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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 
 

20 年３月期 

19 年３月期 

百万円   ％ 

90,337（ △4.0） 

94,105（ △2.8） 

百万円   ％

△404（   －）

△162（   －）

百万円   ％ 

△103（   －） 

153（ △64.1） 

百万円   ％

△53（   －）

108（ △62.5）

 

 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 
 

20 年３月期 

19 年３月期 

円 銭 

△7.89 

15.81 

円 銭

－

－

％

△0.4

0.7

％ 

△0.4 

0.6 

％

△0.4

△0.2

(参考) 持分法投資損益  20 年３月期  －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 
 

20 年３月期 

19 年３月期 

百万円 

21,681 

26,302 

百万円

12,881 

14,756 

％ 

58.0 

54.7 

円  銭

1,839.47 

2,101.75 

(参考) 自己資本  20 年３月期 12,573 百万円  19 年３月期 14,376 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
 

20 年３月期 

19 年３月期 

百万円 

 △670 

  742 

百万円

△236 

 210 

百万円 

 △240 

 △ 84 

百万円

 2,323 

 3,470 

 

２．配当の状況 

１株当たり配当金 

（基準日） 期 末 年 間 

配当金総額 

（年間） 

配当性向 

（連結） 

純資産 

配当率 

（連結） 
 

19 年３月期 

円 銭 

13.00 
円 銭

13.00 
百万円

 88 
％ 

 82.2 
％

0.6 

20 年３月期 15.00 15.00 102   － 0.8 

21 年３月期 

（予想） 
15.00 15.00 

 
 31.1 

 

（注）20 年３月期期末配当金の内訳 記念配当 2円 00 銭 

 

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２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

 
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 
 

第２四半期連結累計期間 

通 期 

百万円 ％

41,200(△4.4)

86,900(△3.8)

百万円 ％

△50(－)

140(－)

百万円 ％

110(160.8)

430(  －)

百万円 ％ 

80(－) 

330(－) 

円 銭

11.70 

48.28 
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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）   無 

 

（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          有 

   （注）詳細は 13 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」及び「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。 

 

（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 7,261,706 株 19 年３月期 7,261,706 株 

   ②期末自己株式数           20 年３月期  426,223 株 19 年３月期  421,644 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、21 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 
 

20 年３月期 

19 年３月期 

百万円   ％ 

53,624（ △3.7） 

55,665（ △2.5） 

百万円   ％

△199（   －）

81（  51.5）

百万円   ％ 

11（ △96.2） 

306（  40.8） 

百万円   ％

△121（   －）

225（  66.2）

 

 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

 

20 年３月期 

19 年３月期 

円 銭 

△17.79 

32.76 

円 銭

－

－

 

（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 
 

20 年３月期 

19 年３月期 

百万円 

17,857 

21,713 

百万円

12,052 

13,921 

％ 

67.5 

64.1 

円  銭

1,763.28 

2,035.26 

(参考) 自己資本  20 年３月期   12,052 百万円  19 年３月期  13,921 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同四半期増減率） 

 
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 
 

第２四半期累計期間 

通 期 

百万円 ％ 

25,000(△1.6) 

53,000(△1.2) 

百万円 ％

△20(－)

80(－)

百万円 ％

110(△10.7)

290(  －)

百万円 ％ 

80(△11.0) 

210(  －) 

円 銭

11.70 

30.72 

 

 ※ 以上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作成したものであり、実際

の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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１．経営成績 

１．経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、原油価格の高騰や米国サブプライムローン問題に端を発した世界的な連鎖株安などの不

安要素により、景況感が低調に推移しました。 

当社グループの売上の基幹となる水産物卸売事業におきましては、世界的な水産物需要の拡大や、食品偽装の発生による食の安

全への関心の高まりなど、取り巻く環境は大きく変化し、業界全体が厳しい経営環境となりました。 

このような状況の下、当社グループは、水産物卸売事業及び水産物販売事業を中心に、安心・安全で良質な商品と心に感じる

サービスにより、お客様満足を追求すると共に、豊かな食生活に貢献すべく邁進し、連結子会社である川崎丸魚㈱南部支社の地方

市場化移行、㈱ハンスイの物流業務の外注化、㈱トウメイフーズの加工部門の改善等に対して、順次計画に沿って着手しておりま

すが、それらの効果が発現されるまでに若干の時間を要すところとなっております。 

これらの結果、当連結会計年度の売上高は90,337百万円と前連結会計年度に比べ3,768百万円(△4.0％)の減収となり、取立遅

延債権に対する貸倒引当金の繰入計上の影響により営業損失が404百万円（前連結会計年度営業損失162百万円）、経常損失103

百万円（前連結会計年度経常利益153百万円）、当期純損失53百万円(前連結会計年度当期純利益108百万円)とそれぞれ減益と

なりました。 

 

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

なお、売上高については、セグメント間取引の相殺消去後の数値であり、営業利益については、セグメント間取引の相殺消去前

の数値であります。 

水産物卸売事業 

売上高は72,729百万円と前連結会計年度に比べ3,557百万円（△4.7％）の減収となり、営業損失は250百万円と前連結会計年

度に比べ274百万円（前連結会計年度営業利益23百万円）の減益となりました。 

水産物販売事業 

売上高は17,138百万円と前連結会計年度に比べ200百万円(△1.2％)の減収となりましたが、営業損失は216百万円と前連結会

計年度に比べ35百万円（前連結会計年度営業損失251百万円）の改善となりました。 

不動産等賃貸事業 

売上高は41百万円と前連結会計年度に比べ1百万円(3.7％)の増収となりましたが、営業利益は44百万円と前連結会計年度に

比べ5百万円（△10.4％）の減益となりました。 

その他の事業 

売上高は428百万円と前連結会計年度に比べ12百万円(△2.8％)の減収となりましたが、営業利益は15百万円と前連結会計年

度に比べ1百万円（13.0％）の増益となりました。 

 

次期の業績におきましては、設備投資と住宅投資は緩やかに増加し、景気が下支えされ回復基調を維持するとみられますが、個

人消費は依然低迷が続くと思われます。さらに後半は景気後退に陥るリスクが高まり、厳しい状況が続くものと予想されます。 

水産業界は、食料品への品質管理が求められる一方、漁獲量の減少や世界的な魚価高により、依然として水産物消費の不振が続

き予断を許さない状況にあります。 

このような状況の下、当社グループは安定した集荷力を生かし、基本理念である食の安心・安全への取り組みと消費者の食品に

対するニーズの多様化に対応すべく、顧客視点に立った企画提案型営業活動を推進し、グループ会社との連携による新規取引先の

開拓に努めてまいる所存であります。 

業績につきましては、連結売上高86,900百万円、連結営業利益140百万円、連結経常利益430百万円、連結当期純利益   

330百万円を見込んでおります。 

 

事業の種類別セグメントの業績見通しは、次のとおりであります。 

なお、売上高については、セグメント間取引の相殺消去後の数値であり、営業利益については、セグメント間取引の相殺消去前

の数値であります。 

水産物卸売事業 

売上高は70,800百万円、営業利益は100百万円を見込んでおります。 

水産物販売事業 

売上高は15,800百万円、営業利益は10百万円を見込んでおります。 

不動産等賃貸事業 

売上高は20百万円、営業利益は20百万円を見込んでおります。 

その他の事業 

売上高は280百万円、営業利益は10百万円を見込んでおります。 
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２．財政状態に関する分析 

当連結会計年度末における総資産は、21,681 百万円（前連結会計年度末は 26,302 百万円）となり、4,620 百万円減少しました。

現金及び預金の減少1,146百万円及び投資有価証券の時価評価等による減少2,666百万円が大きな要因であります。負債では、

8,800百万円（前連結会計年度末は11,546百万円）となり、2,745百万円減少いたしました。支払手形及び買掛金の減少1,084百

万円及び投資有価証券の時価評価等に伴う繰延税金負債の減少1,111百万円が大きな要因であります。純資産では、12,881百万

円（前連結会計年度末は14,756百万円）となり、1,874百万円減少いたしました。その他有価証券評価差額金の減少1,663百万

円が大きな要因であります。 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動による使用した資金670百万円、投資活動

による使用した資金236百万円及び財務活動による使用した資金240百万円により、前連結会計年度末に比べ1,146百万円減少し、

当連結会計年度末には2,323百万円（前年同期比33.0％減）となりました。 

 

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670百万円（前連結会計年度獲得資金742百万円）となりました。これは主に、仕入債務の減

少1,084百万円及び売上債権の減少375百万円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） 

投資活動の結果使用した資金は236百万円（前連結会計年度獲得資金210百万円）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163百万円及び有形固定資産の取得による支出85百万円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） 

財務活動の結果使用した資金は240百万円（前年同期比184.2％増）となりました。これは主に、借入金の返済純額140百万

円及び配当金の支払額96百万円によるものであります。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 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 平成20年３月期

自己資本比率 55.6 54.9 55.7 54.7 58.0 

時価ベースの自己資

本比率 
18.1 21.2 30.4 22.4 17.1 

キャッシュ・フロー

対有利子負債比率 
1.0 0.8 － 0.5 － 

インタレスト・ガバ

レッジ・レシオ 
135.7 205.7 － 160.0 － 

（計算式） 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／キャッシュ・フロー 

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

（注１） いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２） 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３） キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４） 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。 

 

３．利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社グループは、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして位置づけております。配当金につきましては、株

主各位への利益還元の重要な手段であるとの認識に基づく安定配当の継続、更には業績に応じ積極的な還元を基本方針としており

ます。 

なお、内部留保資金につきましては、将来の事業拡張等を目的とする設備投資に充当し、経営基盤の強化に有効活用していく所

存であります。 

また、当期の配当につきましては、創立60周年の記念配当２円を含め15円を予定しております。次期の配当につきましては、

当期の記念配当２円を普通配当に切替え、１株当たり15円を予定しております。 

 

４．事業等のリスク 

最近の有価証券報告書（平成19年６月29日提出）における「事業等のリスク」から新たなリスクが顕在化していないため開示

を省略しております。
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２．企業集団の状況 

当社グループは、当社及び子会社７社で構成され、中央卸売市場における水産物卸売事業を中核事業とし、量販店及び外食産業

等への市場外販売、流通センター等の賃貸、更に運送等その他の事業を行っております。 

当社グループの事業に係る位置づけ及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、事業の種類別セグ

メントと同一の区分であります。 

 

水産物卸売事業    … 横浜市及び川崎市中央卸売市場並びに川崎市地方卸売市場において、水産物卸売業を行っております。 

当社及び川崎丸魚（株） 

 

水産物販売事業    … 中央卸売市場等から仕入れた水産物を、量販店及び外食産業等へ販売を行っております。 

（株）ハンスイ、（株）トウメイフーズ、館山丸魚（株）、（株）横浜冷食及び（株）太洋水産 

 

不動産等賃貸事業 … 流通センター等の賃貸 

当社 

 

その他の事業      … 水産物の運送等 

（株）横浜魚市場運送 

 

事業の系統図は、次のとおりです。 

   
横浜市中央卸売市場 

     

        小売店  

  

       

     百貨店   

   

 

仲卸業者

売買参加者     

   

 

 

水産物卸売業 

  当  社 

    量販店 

国内 

 

 生産者 

 

 産地仲買人 

 

 加工業者 
          

     
川崎市中央卸売市場 

  外食産業 

消費者

    
川崎市地方卸売市場 

    

 

 

        加工業者  

国外 

 

 生産者 

 

 輸入業者 

     
 

 

 

 

水産物卸売業 

  川崎丸魚㈱ 

 

仲卸業者

売買参加者  地方市場  

         

      

 

水産物販売事業 

 

 ㈱ハンスイ 

 

 ㈱トウメイフーズ 

 

 館山丸魚㈱ 

 

 ㈱横浜冷食 

 

 ㈱太洋水産 
 商社他  

          

       

  

   

 

運送事業 

 ㈱横浜魚市場運送  

 

不動産等賃貸事業 

  当  社    

 

（注） すべて連結子会社であります。 
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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 

平成18年３月期決算短信（平成18年５月17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.yokohama-maruuo.co.jp 

（ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ）） 

http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 

 

３．中長期的な会社の経営戦略 

当社グループの中核事業が位置する水産物流通業界におきましては、規制緩和の進展やお客様ニーズの多様化、ライフスタイル

の多様化、安心・安全への対応等、社会の変化に伴い流通も多様化することで、ますます競争が激化するものと思われます。この

ような変革の時代に即応すべく、企業変革の実現を目指す所存であります。 

当社は、平成19年10月に創立60周年を迎えることができましたが、その間、伝統に裏打ちされた信頼で神奈川県の水産物流

通に貢献してまいりました。 

当社の存在価値である企業理念は、次のとおりですが、これは当社グループにおける判断や意思決定、行動の基準となる考え方

を示したものであり、当社グループの全ての社員が、自分自身と企業理念とのつながり（ＲＥＬＡＴＩＯＮ）を見出し、行動を通

じて表現し存在価値を示すものです。 

 

当社グループのコーポレートスローガン（私たちの願い） 

「ＧＯＯＤ ＲＥＬＡＴＩＯＮ ＭＡＲＵＵＯ」～心に感じる満足を提供します 

当社グループの経営理念（私たちの価値） 

１．私たちは、水産物流通システム創造企業として、社会が求める豊かな食生活に貢献し続けます。 

２．私たちは、安全で良質な商品と、心に感じるサービスにより、お客様に満足を提供し続けます。 

３．私たちは、人を大切にする経営によって、質の高い企業活動を展開し、存在し続けます。 

当社グループのミッション（私たちの使命） 

豊かな食生活の責任を担います。 

 

この企業理念に基づいたうえで、創業60年の伝統を守り、新たな革新を図るために、平成20年４月より３ヵ年の「中期経営計

画～横浜丸魚グループＭＭプラン」を策定し、この実現に向けて取り組んでまいります。 

この「中期経営計画」は、コーポレートスローガン「ＧＯＯＤ ＲＥＬＡＴＩＯＮ ＭＡＲＵＵＯ」～心に感じる満足を提供し

ます～にありますように、今後の当社グループの進むべき方向性を明示すると共に、株主様、顧客、荷主、地域社会をはじめとす

るステークホルダー全てに対し、今後の横浜丸魚グループの決意を公約するものであります。 

中期経営計画を３年間で実現するための重要課題として、以下の７項目を掲げました。 

１．横浜丸魚グループの総力を結集した水産物流通システムの構築 

２．有力顧客、有力荷主との関係強化 

３．営業体制の見直し及び営業力の強化 

４．コミュニケーションの活性化による情報共有の推進 

５．社員がやりがいを感じられる人事制度の整備 

６．安心・安全な商品の確実な提供 

７．内部統制の仕組みと確実な運用 

平成20年４月より、この７つの重点課題の具体的施策展開を行ってまいります。施策展開に当たっては、課題毎に実行体制を

整え、年度毎の進捗状況を把握しながら進めてまいります。一つずつ着実に実行し、結果を出すべく取り組んでまいります。 
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当社単体の損益計画につきましては、営業利益を重視し、平成23年３月期において、平成19年３月期の営業利益（81百万

円）の倍増を目標に意欲的に取り組んでまいります。 

初年度（平成21年３月期） 

売上高 53,000百万円、営業利益  80百万円、経常利益 290百万円 

２年次（平成22年３月期） 

売上高 54,000百万円、営業利益 120百万円、経常利益 320百万円 

３年次（平成23年３月期） 

売上高 55,000百万円、営業利益 170百万円、経常利益 370百万円 

 

また、当社グループの連結損益計画につきましては 

初年度（平成21年３月期） 

売上高 86,900百万円、営業利益 140百万円、経常利益 430百万円 

２年次（平成22年３月期） 

売上高 88,700百万円、営業利益 230百万円、経常利益 420百万円 

３年次（平成23年３月期） 

売上高 92,000百万円、営業利益 320百万円、経常利益 510百万円 

を目指し、グループ会社一丸となって取り組んでまいります。 

 

４．会社の対処すべき課題 

今後の経済見通しにつきましては、原油及び原材料価格の高騰、金融不安や米国経済の先行きなど、不安材料が付きまとい、経

営を取り巻く環境は、厳しい状況が予想されます。 

水産物卸売業界は、国際的な魚食ブームにより、輸入商材の価格高騰が生じることや、資源保護、環境保全等による漁獲量の制

限もあり一層の厳しさが予想されます。 

このような状況の下で、当社グループは、平成20年度から平成22年度までの３ヵ年中期経営計画「ＭＭプラン」を策定し、グ

ループの総力を結集して時代の変化に速やかに対応すべく、着実に実行してまいる所存であります。また、基本理念でもあります

食の安心・安全への取組みのため、より厳しい品質管理を実行し、顧客満足度の向上に努めてまいります。 

 

５．内部管理体制の整備・運用状況 

当該事項につきましては、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」に記載しております。 



横浜丸魚㈱（8045）平成 20 年３月期決算短信 

－  － 8

４．連結財務諸表等 

連結貸借対照表 

（単位：百万円） 

前連結会計年度 

（平成19年３月31日現在） 

当連結会計年度 

（平成20年３月31日現在） 
増減（△）  

期別 

 

科目 金     額 構成比 金     額 構成比 金     額 

（ 資 産 の 部 ）   ％  ％  

Ⅰ 流動資産     

 １．現金及び預金 3,477 2,330  △1,146 

 ２．受取手形及び売掛金 6,317 6,040  △276 

 ３．有価証券 18 －  △18 

 ４．たな卸資産 1,720 1,389  △331 

 ５．繰延税金資産 398 457  58 

 ６．その他 134 265  130 

   貸倒引当金 △978 △1,281  △302 

  流動資産合計 11,087 42.2 9,202 42.4 △1,885 

Ⅱ 固定資産     

 １．有形固定資産     

  (1）建物及び構築物 1,680 1,625  △55 

  (2）土地 788 788  － 

  (3）その他 111 101  △9 

   有形固定資産合計 2,581 9.8 2,516 11.6 △64 

 ２．無形固定資産     

  (1）ソフトウェア 19 14  △4 

  (2）その他 13 13  △0 

   無形固定資産合計 32 0.1 27 0.2 △4 

 ３．投資その他の資産     

  (1）投資有価証券 12,312 9,646  △2,666 

  (2）長期貸付金 27 40  13 

  (3）破産更生債権等 440 344  △95 

  (4）繰延税金資産 135 123  △11 

  (5）その他 149 82  △67 

    貸倒引当金 △464 △303  161 

   投資その他の資産合計 12,601 47.9 9,935 45.8 △2,666 

  固定資産合計 15,215 57.8 12,479 57.6 △2,735 

資産合計 26,302 100.0 21,681 100.0 △4,620 
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（単位：百万円） 

前連結会計年度 

（平成19年３月31日現在） 

当連結会計年度 

（平成20年３月31日現在） 
増減（△） 

期別 

 

科目 金     額 構成比 金     額 構成比 金     額 

（ 負 債 の 部 ）  ％  ％  

Ⅰ 流動負債     

 １．支払手形及び買掛金 5,435 4,350  △1,084 

 ２．短期借入金 223 120  △103 

 ３．未払法人税等 45 8  △36 

 ４．賞与引当金 108 99  △8 

 ５．海外事業損失引当金 39 50  11 

 ６．その他 461 357  △103 

  流動負債合計 6,313 24.0 4,987 23.0 △1,325 

Ⅱ 固定負債     

 １．長期借入金 131 94  △37 

 ２．繰延税金負債 3,646 2,534  △1,111 

 ３．退職給付引当金 800 810  9 

 ４．役員退職慰労引当金 299 146  △153 

 ５．負ののれん 199 100  △99 

 ６．その他 154 125  △28 

  固定負債合計 5,233 19.9 3,813 17.6 △1,419 

負債合計 11,546 43.9 8,800 40.6 △2,745 

（ 純 資 産 の 部 ）     

Ⅰ 株主資本     

 １．資本金 1,541 5.9 1,541 7.1 － 

 ２．資本剰余金 402 1.5 402 1.9 － 

 ３．利益剰余金 6,716 25.5 6,580 30.3 △135 

 ４．自己株式 △268 △1.0 △271 △1.2 △3 

  株主資本合計 8,392 31.9 8,253 38.1 △139 

Ⅱ 評価・換算差額等     

 １.その他有価証券評価差額金 5,983 22.8 4,320 19.9 △1,663 

  評価・換算差額等合計 5,983 22.8 4,320 19.9 △1,663 

Ⅲ 少数株主持分 379 1.4 307 1.4 △72 

純資産合計 14,756 56.1 12,881 59.4 △1,874 

負債純資産合計 26,302 100.0 21,681 100.0 △4,620 
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連結損益計算書 

（単位：百万円） 

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） 

増減（△） 
期別 

 

科目 
金     額 百分比 金     額 百分比 金     額 

  ％  ％  

Ⅰ 売上高 94,105 100.0 90,337 100.0 △3,768 

Ⅱ 売上原価 88,706 94.3 85,032 94.1 △3,673 

   売上総利益 5,399 5.7 5,304 5.9 △95 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,561 5.9 5,708 6.3 146 

   営業損失 162 △0.2 404 △0.4 241 

Ⅳ 営業外収益      

 １．受取利息 8  9  1 

 ２．受取配当金 182  168  △13 

 ３．有価証券売却益 2  －  △2 

 ４．負ののれん償却額 99  100  0 

 ５．その他 27  26  △1 

  営業外収益合計 320 0.4 305 0.3 △15 

Ⅴ 営業外費用      

 １．支払利息 4  3  △0 

 ２．その他 0  0  0 

  営業外費用合計 4 0.0 4 0.0 0 

   経常利益又は経常損失   

（△） 
153 0.2 △103 △0.1 △257 

Ⅵ 特別利益      

 １．投資有価証券売却益 0  9  9 

 ２．貸倒引当金戻入額 14  14  0 

 ３．保険金受入額 1  －  △1 

 ４．その他 －  1  1 

  特別利益合計 15 0.0 25 0.0 9 

Ⅶ 特別損失      

 １．固定資産売却損 －  0  0 

 ２．固定資産除却損 0  0  △0 

 ３．投資有価証券評価損 5  0  △4 

 ４．貸倒引当金繰入額 15  6  △9 

 ５．その他 6  16  9 

  特別損失合計 28 0.0 24 0.0 △4 

   税金等調整前当期純利益

又は税金等調整前当期純

損失（△） 

141 0.2 △102 △0.1 △243 

   法人税、住民税及び事業税 59 0.1 10 0.0 △49 

   法人税等調整額 1 0.0 △20 △0.0 △22 

   少数株主損失 29 △0.0 37 △0.0 8 

   当期純利益又は当期純  

損失（△） 
108 0.1 △53 △0.1 △162 
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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日平成19年３月31日） 

（単位：百万円） 

株主資本 
評価・換

算差額等 

 

資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金 
自己株式

株主資本

合計 

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18 年３月31 日

残高 
1,541 402 6,703 △160 8,487 6,645 422 15,555

連結会計年度中の変

動額 
    

剰余金の配当（注）   △90 △90   △90

役員賞与（注）   △5 △5   △5

当期純利益   108 108   108

自己株式の取得   △107 △107   △107

株主資本以外の項目

の連結会計年度中の

変動額（純額） 

  △662 △42 △705

連結会計年度中の変

動額合計 
－ － 12 △107 △94 △662 △42 △799

平成19 年３月31 日

残高 
1,541 402 6,716 △268 8,392 5,983 379 14,756

（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。 

 

当連結会計年度（自平成19年４月１日平成20年３月31日） 

（単位：百万円） 

株主資本 
評価・換

算差額等 

 

資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金 
自己株式

株主資本

合計 

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 
1,541 402 6,716 △268 8,392 5,983 379 14,756

連結会計年度中の変

動額 
    

剰余金の配当   △88 △88   △88

持分変動による少数

株主持分減少額 
  6 6   6

当期純損失   △53 △53   △53

自己株式の取得   △3 △3   △3

株主資本以外の項目

の連結会計年度中の

変動額（純額） 

  △1,663 △72 △1,735

連結会計年度中の変

動額合計 
－ － △135 △3 △139 △1,663 △72 △1,874

平成 20 年３月31 日

残高 
1,541 402 6,580 △271 8,253 4,320 307 12,881
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連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円） 

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) 

増減（△） 
期別 

 

科目 
金     額 金     額 金   額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

１. 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前  

当期純損失（△） 
141 △102 △243 

２. 減価償却費 167 160 △6 

３. 負ののれん償却額 △99 △100 △0 

４. 貸倒引当金の増加額 95 140 45 

５. 賞与引当金の減少額 △4 △8 △4 

６. 海外事業損失引当金の増加額 39 11 △28 

７. 退職給付引当金の増加額 22 9 △13 

８. 役員退職慰労引当金の増加額（減少額(△)） 14 △153 △168 

９. 受取利息及び受取配当金 △190 △178 12 

10. 支払利息 4 3 △0 

11. 有価証券売却益 △2 － 2 

12．有形固定資産売却損 － 0 0 

13. 有形固定資産除却損 0 0 △0 

14. 投資有価証券売却益 △0 △9 △9 

15. 投資有価証券評価損 5 0 △4 

16. 売上債権の減少額（増加額（△）） △176 375 551 

17. たな卸資産の減少額 289 331 41 

18. 仕入債務の増加額（減少額（△）） 183 △1,084 △1,268 

19. 未払消費税等の増加額（減少額（△）） 62 △61 △124 

20. その他の流動資産減少額（増加額（△）） 17 △113 △131 

21. その他の流動負債増加額（減少額（△）） 60 △48 △108 

22. 役員賞与の支払額 △6 － 6 

23. 保証金払出による支出 △3 △28 △25 

24. その他 － 69 69 

小  計 621 △785 △1,406 

25. 利息及び配当金の受取額 169 158 △10 

26. 利息の支払額 △4 △3 0 

27. 法人税等の支払額 △43 △40 3 

  営業活動によるキャッシュ・フロー 742 △670 △1,412 

    

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

１. 定期預金の預入による支出 － △0 △0 

２. 有価証券の売却による収入 182 18 △164 

３. 有形固定資産の取得による支出 △52 △85 △32 

４. 有形固定資産の売却による収入 0 0 △0 

５. 投資有価証券の取得による支出 △71 △163 △92 

６. 投資有価証券の売却による収入 108 18 △89 

７. 貸付金の貸付による支出 △8 △28 △20 

８. 貸付金の回収による収入 53 16 △37 

９．その他の投資の取得による支出 △6 △13 △7 

10. その他の投資の回収による収入 4 1 △2 

投資活動によるキャッシュ・フロー 210 △236 △446 

    

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１. 短期借入金の返済による支出 △212 △230 △17 

２. 短期借入金の借入れによる収入 430 130 △300 

３. 長期借入金の返済による支出 △176 △87 88 

４．長期借入金の借入れによる収入 80 47 △33 

５. 自己株式の取得による支出 △107 △3 104 

６. 配当金の支払額 △90 △88 1 

７. 少数株主への配当金の支払額 △7 △7 0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △84 △240 △155 

    

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（減少額（△）） 867 △1,146 △2,014 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,602 3,470 867 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 3,470 2,323 △1,146 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

１．会計処理基準に関する事項 

（１）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

 ①有形固定資産 

定率法によっております。 

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）については、定額法によっております。 

（会計方針の変更） 

当社及び連結子会社７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。 

 これにより営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失は、それぞれ１百万円増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

（追加情報） 

当社及び連結子会社７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％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、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。 

これにより営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失は、それぞれ３百万円増加しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

 

  なお、上記の重要な減価償却資産の減価償却の方法以外は、最近の有価証券報告書（平成 19 年６月 28 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。 

 

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 

 （子会社に対する帳合業者との取引の会計処理の変更） 

 従来より卸売市場法の関係で帳合業者を経由して子会社へ販売をしていた取引については、売上高総額表記により処理しており

ましたが、親会社の売上高と子会社の仕入高を相殺した純額表記に変更しております。 

 この変更は、取引形態の再検討を行った結果、帳合業者の仕入高及び売上高については、取引に対するリスクが全く存在しない

ため、実態を勘案して、従来の処理に比べ取引形態をより明瞭に表示できると判断したことによるものであります。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、売上高及び仕入高は713 百万円減少しておりますが、売上総利益、営業損失、

経常損失及び税金等調整前当期純損失に与える影響はありません。 

 

表示方法の変更 

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） 

（連結貸借対照表） 

 前連結会計年度において、負債の部に「連結調整勘定」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」と表

示しております。 

――――――― 

（連結損益計算書） 

 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） 

 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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注 記 事 項 

（連結貸借対照表関係）                                        （単位 百万円） 

前連結会計年度 

（平成19年３月31日現在） 

当連結会計年度 

（平成20年３月31日現在） 

１．有形固定資産の減価償却累計額 2,614 １．有形固定資産の減価償却累計額 2,746 

２．債務保証 

 連結会社以外の会社の金融機関からの借入金に対して、

次のとおり債務保証を行なっております。 

２．債務保証 

 連結会社以外の会社の金融機関からの借入金に対して、

次のとおり債務保証を行なっております。 

  川崎市場信用（株） 200   川崎市場信用（株） 200 

３．連結会計年度末日満期手形 ３．        ―――――――  

 連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理しております。なお、当連結会計

年度末日が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 2   

４． 当社及び連結子会社６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。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実

行残高は次のとおりであります。 

４． 当社及び連結子会社６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。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実

行残高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 2,410 

借入実行残高 － 

 差引額 2,410 

当座貸越極度額 2,410 

借入実行残高 － 

 差引額 2,410 

５．消費税等の会計処理 

  未払消費税等は、流動負債の「その他」に含めて表示して

おります。 

５．消費税等の会計処理 

  未払消費税等は、流動負債の「その他」に含めて表示して

おります。 

 

（連結損益計算書関係）                                        （単位 百万円） 

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．売上原価のうち減価償却費は次のとおりであります。 １．売上原価のうち減価償却費は次のとおりであります。 

減価償却費 60 減価償却費 61 

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

おりであります。 

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

とおりであります。 

出荷・完納奨励金 310 

運送・保管料 863 

役員報酬・給与手当 2,098 

賞与引当金繰入額 107 

退職給付引当金繰入額 72 

役員退職慰労引当金繰入額 39 

貸倒引当金繰入額 100 

海外事業損失引当金繰入額 39 

減価償却費 107 

出荷・完納奨励金 289 

運送・保管料 879 

役員報酬・給与手当 2,032 

賞与引当金繰入額 99 

退職給付引当金繰入額 69 

役員退職慰労引当金繰入額 32 

貸倒引当金繰入額 324 

海外事業損失引当金繰入額 11 

減価償却費 99 

３．        ――――――― ３．固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

 

その他（車両運搬具） 0 

その他（工具器具及び備品） 0 

 計 0 

４．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ４．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

 

その他（車両運搬具） 0 

その他（工具器具及び備品） 0 

 計 0 

建物及び構築物 0 

その他（機械及び装置） 0 

その他（工具器具及び備品） 0 

 計 0 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

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） 

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（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） 

当連結会計年度末 

株式数（株） 

発行済株式     

  普通株式 7,261,706 － － 7,261,706 

    合計 7,261,706 － － 7,261,706 

自己株式     

  普通株式（注） 313,859 107,785 － 421,644 

    合計 313,859 107,785 － 421,644 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加107,785株は、取締役会決議による自己株式の取得105,000株及び単元未満株式の買取り

2,785株による増加であります。 

 

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 １株当たり配当額 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 90百万円 13.00円 平成18年3月31日 平成18年6月30日

 

 (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 

   次のとおり、決議を予定しております。 

（決議） 
株式の種類 配当金の総額 配当の原資 

１株当たり

配当額 
基準日 効力発生日 

平成19年6月28日 

定 時 株 主 総 会 
普通株式 88百万円 利益剰余金 13.00円 平成19年3月31日 平成19年6月29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．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（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） 

当連結会計年度末 

株式数（株） 

発行済株式     

  普通株式 7,261,706 － － 7,261,706 

    合計 7,261,706 － － 7,261,706 

自己株式     

  普通株式（注） 421,644 4,579 － 426,223 

    合計 421,644 4,579 － 426,223 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加4,579株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

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 １株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成19年6月28日 

定 時 株 主 総 会 
普通株式 88百万円 13.00円 平成19年3月31日 平成19年6月29日

 

 (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 

   次のとおり、決議を予定しております。 

（決議） 
株式の種類 配当金の総額 配当の原資 

１株当たり

配当額 
基準日 効力発生日 

平成20年6月27日 

定 時 株 主 総 会 
普通株式 102百万円 利益剰余金 15.00円 平成20年3月31日 平成20年6月30日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）                                 （単位 百万円） 

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 

（平成19年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 3,477 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △7 

現金及び現金同等物 3,470  

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20年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 2,330 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △7 

現金及び現金同等物 2,323  

 

（セグメント情報） 

１．事業の種類別セグメント情報 

（単位：百万円） 

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）  

水 産 物

卸売事業

水 産 物

販売事業

不動産等

賃貸事業

そ の 他

の 事 業
計 

消去又は 

全 社 
連 結

Ⅰ売上高及び営業損益   

売上高   

(１)外部顧客に対する売上高 76,286 17,338 39 440 94,105 － 94,105

(２)セグメント間の内部売上高又は振替高 3,878 256 97 275 4,508 （4,508） －

計 80,165 17,595 137 716 98,614 （4,508） 94,105

営業費用 80,141 17,847 88 702 98,779 （4,511） 94,268

営業利益又は営業損失（△） 23 △251 49 13 △165 2 △162

Ⅱ資産、減価償却費及び資本的支出   

資   産 11,013 3,411 1,359 254 16,039 10,262 26,302

減価償却費 40 44 58 1 145 21 167

資本的支出 45 － 0 6 52 － 52

（単位：百万円） 

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）  

水 産 物

卸売事業

水 産 物

販売事業

不動産等

賃貸事業

そ の 他

の 事 業
計 

消去又は 

全 社 
連 結

Ⅰ売上高及び営業損益   

売上高   

(１)外部顧客に対する売上高 72,729 17,138 41 428 90,337 － 90,337

(２)セグメント間の内部売上高又は振替高 3,973 199 91 163 4,429 （4,429） －

計 76,702 17,338 132 592 94,766 （4,429） 90,337

営業費用 76,953 17,554 88 577 95,174 （4,432） 90,741

営業利益又は営業損失（△） △250 △216 44 15 △407 3 △404

Ⅱ資産、減価償却費及び資本的支出   

資   産 9,862 3,093 1,339 242 14,537 7,143 21,681

減価償却費 39 38 59 2 140 20 160

資本的支出 46 － 38 － 85 － 85

（注）1.事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

2.各区分の事業の内容 

 (1)水産物卸売事業………中央卸売市場における販売事業 

 (2)水産物販売事業………中央卸売市場以外における販売事業 

 (3)不動産等賃貸事………流通センター等の賃貸事業 

 (4)その他の事業………水産物運送等の事業 

3.前連結会計年度及び当連結会計年度における営業費用は全て各セグメントに配賦しております。 

4.資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、提出会社における余資運用資金（現預金及び有価証券）、

長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 
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5.会計方針の変更 

（当連結会計年度） 

(1）法人税法の改正に伴う減価償却方法の変更 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」１．(1）に記載のとおり、当社及び連結子会社７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。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、減価償却費は「水産物卸売事業」

で０百万円、「不動産等賃貸事業」で０百万円増加しております。営業費用は「水産物卸売事業」で０百万円、「不動産等

賃貸事業」で０百万円増加し、「水産物卸売事業」では営業損失が同額増加し、「不動産等賃貸事業」では営業利益が同額

減少しております。 

(2）子会社に対する帳合業者との取引の会計処理の変更 

 「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」に記載のとおり、当連結会計年度より、従来より卸売市場法の

関係で帳合業者を経由して子会社へ販売をしていた取引については、売上高総額表記により処理しておりましたが、親会社

の売上高と子会社の仕入高を相殺した純額表記に変更しております。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、水産物卸売事業について売上高及び営業費用は 713 百万円減少しており

ますが、営業損失に与える影響はありません。 

6．追加情報 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」１．(1）に記載のとおり、当社及び連結子会社７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、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％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、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。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、減価償却費は

「水産物卸売事業」で１百万円、「水産物販売事業」で０百万円、「不動産等賃貸事業」で１百万円、「その他の事業」で

０百万円増加しております。営業費用は「水産物卸売事業」で１百万円、「水産物販売事業」で０百万円、「不動産等賃貸

事業」で１百万円、「その他の事業」で０百万円増加し、「水産物卸売事業」及び「水産物販売事業」では営業損失が同額

増加し、「不動産等賃貸事業」及び「その他の事業」では営業利益が同額減少しております。 

 

２．所在地別セグメント情報 

 前連結会計年度（自 平成18年４月１日至 平成19年３月31日）及び当連結会計年度（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、本邦以外の国又は地域に所在しないため、所在地別セグメント情報は記載しておりません。 

 

３．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）及び当連結会計年度（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、海外売上高がないため、記載しておりません。 

 

（リース取引関係） 

 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。 

 

（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）及び当連結会計年度（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

 

 該当事項はありません。 
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（税効果会計関係） 

（単位 百万円） 

前連結会計年度（平成19年３月31日現在） 当連結会計年度（平成20年３月31日現在） 

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

は次のとおりであります。 

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

は次のとおりであります。 

 

（繰延税金資産） 

貸倒引当金損金算入限度超過額 502 

役員退職慰労引当金損金算入限度超過額 121 

退職給付引当金損金算入限度超過額 322 

繰越欠損金 145 

賞与引当金損金算入限度超過額 44 

未払事業税否認 5 

ゴルフ会員権評価損否認 40 

固定資産減損損失否認 161 

海外事業損失引当金繰入否認 15 

貸倒損失否認 26 

連結会社間内部利益消去 48 

その他 3 

繰延税金資産小計 1,436 

評価性引当額 △440 

繰延税金資産合計 996 

（繰延税金負債）  

その他有価証券評価差額金 △4,098 

圧縮記帳積立金 △9 

繰延税金負債合計 △4,107 

繰延税金資産（負債）純額 △3,111 
 

（繰延税金資産） 

貸倒引当金損金算入限度超過額 591 

役員退職慰労引当金損金算入限度超過額 59 

退職給付引当金損金算入限度超過額 326 

繰越欠損金 227 

賞与引当金損金算入限度超過額 40 

ゴルフ会員権評価損否認 37 

固定資産減損損失否認 161 

海外事業損失引当金繰入否認 20 

貸倒損失否認 26 

連結会社間内部利益消去 50 

その他 1 

繰延税金資産小計 1,542 

評価性引当額 △525 

繰延税金資産合計 1,016 

（繰延税金負債）  

未収事業税否認 △2 

その他有価証券評価差額金 △2,958 

圧縮記帳積立金 △8 

繰延税金負債合計 △2,969 

繰延税金資産（負債）純額 △1,952 

 繰延税金資産（負債）の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。 

 繰延税金資産（負債）の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。 

流動資産 － 繰延税金資産 398

固定資産 － 繰延税金資産 135

固定負債 － 繰延税金負債 △3,646 

流動資産 － 繰延税金資産 457

固定資産 － 繰延税金資産 123

固定負債 － 繰延税金負債 △2,534 

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は次のとおりでありま

す。 

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は次のとおりでありま

す。 

 

 (単位：％）

法定実効税率 40.63 

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 9.77 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △26.17 

評価性引当等 94.84 

負ののれん償却額 △28.78 

連結納税控除法人税 △50.92 

住民税均等割等 5.24 

その他 △0.91 

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.70 

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

差異については、税金等調整前当期純損失を計上しているた

め、内訳を記載しておりません。 
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（有価証券関係） 

  １．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 
（平成19年３月31日現在） 

当連結会計年度 
（平成20年３月31日現在） 

 種類 

取得原価
連結貸借対
照表計上額

差額 取得原価
連結貸借対 
照表計上額 

差額 

（1）株式 1,490 11,582 10,092 1,486 8,836 7,350 

（2）債券       

①国債・地方債等 68 68 0 120 123 2 

②その他 － － － － － － 

（3）その他 － － － － － － 

連結貸借
対照表計
上額が取
得原価を
超えるも
の 

小計 1,558 11,651 10,092 1,607 8,960 7,352 

（1）株式 209 204 △4 206 141 △65 

（2）債券       

①国債・地方債等 71 70 △0 29 29 △0 

②その他 － － － － － － 

（3）その他 － － － 112 106 △6 

連結貸借
対照表計
上額が取
得原価を
超えない
もの 

小計 280 275 △5 349 278 △71 

合計 1,839 11,926 10,087 1,957 9,238 7,281 

（注）１． 前連結会計年度において、有価証券について５百万円（その他有価証券で時価のある株式５百万円）減損処理

を行っております。 

 なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落したほか、回復可能性等を考

慮して減損処理を行っております。 

 

  ２．前連結会計年度中及び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） 

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）

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

290 2 － 36 9 － 

 

  ３．時価のない主な有価証券の内容                               （単位 百万円） 

前連結会計年度 
（平成19年３月31日現在） 

当連結会計年度 
（平成20年３月31日現在）  

連結貸借対照表計上額 連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

 非上場株式 
404 408 

計 404 408 

 

  ４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額                   （単位 百万円） 

前連結会計年度 
（平成19年３月31日現在） 

当連結会計年度 
（平成20年３月31日現在） 

種類 

１年以内 
１年超 

５年以内

５年超 

10年以内
１０年超 １年以内

１年超 

５年以内

５年超 

10年以内 
１０年超

(1)債券         

 ①国債・地方債等 19 60 60 － － 141 11 － 

 ②その他 － － － － － － － － 

(2)その他 － － － － － － － － 

合計 19 60 60 － － 141 11 － 
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（デリバティブ取引関係） 

 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）及び当連結会計年度（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、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

（退職給付関係） 

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．採用している退職給付制度の概要 

 （1） 当社及び連結子会社の退職給付制度 

    当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、適格

退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。 

１．採用している退職給付制度の概要 

 （1） 当社及び連結子会社の退職給付制度 

    当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、適格

退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。 

 （2） 制度別の補足説明 

  ①退職一時金制度 

 設定時期 その他 

連結子会社（７社） 会社設立時等 － 

 

  ②適格退職年金制度 

 設定時期 その他 

当社 昭和６０年 （注） 

  （注）共同委託契約であります。 

 

２．退職給付債務に関する事項 

（単位：百万円）

退職給付債務   (注) 1,119 

年金資産 318 

退職給付引当金 800 

  （注）当社及び連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり

簡便法を採用しております。 

 

３．退職給付費用に関する事項 

（単位：百万円）

勤務費用 (注) 72 

退職給付費用 72 

  （注）運用損益等（△1百万円）を含んでおります。 

 

 （2） 制度別の補足説明 

  ①退職一時金制度 

 設定時期 その他 

連結子会社（７社） 会社設立時等 － 

 

  ②適格退職年金制度 

 設定時期 その他 

当社 昭和６０年 （注） 

  （注）共同委託契約であります。 

 

２．退職給付債務に関する事項 

（単位：百万円）

退職給付債務 (注) 1,032 

年金資産 221 

退職給付引当金 810 

  （注）当社及び連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり

簡便法を採用しております。 

 

３．退職給付費用に関する事項 

（単位：百万円）

勤務費用 (注) 69 

退職給付費用 69 

  （注）運用損益等（△2百万円）を含んでおります。 

 

 

（ストック・オプション等関係） 

 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）及び当連結会計年度（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

 

 該当事項はありません。 

 

（企業結合等関係） 

 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）及び当連結会計年度（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

 

 該当事項はありません。 
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（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 2,101.75円 １株当たり純資産額 1,839.47円 

１株当たり当期純利益金額 15.81円 １株当たり当期純損失金額 7.89円 

 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。 

 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、

１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

（注） １株当たり当期純利益金額及び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。 

 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） 
108 △53 

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又は当期純損

失（△）         （百万円） 
108 △53 

普通株式の期中平均株式数 （株） 6,884,874 6,838,038 

 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 
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５．個別財務諸表等 

貸借対照表 

（単位：百万円） 

前       期 

（平成19年３月31日現在） 

当       期 

（平成20年３月31日現在） 
増減（△）  

期別 

 

科目 金     額 構成比 金     額 構成比 金     額 

（ 資 産 の 部 ）   ％  ％  

Ⅰ 流動資産     

 １．現金及び預金 2,222 1,311  △910 

 ２．受取手形 352 338  △14 

 ３．売掛金 3,294 3,363  68 

 ４．商品 1,202 981  △221 

 ５．前渡金 － 110  110 

 ６．前払費用 11 11  △0 

 ７．繰延税金資産 282 400  117 

 ８．その他 25 89  64 

   貸倒引当金 △703 △952  △249 

  流動資産合計 6,688 30.8 5,652 31.6 △1,035 

Ⅱ 固定資産     

 １．有形固定資産     

  (1）建物 1,012 1,004  △8 

  (2）構築物 14 12  △1 

  (3）機械及び装置 29 31  2 

  (4）工具、器具及び備品 35 31  △4 

  (5）土地 700 700  － 

     計 1,792 8.3 1,780 10.0 △12 

 ２．無形固定資産     

  (1）ソフトウェア 19 14  △4 

  (2）その他 4 4  △0 

     計 23 0.1 18 0.1 △4 

 ３．投資その他の資産     

  (1）投資有価証券 12,141 9,462  △2,679 

  (2）関係会社株式 599 613  14 

  (3）長期貸付金 － 15  15 

  (4）従業員長期貸付金 15 10  △5 

  (5）関係会社長期貸付金 393 250  △143 

  (6）破産更生債権等 172 92  △79 

  (7）長期前払費用 3 2  △0 

  (8）差入保証有価証券 31 31  △0 

  (9）厚生施設保証金等 72 0  △72 

  (10）その他投資 14 14  △0 

    貸倒引当金 △234 △85  148 

     計 13,208 60.8 10,406 58.3 △2,802 

  固定資産合計 15,024 69.2 12,204 68.4 △2,820 

資産合計 21,713 100.0 17,857 100.0 △3,855 
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（単位：百万円） 

前       期 

（平成19年３月31日現在） 

当       期 

（平成20年３月31日現在） 
増減（△） 

期別 

 

科目 金     額 構成比 金     額 構成比 金     額 

（ 負 債 の 部 ）  ％  ％  

Ⅰ 流動負債     

 １．受託販売未払金 495 301  △194 

 ２．買掛金 2,379 1,987  △391 

 ３．未払金 234 152  △82 

 ４．未払法人税等 39 3  △36 

 ５．未払消費税等 51 1  △49 

 ６．未払費用 19 20  0 

 ７．預り金 14 15  0 

 ８．賞与引当金 56 54  △1 

 ９．海外事業損失引当金 39 50  11 

 10．その他 1 1  0 

  流動負債合計 3,331 15.4 2,587 14.5 △743 

Ⅱ 固定負債     

 １．繰延税金負債 3,642 2,530  △1,111 

 ２．退職給付引当金 534 537  3 

 ３．役員退職慰労引当金 208 75  △132 

 ４．預り保証金 74 72  △2 

  固定負債合計 4,460 20.5 3,216 18.0 △1,243 

負債合計 7,791 35.9 5,804 32.5 △1,987 

（ 純 資 産 の 部 ）     

Ⅰ 株主資本     

 １．資本金 1,541 7.1 1,541 8.6 － 

 ２．資本剰余金     

  (1）資本準備金 376 376  － 

  (2）その他資本剰余金     

    自己株式処分差益 25  25  － 

   資本剰余金合計 402 1.8 402 2.2 － 

 ３．利益剰余金     

  (1）利益準備金 385 385  － 

  (2）その他利益剰余金     

    圧縮記帳積立金 247 246  △0 

    事業拡張積立金 100 100  － 

    事業再編積立金 50 50  － 

    施設整備積立金 300  260  △40 

    ITシステム構築積立金 96  90  △6 

    別途積立金 4,632 4,832  200 

    繰越利益剰余金 463 100  △363 

   利益剰余金合計 6,274 28.9 6,064 34.0 △210 

 ４．自己株式 △268 △1.2 △271 △1.5 △3 

  株主資本合計 7,951 36.6 7,737 43.3 △213 

Ⅱ 評価・換算差額等     

 １．その他有価証券評価差額金 5,970 27.5 4,315 24.2 △1,654 

  評価・換算差額等合計 5,970 27.5 4,315 24.2 △1,654 

純資産合計 13,921 64.1 12,052 67.5 △1,868 

負債純資産合計 21,713 100.0 17,857 100.0 △3,855 
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損益計算書 

（単位：百万円） 

前       期 当       期 

( 
自 平成 18 年 4 月１日

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

至 平成 20 年 3 月 31 日 ) 
増減（△） 

期別 

 

科目 
金     額 百分比 金     額 百分比 金     額 

  ％  ％  

Ⅰ 売上高 55,665 100.0 53,624 100.0 △2,041 

Ⅱ 売上原価 52,968 95.2 51,028 95.2 △1,940 

   売上総利益 2,696 4.8 2,595 4.8 △100 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,614 4.7 2,795 5.2 180 

   営業利益又は営業損失

（△） 
81 0.1 △199 △0.4 △281 

Ⅳ 営業外収益      

 １．受取利息 3  5  2 

 ２．有価証券利息 1  1  △0 

 ３．受取配当金 209  196  △12 

 ４．有価証券売却益 2  －  △2 

 ５．雑収入 8  9  0 

  営業外収益合計 224 0.5 211 0.4 △13 

Ⅴ 営業外費用      

 １．支払利息 0  0  0 

 ２．雑支出 0  0  0 

  営業外費用合計 0 0.0 0 0.0 0 

   経常利益 306 0.6 11 0.0 △294 

Ⅵ 特別利益      

 １．投資有価証券売却益 0  0  0 

 ２．貸倒引当金戻入額 1  2  1 

  特別利益合計 1 0.0 3 0.0 1 

Ⅶ 特別損失      

 １．固定資産除却損 0  0  △0 

 ２．子会社株式評価損 15  －  △15 

 ３．投資有価証券評価損 5  －  △5 

 ４．貸倒引当金繰入額 15  －  △15 

 ５．子会社支援損 －  263  263 

  特別損失合計 36 0.1 263 0.5 226 

   税引前当期純利益又は税

引前当期純損失（△） 
272 0.5 △248 △0.5 △520 

   法人税、住民税及び事業税 122 0.2 △29 △0.1 △151 

   法人税等調整額 △75 △0.1 △97 △0.2 △21 

   当期純利益又は当期純損失

（△） 
225 0.4 △121 △0.2 △347 
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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）                      （単位：百万円） 

株主資本 

評価・

換算

差額等

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 

資本 

剰余金

合計 

利益

準備金 圧縮

記帳

積立金

事業

拡張

積立金

事業

再編

積立金

施設

整備

積立金

ＩＴシ

ステム

構築

積立金

別途

積立金

繰越

利益

剰余金

利益 

剰余金

合計 

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 

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 
1,541 376 25 402 385 248 100 50 40 127 4,632 556 6,139 △160 7,923 6,636 14,559

事業年度中の変動額       

 圧縮記帳積立金の取

崩し(注)1 
   △0 0 －  － －

 圧縮記帳積立金の取

崩し(注)2 
   △0 0 －  － －

 施設整備積立金の積

立て(注)1 
   300 △300 －  － －

 施設整備積立金の取

崩し(注)2 
   △40 40 －  － －

 ＩＴシステム構築積

立金の取崩し(注)2 
   △31 31 －  － －

 剰余金の配当(注)1    △90 △90  △90 △90

 当期純利益    225 225  225 225

 自己株式の取得     △107 △107 △107

 株主資本以外の項目

の事業年度中の変動

額（純額） 

      △665 △665

事業年度中の変動額合

計 
－ － － － － △1 － － 260 △31 － △92 135 △107 27 △665 △638

平成19年３月31日 

残高 
1,541 376 25 402 385 247 100 50 300 96 4,632 463 6,274 △268 7,951 5,970 13,921

（注）１．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。 

   ２．平成19年３月期の決算手続きによる取崩であります。 



横浜丸魚㈱（8045）平成 20 年３月期決算短信 

－  － 26

当事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）                      （単位：百万円） 

株主資本 

評価・

換算

差額等

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 

資本 

剰余金

合計 

利益

準備金 圧縮

記帳

積立金

事業

拡張

積立金

事業

再編

積立金

施設

整備

積立金

ＩＴシ

ステム

構築

積立金

別途

積立金

繰越

利益

剰余金

利益 

剰余金

合計 

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 

その他

有価証

券評価

差額金

純資産

合計

平成19年３月31日 

残高 
1,541 376 25 402 385 247 100 50 300 96 4,632 463 6,274 △268 7,951 5,970 13,921

事業年度中の変動額       

圧縮記帳積立金の 

取崩し 
   △0 0 －  － －

施設整備積立金の 

取崩し 
   △40 40 －  － －

ＩＴシステム構築 

積立金の取崩し 
   △6 6 －  － －

別途積立金の積立て    200 △200 －   － －

 剰余金の配当    △88 △88  △88 △88

 当期純損失    △121 △121  △121 △121

 自己株式の取得     △3 △3 △3

 株主資本以外の項目

の事業年度中の変動

額（純額） 

      △1,654 △1,654

事業年度中の変動額合

計 
－ － － － － △0 － － △40 △6 200 △363 △210 △3 △213 △1,654 △1,868

平成20年３月31日 

残高 
1,541 376 25 402 385 246 100 50 260 90 4,832 100 6,064 △271 7,737 4,315 12,052

 

６．その他 

  （１）役員の異動 

      平成20年４月30日に開示いたしました。 


