  3 2   

２．雑支出  2 8   

３. 持分法投資損失  － 6 0.0 1 12 0.1 6

経常利益  93 0.5 － － △93

経常損失  － － 181 1.0 181

Ⅵ 特別利益    

１．商標権譲渡益 ※４ － － 300 300 1.7 300

Ⅶ 特別損失    

１．関係会社株式売却損
失 

※３ － 1   

２．役員退職慰労引当金
繰入額 

※５ － 74   

３．店舗解約損失 ※６ － 16   

４．不正関連損失 ※７ 154 154 0.7 19 112 0.6 △41

税金等調整前当期純
利益 

 － － 5 0.0 5

税金等調整前当期純
損失 

 60 0.3 － － △60

法人税，住民税及び
事業税 

 9 0.0 8 0.0 △0

当期純損失  69 0.3 3 3 66
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（3）連結株主資本等変動計算書 

前連結会計年度（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 自己株式 株主資本合計 

平成18年3月31日 残高 
（百万円） 

2,005 878 717 △2 3,597

連結会計年度中の変動額   

当期純損失  △69  △69

自己株式の取得  △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 
（百万円） 

－ － △69 △0 △70

平成19年3月31日 残高 
（百万円） 

2,005 878 647 △3 3,527

      
 

評価・換算差額等

 
その他有価証券評
価差額金 

純資産合計 

平成18年3月31日 残高 
（百万円） 

2 3,600

連結会計年度中の変動額 

当期純利益 △69

自己株式の取得 △0

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

△0 △0

連結会計年度中の変動額合計 
（百万円） 

△0 △70

平成19年3月31日 残高 
（百万円） 

2 3,529

 

（3）連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自平成 19 年 4月１日 至平成 20 年 3 月 31 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19年3月31日 残高 
（百万円） 

2,005 878 647 △3 3,527

連結会計年度中の変動額   

当期純損失  △3  △3

自己株式の取得  △0 △0

新規持分法適用に伴う増加高  20  20

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 
（百万円） 

－ － 17 △0 16

平成20年3月31日 残高 
（百万円） 

2,005 878 664 △4 3,544
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評価・換算差額等

 
その他有価証券評
価差額金 

少数株主持分 純資産合計 

平成19年3月31日 残高 
（百万円） 

2 － 3,529

連結会計年度中の変動額 

当期純損失 △3

自己株式の取得 △0

新規持分法適用に伴う増加高 20

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

△1 83 81

連結会計年度中の変動額合計 
（百万円） 

△1 83 98

平成20年3月31日 残高 
（百万円） 

0 83 3,627
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（5）連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前連結会計年度 A 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

当連結会計年度 B 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

区分 
注記
番号

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    

税金等調整前当期純利益（△税金等調整

前当期純損失） 
 △60 5 

減価償却費  9 8 

退職給付引当金の増加額(△減少額）  △39 △88 

役員退職慰労引当金の増加額(△減少額）  － 31 

賞与引当金の増加額（△減少額）  △10 △1 

貸倒引当金の増加額（△減少額）  △59 15 

受取利息及び受取配当金  △3 △8 

支払利息  3 2 

負ののれん償却額  － △5 

持分法による投資損失  － 1 

売上債権の減少額（△増加額）  214 1,248 

たな卸資産の減少額（△増加額）  297 1,527 

仕入債務の増加額（△減少額）  66 △928 

その他  86 55 

小計  505 1,865 

利息及び配当金の受取額  4 8 

利息の支払額  △3 △2 

法人税等の支払額  △9 △9 

営業活動によるキャッシュ・フロー  496 1,862 
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前連結会計年度 A 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

当連結会計年度 B 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

区分 
注記
番号

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    

有形固定資産の取得による支出  △10 △0 

投資有価証券売却による収入  － 25 

保証金の返還による収入  0 6 

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取

得による収入 
 － 168 

短期貸付金の貸付による支出  － △19 

長期貸付金の貸付による支出  － △9 

長期貸付金の回収による収入  19 12 

投資活動によるキャッシュ・フロー  9 183 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の返済による支出  △200 － 

自己株式の取得による支出  △0 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △200 △0 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額）  304 2,044 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  330 634 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  634 2,679 
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(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20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    １社 (1）連結子会社の数    ２社 

 連結子会社の名称 連結子会社の名称 

  恵光水産㈱  恵光水産㈱ 

  ㈱水産流通 

㈱水産流通については、新たに株式

を取得したため当連結会計年度から

連結の範囲に含めております。 

 (2）非連結子会社はない。 (2）      同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1）持分法適用の非連結子会社又は関連

会社の数        ０社 

(1）持分法適用の非連結子会社又は関連

会社の数        １社 

 持分法を適用していない関連会社の

名称 

  P.T.IRIAN MARINE PRODUCT 

DEVELOPMENT 

  P.T.IRIAN MARINE PRODUCT 

DEVELOPMENT 

持分法を適用していない理由  

持分法を適用していない関連会社

は、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

法の適用範囲から除外している。 

P.T.IRIAN MARINE PRODUCT 

DEVELOPMENTは、重要性が増したた

め、当連結会計年度持分法の適用範

囲に含めましたが、親会社の異動に

伴い、同社株式は売却いたしました。

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の末日は、連結

決算日と一致している。 

同左 

４．会計処理基準に関する事

項 

  

① 関連会社株式 ① その他有価証券 (1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 …移動平均法による原価法 時価のあるもの 

 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

均法により算定している。） 

…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

により算定している。） 

時価のないもの 

…移動平均法による原価法 

 時価のないもの  

 …移動平均法による原価法  

 ② デリバティブ ② デリバティブ 

 …時価法 …同左 

 ③ たな卸資産 ③ たな卸資産 

  主として総平均法に基づく低価法 …同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

有形固定資産 有形固定資産 (2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 建物（建物附属設備を除く）について

は定額法 

同左 

 上記以外のもの 上記以外のもの 

  定率法 

（鮮魚専門小売店、魚惣菜専門店の建

物附属設備については定額法) 

同左 

 ────── (会計方針の変更） 

(重要な減価償却資産の減価償却の方法）

当社及び国内連結子会社は、法人税法

の改正に伴い、当連結会計年度より平成

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。な

お、これによる損益の影響額は軽微であ

ります。 

 (追加情報) 

(重要な減価償却資産の減価償却の方法) 

    当社及び国内連結子会社は、法人税法

の改正に伴い、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％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。

これによる損益の影響額は軽微であり

ます。 

 無形固定資産 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

定額法を採用している。 

同左 

① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 (3）重要な引当金の計上基

準  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

回収の可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上している。 

同左 

 ② 賞与引当金 ② 賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備えるため、

賞与支給見込額の当連結会計年度負担

額を計上している。 

同左 

 ③ 退職給付引当金 ③ 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

に基づき計上している。 

同左 
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 ────── ④ 役員退職慰労引当金 

     役員の退職慰労金支給の支出に備え

て、退職慰労金の期末要支給額に基づ

き計上している。 

（会計方針の変更） 

  当社及び国内連結子会社の役員退職

慰労金は、従来、支出時の費用として

処理しておりましたが、「租税特別措

置法上の準備金及び特別法上の引当金

又は準備金並びに役員退職慰労引当金

等に関する監査等に関する監査上の取

扱い」（日本公認会計士協会監査・保

証実務委員会報告第42号）の改正に伴

い、当連結会計年度から内規に基づく

期末要支給額を役員退職慰労引当金と

して計上する方法に変更しました。こ

れにより、当連結会計年度の発生額23

百万円については販売費及び一般管理

費に計上し、過年度対応額74百万円に

ついては特別損失に計上しておりま

す。この結果従来の方法に比べ、営業

損益及び経常損益はそれぞれ23百万円

減少し、税金等調整前純損益は98百万

円減少しております。 

(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

いる。 

同左 

① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 (5）重要なヘッジ会計の方

法  繰延ヘッジ処理によっている。ただ

し、為替予約取引については振当処理

を適用している。 

同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段…為替予約 ヘッジ手段…同左 

 ヘッジ対象…外貨建債権債務に係る

将来の為替変動リスク

ヘッジ対象…同左 

 ③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 

  為替変動リスクの低減のため対象債

務の範囲内でヘッジを行っている。 

同左 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッ

ジ対象の変動額の累計額を比較して有

効性の判断を行っている。 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 (6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項  消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式を採用している。 

同左 

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いる。

同左 

６．利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利益

処分について、連結会計年度中に確定し

た利益処分に基づいて作成している。 

同左 

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

 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ケ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなる。 

同左 

 

(7) 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 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20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） ────── 

 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。 

 これまでの資本の部の合計に相当する金額は3,684百

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。 
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(8) 注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成19年3月31日） 

当連結会計年度 
（平成20年3月31日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 ※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産及び担保債務は次のとおり

である。 

担保に供している資産及び担保債務は次のとおり

である。 

（担保資産） （担保資産） 
  

定期預金 10百万円
  

  
定期預金 10百万円

  
（担保付債務） （担保付債務） 

  
その他の流動負債（従業員預り金） 8百万円

  

  
その他の流動負債（従業員預り金） 7百万円

  
※２ 関連会社に対するものは、次のとおりである。 ※２         ────── 
  

投資有価証券（株式） 8百万円
  

    

※３ 当社の発行済株式総数は、普通株式40,110,000株

である。 

※３ 当社の発行済株式総数は、普通株式40,110,000株

である。 

※４ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式24,887

株である。 

※４ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式30,371

株である。 

 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成18年4月１日 
至 平成19年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年4月１日 
至 平成20年3月31日） 

※１ 売上原価に含まれるたな卸資産に関する低価法に

よる評価減額は、5百万円である。 

※１ 売上原価に含まれるたな卸資産に関する低価法に

よる評価減額は、25百万円である。 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりである。 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりである。 
  

給与諸手当 476百万円

賞与引当金繰入額 35 〃

退職給付費用 32 〃
  

  
給与諸手当 473百万円

賞与引当金繰入額 31 〃

退職給付費用 23 〃
  

※３．       ────── ※３．関係会社株式売却益の内訳 

   関連会社P.T.IRIAN MARINE PRODUCT DEVELOPMENT

の株式売却益である。 

※４        ────── ※４．商標権譲渡益の内訳  

   商標権を譲渡したことによる譲渡益である。 

※５        ────── ※５．過年度役員退職慰労引当金繰入額の内訳 

 役員退職慰労引当金のうち過年度対応額である。

※６．       ────── ※６．店舗解約損失の内訳 

   退店に伴う退去手数料である。 

※７. 不正関連損失の内訳 

当社の元社員が委託加工計算において不正な取引

行為を行ったことにより発生した架空在庫を、引

落したものであります。 

※７. 不正関連損失の内訳 

   当社の元社員が委託加工計算において不正な取引

行為を行ったことにより発生した架空在庫を、引

落したものであります。 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度（自平成 19 年 4月１日 至平成 20 年 3 月 31 日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式     

普通株式 40,110 － － 40,110 

合計 40,110 － － 40,110 

自己株式     

普通株式 21 3 － 24 

合計 21 3 － 24 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成18年4月１日 
至 平成19年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年4月１日 
至 平成20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に

掲記されている科目の金額との関係 

(1）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19年3月31日現在) (平成20年3月31日現在)
  
現金及び預金勘定 142百万円

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △10 〃

関係会社預け金勘定 502 〃

現金及び現金同等物 634 〃
  

  
現金及び預金勘定 357百万円

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △10 〃

関係会社預け金勘定 2,332 〃

現金及び現金同等物 2,679 〃
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（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成18年4月１日 
至 平成19年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年4月１日 
至 平成20年3月31日） 

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） 

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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 
  

 

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

減損損
失累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 
(百万円)

車輌運搬具 13 4 － 8

工具器具備
品 

34 19 7 7

ソフトウェア 1 1 － 0

合計 50 26 7 16

  

  

 

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 
(百万円)

車輌運搬具 9 2 7

工具器具備
品 

18 2 16

ソフトウェア 1 0 1

合計 29 5 24

  
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 
  

１年内 6百万円

１年超 11百万円

合計 17百万円
  

  
１年内 6百万円

１年超 16百万円

合計 23百万円
  

  
リース資産減損勘定の残高 2百万円

  

  
 

  
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、支払利息相当額及び減損損失 

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、支払利息相当額及び減損損失 
  

支払リース料 10百万円

リース資産減損勘定の取崩額 2百万円

減価償却費相当額 10百万円

支払利息相当額 0百万円
  

  
支払リース料 7百万円

リース資産減損勘定の取崩額 2百万円

減価償却費相当額 4百万円

支払利息相当額 0百万円
  

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、残存価額を零とする定

額法によっている。 

同左 

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリー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

息法によっている。 

同左 
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(有価証券関係） 

  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ております。 

 

 

（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 
 (自 平成18年4月１日 
至 平成19年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年4月１日 
至 平成20年3月31日） 

 提出会社以外はデリバティブ取引を行っていない。提

出会社は、財務上発生している為替リスクをヘッジし、

リスク管理を効率的に行うためデリバティブ取引を導入

している。具体的には、外貨建資産・負債に係る将来の

為替相場による損失を回避するため、為替予約取引のみ

を行なっている。主な取引としては、海外から仕入れる

商品代金の支払額に見合った額に対して為替予約を行な

っており、その実行及び管理は社内管理規定に従い、管

理部が行っている。なお、投機的な取引及び短期的な売

買損益を得る取引の利用は行っていない。 

同左 

 

２．取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度（自平成 18 年 4月１日 至平成 19 年 3 月 31 日） 

 すべてのデリバティブ取引についてヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自平成 19 年 4月１日 至平成 20 年 3 月 31 日） 

 すべてのデリバティブ取引についてヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。 

 

（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社グループは、退職一時金制度を採用している。また、従業員の退職等に関して割増退職金を支払う場合

がある。 

 

２．退職給付債務に関する事項 

  
前連結会計年度 

（平成19年3月31日） 
当連結会計年度 

（平成20年3月31日） 
 

 イ．退職給付債務（百万円） △430 △342  

 ロ．退職給付引当金（百万円） △430 △342  

 （注） 提出会社及びすべての連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用している。 

 

３．退職給付費用に関する事項 

  
前連結会計年度 

（自平成18年4月１日 
至平成19年3月31日） 

当連結会計年度 
（自平成19年4月１日 
至平成20年3月31日） 

 

 イ．勤務費用（百万円） 32 28  

 ロ．退職給付費用（百万円） 32 28  
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（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（自 平成18年4月１日 
至 平成19年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年4月１日 
至 平成20年3月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳              (単位:百万円)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳              (単位:百万円)
  
(流動の部) 

繰延税金資産 

賞与引当金損金算入限度超過額 12

未払事業税 3

棚卸資産評価損否認額 2

その他 3

繰延税金資産小計 22

評価性引当額 △22

繰延税金資産合計 －

繰延税金負債 －

繰延税金資産(負債)の純額 －
  

  
(流動の部) 

繰延税金資産 

貸倒引当金繰入限度超過額 10

賞与引当金損金算入超過額 12

未払事業税 3

棚卸資産評価損否認額 10

不正関連損失否認額 70

その他 3

繰延税金資産小計 110

評価性引当額 △110

繰延税金資産合計 －

繰延税金負債 －

繰延税金資産(負債)の純額 －
    

(固定の部) 

繰延税金資産 

退職給付引当金損金算入限度超過額 166 

貸倒引当金繰入限度超過額 － 

その他 23 

繰越欠損金 204 

繰延税金資産小計 394 

評価性引当額 △394 

繰延税金資産合計 － 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 1 

繰延税金資産の純額(負債) （1）
  

  
(固定の部) 

繰延税金資産 

退職給付引当金損金算入超過額 138 

役員退職慰労引当金算入超過額 12 

その他 20 

繰越欠損金 205 

繰延税金資産小計 378 

評価性引当額 △378 

繰延税金資産合計 － 

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 1 

繰延税金資産の純額(負債) （1）
  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

税金等調整前当期純損失のため記載していない。 法定実効税率              40.5％

（調整） 

 税務上の繰越欠損金の利用      △69.6 

 交際費等永久に損金に算入されない項目 55.6 

 受取配当金等永久に益金を算入されない 

 項目                 △1.4 

 住民税均等割             156.2 

 評価性引当額の増減                  △25.1 

 税効果会計適用後の法人税等負担率   156.2 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自平成 18 年 4月１日 至平成 19 年 3 月 31 日） 

 当社グループは、商品の種類、性質、販売方法等の類似性から判断して、同種類、同系列の商品を専ら販売

しており、従って、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

 

当連結会計年度（自平成 19 年 4月１日 至平成 20 年 3 月 31 日） 

 当社グループは、商品の種類、性質、販売方法等の類似性から判断して、同種類、同系列の商品を専ら販売

しており、従って、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自平成 18 年 4月１日 至平成 19 年 3 月 31 日） 

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

当連結会計年度（自平成 19 年 4月１日 至平成 20 年 3 月 31 日） 

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度（自平成 18 年 4月１日 至平成 19 年 3 月 31 日） 

 海外売上高は、連結売上高の 10％未満のため記載を省略しております。 

 

当連結会計年度（自平成 19 年 4月１日 至平成 20 年 3 月 31 日） 

 海外売上高は、連結売上高の 10％未満のため記載を省略しております。 

 

【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自平成 18 年 4月１日 至平成 19 年 3 月 31 日） 

(1）親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等
の名称 

住所 
資本金 

(百万円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の被所有
割合 役員の

兼務等
事業上
の関係 

取引の内容 
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高
（百万円）

親会社 
日本水
産㈱ 

東京都
千代田
区 

23,729 
漁業その
他の水産
業 

直接 
58.3%

転籍 
1 名

水産物の販売
他 

634 
売掛金
他 

517

    
食料品の
製造加工
及び販売 

 
兼任 
2 名

当社の
商品の
販売及
び同社
の製商
品の購
入 

水産物の購入
他 

574 
買掛金
他 

94

        資金の預入 502 
関係会
社預け
金 

502

 （注）１．取引条件ないし取引条件の決定方針等 

① 水産物の販売については、市場価格から当社総原価を勘案して取引ごとに決定している。 

② 水産物の購入については、市場価格から算定した価格、並びに日本水産㈱から提示された総原価を検討の

上、取引ごとに決定している。 

２．取引金額には消費税等は含まれていないが、期末残高には消費税等が含まれている。 

 

(2）子会社等 

 重要な取引がないため、記載を省略しています。 

 

(3）兄弟会社等 

 重要な取引がないため、記載を省略しています。 
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当連結会計年度（自平成 19 年 4月１日 至平成 20 年 3 月 31 日） 

(1）親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等
の名称 

住所 
資本金 

(百万円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の被所有
割合 役員の

兼務等
事業上
の関係 

取引の内容 
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高
（百万円）

親会社 
日本水
産㈱ 

東京都
千代田
区 

23,729 
漁業その
他の水産
業 

直接 
58.3%

転籍 
1 名

水産物の販売
他 

764 
売掛金
他 

37

    
食料品の
製造加工
及び販売 

 
兼任 
2 名

当社の
商品の
販売及
び同社
の製商
品の購
入 

水産物の購入
他 

430 
買掛金
他 

53

        資金の預入 2,332 
関係会
社預け
金 

2,332

 （注）１．取引条件ないし取引条件の決定方針等 

① 水産物の販売については、市場価格から当社総原価を勘案して取引ごとに決定している。 

② 水産物の購入については、市場価格から算定した価格、並びに日本水産㈱から提示された総原価を検討の

上、取引ごとに決定している。 

２．取引金額には消費税等は含まれていないが、期末残高には消費税等が含まれている。 

 

(2）子会社等 

 重要な取引がないため、記載を省略しています。 

 

(3）兄弟会社等 

 重要な取引がないため、記載を省略しています。 

 

（１株当たり情報） 

前連結会計年度 
（自 平成18年4月１日 
至 平成19年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年4月１日 
至 平成20年3月31日） 

  
１株当たり純資産額 88.05円

１株当たり当期純損失額 1.74円
  

  
１株当たり純資産額 90.52円

１株当たり当期純損失額 0.08円
  

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、1株当り当期純損失であり、また、潜在株式が存在し

ないため記載していない。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、1株当り当期純損失であり、また、潜在株式が存在し

ないため記載していない。 

 （注） 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、以下のとおりである。 

 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当期純利益又は当期純損失(△)  
（百万円） 

△69 △3 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式に係る当期純利益または当期純
損失（△) （百万円） 

△69 △3 

期中平均株式数（千株） 40,086 40,082 
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（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
（自 平成18年4月１日 
至 平成19年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年4月１日 
至 平成20年3月31日） 

  
────── 中央冷凍株式会社との合併 

 平成20年２月28日の臨時株主総会において、当社が

中央冷凍株式会社を吸収合併することが決議されまし

た。 

１.合併の目的 

当社は、冷凍のえび・かにの買付輸入、加工、販

売を主たる事業としておりますが、３月に日本水産

株式会社が自社の水産流通部門を会社分割制度によ

り分社する株式会社水産流通の第三者割当増資を引

受けて同社を連結子会社とするとともに、中央冷凍

株式会社と合併することによって、水産物の販売力、

リテールサポートのノウハウを得るとともに冷凍・

冷蔵保管を主とする物流機能を得て、卸としての機

能を拡充し、多様なサービスを提供することで、新

たな顧客を開拓し、成長拡大していく企業を目指し

ます。 

  ２.合併期日   平成 20 年４月１日 

  ３.合併の方式   当社を存続会社とする吸収合併で

あり、合併比率は当社１：中央冷凍

株式会社 45.5 で、これにより中央

冷凍株式会社の株式１株に対し当

社の株式 45.5 株を割当交付しま

す。 

  ４. 権利義務全部の承継  当社は、合併期日におい

て中央冷凍株式会社の資産及び負

債その他一切の権利義務を承継す

る。 

  ５. 被合併会社の概要    

   (1) 事業の内容        冷蔵倉庫業 

   (2）売上高（平成 19 年 3月期）    3,574 百万円

   (3）当期純利益（平成 19 年 3月期）   62 百万円

   （4）純資産（平成 19 年 3月期   1,865 百万円

   （5）総資産（平成 19 年 3月期）  4,890 百万円

 （6）従業員数（平成19年3月期）  120人 

６. 会計処理の概要    当社の個別財務諸表

では持分プーリング法に準じた処理を、連結財務諸

表では中央冷凍株式会社が当社を被取得企業とす

るパーチェス法を採用する予定であり、負の「のれ

ん」が連結財務諸表に発生する見込みであります。
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５ 個別財務諸表等 

(1）貸借対照表 

  
前事業年度 A 

（平成19年３月31日） 
当事業年度 B 

（平成20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
（％） 

増減
B－A

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金 ※１ 102 22  △80

２．受取手形  45 11  △33

３．売掛金  2,921 1,706  △1,214

４．商品  2,455 942  △1,512

５．原材料  48 26  △22

６．貯蔵品  14 21  7

７. 短期貸付金  - 19  19

８．長期貸付金(一年内)  4 -  △4

９．前渡金  5 -  △5

10．前払費用  3 6  3

11．関係会社預け金  502 2,332  1,829

12．未収入金  45 58  13

13．その他の流動資産  4 2  △2

14．貸倒引当金  △20 △37  △17

流動資産合計  6,133 96.8 5,114 94.5 △1,018

Ⅱ 固定資産    

(1）有形固定資産    

１．建物  190 190   

減価償却累計額  154 36 159 31  △5

２．工具器具及び備品  68 69   

減価償却累計額  57 10 61 7  △3

３．土地  25 25  －

有形固定資産合計  72 1.1 63 1.2 △8

 



㈱ホウスイ（1352）平成 20 年３月期 決算 

 29

 

  
前事業年度 A 

（平成19年３月31日） 
当事業年度 B 

（平成20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
（％） 

増減
B－A

(2）無形固定資産    

１．電話加入権  2 2  －

無形固定資産合計  2 0.0 2 0.0 －

(3）投資その他の資産    

１．投資有価証券  9 5  △3

２．関係会社株式  18 130  111

３．出資金  0 0  －

４．従業員長期貸付金  18 20  1

５．破産更生債権等  1 -  △1

６．長期差入保証金  79 74  △5

７．貸倒引当金  △1 -  1

投資その他の資産合計  126 2.0 230 4.3 104

固定資産合計  201 3.2 296 5.5 95

資産合計  6,334 100.0 5,411 100.0 △923

（負債の部）  
  

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形  126 150  23

２．買掛金  2,069 1,117  △952

３．未払費用  98 103  5

４．未払法人税等  14 13  △0

５．未払消費税等  18 72  53

６．預り金  5 8  2

７．従業員預り金 ※１ 8 7  △0

８．賞与引当金  29 25  △3

流動負債合計  2,370 37.4 1,498 27.7 △872
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前事業年度 A 

（平成19年３月31日） 
当事業年度 B 

（平成20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
（％） 

増減
B－A

Ⅱ 固定負債    

１．繰延税金負債  1 0  △1

２．退職給付引当金  410 328  △81

３．役員退職給付引当金   － 20  20

４．預り保証金  25 25  －

固定負債合計  438 6.8 375  △62

負債合計  2,808 44.3 1,873 34.6 △935

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  － 2,005 31.7 2,005 37.1 －

２．資本剰余金    －

(1）資本準備金  501 501   －

(2）その他資本剰余金  376 376   －

資本剰余金合計  878 13.9 878 16.2 －

３．利益剰余金    

(1）その他利益剰余金    

別途積立金  506 506   

繰越利益剰余金  137 151   

利益剰余金合計  643 10.2 658 12.2 14

４．自己株式  △3 △0.1 △4 △0.1 △0

株主資本合計  3,523 55.6 3,537 65.4 13

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価差額
金 

 2 0.0 0  △1

評価・換算差額等合計  2 0.0 0  △1

純資産合計  3,526 55.7 3,537 65.4 11

負債純資産合計  6,334 100.0 5,411 100.0 △923
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（2）損益計算書 

  
前事業年度 A 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 B 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

増減 
B-A 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％） 

金額 

Ⅰ 売上高  20,662 100.0 18,059 100.0 △2,603

Ⅱ 売上原価    

１．商品期首たな卸高  2,750 2,455   

２．当期商品仕入高  18,966 15,392   

計  21,716 17,848   

３．商品期末たな卸高 ※１ 2,521 19,195 92.9 962 16,885 93.5 △2,309

売上総利益  1,467 7.1 1,174 6.5 △293

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

   

１．販売手数料  2 3   

２．保管料  152 132   

３．発送配達費  129 126   

４．役員報酬  46 40   

５．給与諸手当  297 294   

６．福利費  59 56   

７．従業員賞与  55 56   

８．賞与引当金繰入額  29 25   

９．役員退職慰労引当繰
入額 

 - 22   

10．退職給付費用  27 19   

11．減価償却費  9 8   

12．地代家賃  54 53   

13．賃借料  122 122   

14．運営委託料  263 271   

15．その他  155 1,406 6.8 174 1,403 7.8 △3

営業利益  61 0.3 - - △61

営業損失  - - 228 1.3 228
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前事業年度 A 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 B 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

増減 
B-A 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％） 

金額 

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  3 8   

２．受取配当金  0 0   

３．雑収入  34 38 0.2 38 46 0.3 8

Ⅴ 営業外費用    

１. 支払利息  3 2   

２．雑支出  2 6 0.0 8 10 0.1 4

経常利益  93 0.5 - - △93

経常損失  - - 192 1.1 192

Ⅵ 特別利益    

１．関係会社株式売却益 ※２ － 17   

２．商標権譲渡益  ※３ － - - 300 317 1.8 317

Ⅶ 特別損失    

１．役員退職慰労引当金 ※４ － 65   

２．店舗解約損失 ※５ － 16   

３. 不正関連損失 ※６ 154 154 0.7 19 101 0.6 △53

税引前当期純利益  - - 22 0.1 22

税引前当期純損失  61 0.3 - - △61

法人税、住民税及び事
業税 

 8 0.0 8 0.0 △0

当期純利益  - - 14 0.1 14

当期純損失  69 - - - △69
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（3）株主資本等変動計算書 

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

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金

その他資本
剰余金 

別途積立金
繰越利益剰
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） 

2,005 501 376 506 207 △2 3,594

事業年度中の変動額   

当期純損失  △69  △69

自己株式の取得  △0 △0

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 
（百万円） 

－ － － － △69 △0 △70

平成19年3月31日 残高 
（百万円） 

2,005 501 376 506 137 △3 3,523

 

評価・換算差額等

 
その他有価証
券評価差額金 

純資産合計 

平成18年3月31日 残高 
（百万円） 

2 3,597

事業年度中の変動額  

当期純損失  △69

自己株式の取得  △0

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額） 

△0 △0

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

△0 △71

平成19年3月31日 残高 
（百万円） 

2 3,526
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当事業年度（自平成 19 年 4 月１日 至平成 20 年 3月 31 日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金

その他資本
剰余金 

別途積立金
繰越利益剰
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） 

2,005 501 376 506 137 △3 3,523

事業年度中の変動額   

当期純損失  14  14

自己株式の取得  △0 △0

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 
（百万円） 

－ － － － 14 △0 13

平成19年3月31日 残高 
（百万円） 

2,005 501 376 506 151 △4 3,537

 

評価・換算差額等

 
その他有価証
券評価差額金 

純資産合計 

平成18年3月31日 残高 
（百万円） 

2 3,526

事業年度中の変動額  

当期純損失  14

自己株式の取得  △0

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額） 

△1 △1

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

△1 11

平成19年3月31日 残高 
（百万円） 

0 3,537
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(4) 重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

(1）子会社及び関連会社株式 (1）子会社及び関連会社株式 １．有価証券の評価基準及び

評価方法  移動平均法による原価法。 同左 

 (2）その他有価証券 (2）その他有価証券 

 時価のあるもの 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） 

 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） 

 時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法。 同左 

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法 

 時価法 同左 

(1）商品・原材料 (1）商品・原材料 ３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法  総平均法に基づく低価法。 同左 

 (2）貯蔵品 (2）貯蔵品 

  総平均法に基づく原価法。 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ４．固定資産の減価償却の方

法 建物（建物附属設備を除く）につい

ては定額法。建物以外については定率

法（鮮魚専門小売店、魚惣菜専門店の

建物附属設備については定額法） 

同左 

 

 

 

（会計方針の変更） 

（重要な減価償却資産の減価償却の方法）

当社は、法人税法の改正に伴い、当

事業年度より平成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。なお、これによ

る損益の影響額は軽微であります。 

(追加情報) 

 (重要な減価償却資産の減価償却の方法) 

当社は、法人税法の改正に伴い、当

事業年度より平成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％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。これによる損益の影響額は軽微

であります。 

 (2）無形固定資産 (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

基づく定額法を採用している。 

同左 
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５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

  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

収の可能性を勘案し、回収不能見込額

を計上している。 

同左 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備えるため、

賞与支給見込額の当期負担額を計上し

ている。 

同左 

 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、期

末における退職給付債務に基づき計上

している。 

同左 

 ────── (4）役員退職慰労引当金 

   従業員の退職給付に備えるため、期

末における退職給付債務に基づき計上

している。 

（会計方針の変更） 

(役員退職慰労引当金) 

  当社の役員退職慰労金は、従来、支

出時の費用として処理しておりまし

たが、「租税特別措置法上の準備金及

び特別法上の引当金又は準備金並び

に役員退職慰労引当金等に関する監

査上の取扱い」（日本公認会計士協会

監査・保証実務委員会報告第 42 号）

の改正に伴い、当事業年度から内規に

基づく期末要支給額を役員退職慰労

引当金として計上する方法に変更し

ました。これにより、当事業年度の発

生額 22 百万円については販売費及び

一般管理費に計上し、過年度対応額 65

百万円については特別損失に計上し

ております。この結果従来の方法に比

べ、営業損益及び経常損益はそれぞれ

22 百万円減少し、税金等調整前純損益

は 87 百万円減少しております。 
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目 
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

６．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

いる。 

同左 

７．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理によっている。ただ

し、為替予約取引については振当処理

を適用している。 

同左 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段…為替予約 同左 

 ヘッジ対象…外貨建債権債務に係る

将来の為替変動リスク

 

 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 

  為替変動リスクの低減のため対象債

務の範囲内でヘッジを行っている。 

同左 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッ

ジ対象の変動額の累計額を比較して有

効性の判断を行っている。 

同左 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 ８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項  消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式を採用している。 

同左 

 

(6) 重要な会計方針の変更 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20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) 

 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）を摘要している。これまでの資本の

部の合計に相当する金額は3,680百万円であります。 

 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

諸表等により作成しております。 

────── 
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(7) 注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成19年3月31日） 

当事業年度 
（平成20年3月31日） 

※１．担保に供している資産及び担保付債務は次のとお

りである。 

※１．担保に供している資産及び担保付債務は次のとお

りである。 

（担保資産） （担保資産） 
  

定期預金 10百万円
  

  
定期預金 10百万円

  
（担保付債務） （担保付債務） 

 
従業員預り金 8百万円

  

 
従業員預り金 7百万円

  
（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

※１．売上原価に含まれるたな卸資産に関する低価法に

よる評価減額は、5百万円である。 

※１．売上原価に含まれるたな卸資産に関する低価法に

よる評価減額は、25百万円である。 

※２．       ────── ※２．関係会社株式売却益の内訳 

   関連会社P.T.IRIAN MARINE PRODUCT DEVELOPMENT

の株式売却益である。 

※３        ────── ※３．商標権譲渡益の内訳  

   商標権を譲渡したことによる譲渡益である。 

※４        ────── ※４．過年度役員退職慰労引当金繰入額の内訳 

 役員退職慰労引当金のうち過年度対応額である。

※５．       ────── ※５．店舗解約損失の内訳 

   退店に伴う退去手数料である。 

※６. 不正関連損失の内訳 

当社の元社員が委託加工計算において不正な取引

行為を行ったことにより発生した架空在庫を、引

落したものであります。 

※６. 不正関連損失の内訳 

   当社の元社員が委託加工計算において不正な取引

行為を行ったことにより発生した架空在庫を、引

落したものであります。 
  

  

（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（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 

 
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） 

普通株式 21 3 - 24 

合計 21 3 - 24 

当事業年度（自平成 19 年 4 月１日 至平成 20 年 3月 31 日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
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） 

普通株式 24 5 - 30 

合計 24 5 - 30 
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（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成18年4月１日 

至 平成19年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年4月１日 
至 平成20年3月31日） 

  
１株当たり純資産額 87.96円

１株当たり当期純損失額 1.74円
  

  
１株当たり純資産額 88.27円

１株当たり当期純損失額 0.36円
  

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、1株当り当期純損失であり、また、潜在株式が存在し

ないため記載していない。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載していない。 

 （注） 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、以下のとおりである。 

 
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当期純利益又は当期純損失(△)  
（百万円） 

△69 14 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式に係る当期純利益または当期純
損失（△) （百万円） 

△69 14 

期中平均株式数（千株） 40,086 40,082 

 

6. その他 

 売上高明細表 

 
平成19年3月期 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 
 

平成20年3月期 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

増  減 

 
   期  別 
 
 
部  門 
   金  額 構 成 比   金  額 構 成 比   金  額 

 
水産卸営業部門 

 
鮮魚 販売 部門 

 
海  外  部  門 

 

 
百万円 

 
18,757 

 
1,170 

 
735 

 

 
% 
 

90.8 
 

5.7 
 

3.5 
 

 
百万円 

 
16,250 

 
1,115 

 
693 

 

 
% 
 

90.0 
 

6.2 
 

3.8 
 

 
百万円 

 
△ 2,507 

 
△ 54 

 
△ 42 

 

合    計  20,662 100.0 18,059 100.0 △ 2,603 

 


