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１．平成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 179,848 △9.1 807 △7.9 932 △6.2 △1,112 ―

19年３月期 197,801 △5.7 877 △4.4 994 △22.2 △292 ―

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 △80 01 ― ― △13.0 2.8 0.4

19年３月期 △20 97 ― ― △2.9 2.7 0.4

（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

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期 30,194 7,500 24.8 539 44

19年３月期 36,203 9,634 26.6 692 36

（参考）自己資本 20年３月期 7,500百万円 19年３月期 9,634百万円

(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 2,177 △52 △2,325 2,217

19年３月期 △1,195 496 721 2,417

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） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
19年３月期 ― ― 15 00 15 00 208 ― 2.0
20年３月期 ― ― 15 00 15 00 208 ― 2.4

21年３月期　　
（予想） ― ― 15 00 15 00 ― 32.1 ―

３．平成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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期
連結累計期間

87,000 1.9 320 58.4 380 39.7 220 152.9 15 82

通期 181,000 0.6 900 11.5 1,100 18.0 650 ― 46 75
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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　　　　　　　　無

（注）詳細は、14ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」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 15,324,819株 19年３月期 15,324,819株

②　期末自己株式数 20年３月期 1,421,298株 19年３月期 1,408,648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、32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．平成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 172,891 △9.5 690 △17.8 804 △15.1 △1,621 ―

19年３月期 190,961 △6.2 840 △4.5 947 △23.5 △678 ―

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 △116 57 ― ―

19年３月期 △48 73 ― ―

(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 28,466 7,155 25.1 514 68

19年３月期 34,748 9,738 28.0 699 81

（参考）自己資本 20年３月期 7,155百万円 19年３月期 9,738百万円

２．平成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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期
累計期間

83,600 1.7 300 76.5 360 49.4 210 ― 15 10

通期 174,000 0.6 800 15.9 1,000 24.4 580 ― 41 72

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記載等についてのご注意）

　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想

の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「1.経営成績（1）経営成績

に関する分析」をご覧ください。
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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、前半は好調な輸出や企業収益の向上を背景とした設備投資の増加や雇用

状況の改善が進み景気は緩やかな回復基調を維持しましたが、後半は原油・原材料価格の高騰や米国のサブプライ

ムローン問題に端を発した金融不安などにより景気の減速傾向が徐々に強まってきました。

当水産業界は、海外需要の拡大や漁獲規制強化に伴う輸入水産物の減少、原油高騰による流通コストおよび原材

料価格の上昇、食の安全・安心に対する不安・不信感の増長などから依然低調な消費動向が続き厳しい経営環境で

推移しました。

こうした中、当社グループは、効率的な集荷・販売と収益の向上を重要課題として、経営体質の改善強化に努力

いたしました。しかしながら、流通の多元化による競争激化、消費形態の多様化の影響を受け、とりわけ冷凍部門

の荷動きと市況が低迷し低調なまま推移し、当連結会計年度の業績は、売上高1,798億48百万円（前連結会計年度比

9.1％減）、営業利益８億７百万円（同7.9％減）、経常利益９億32百万円（同6.2％減）となりました。また、特別

損失として株式市況の低迷による投資有価証券評価損（311百万円）、所有不動産に対する減損損失（186百万円）、

貸倒引当金繰入額（471百万円）等の計上と、繰延税金資産の一部取り崩しによる法人税等調整額（763百万円）の

計上により、当期純損失11億12百万円となりました。

なお、水産物販売事業の売上高は1,794億79百万円（同9.1％減）、冷蔵倉庫等事業の売上高は369百万円（同

2.9％減）であります。

次期業績につきましては、ここ数年の不良債権処理にも目処がつき、堅実な営業活動を展開する所存であります。

このような状況を踏まえて、売上高1,810億円、営業利益９億円、経常利益11億円、当期純利益６億50百万円を見込

んでおります。

(2）財政状態に関する分析

 　①資産、負債及び純資産の状況

　当連結会計年度末における資産は、301億94百万円（前連結会計年度比16.6％減）となりました。これは主に売上

高減少に伴う売掛債権の減少（34億14百万円）と、株式市況の低迷による投資有価証券の減少（18億36百万円）等

によるものであります。

　負債につきましては、226億94百万円（同14.6％減）となりました。これは主に仕入高減少に伴う仕入債務の減少

（17億21百万円）と、資金繰りの改善による借入金の減少（21億11百万円）等によるものであります。

　純資産につきましては、75億円（同22.2％減）となりました。これは主に当期純損失等による利益剰余金の減少

（15億95百万円）、株式市況の低迷によるその他有価証券評価差額金の減少（８億７百万円）等によるものであり

ます。

 　②キャッシュ・フローの状況

　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、売掛債権の回収が進ん

だこと等により借入金を21億11百万円返済したにもかかわらず、前連結会計年度に比べてほぼ同額の22億17百万円

（前連結会計年度比２億円減）となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動により回収した資金は21億77百万円（前連結会計年度は11億95百万円の支出）となりました。これは主

に売掛債権の回収（26億25百万円）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）

　投資活動にて使用した資金は52百万円（前連結会計年度は４億96百万円の収入）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動にて使用した資金は23億25百万円（前連結会計年度は７億21百万円の収入）となりました。これは主に

借入金の返済（21億11百万円）によるものであります。
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 （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（％） 27.4 27.5 28.9 26.6 24.8

時価ベースの自己資本比率

（％）
18.4 20.0 22.7 19.7 16.2

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年）
5.0 27.6 4.4 ― 3.8

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
23.5 4.6 26.6 ― 24.1

（注）自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い  

※各指標はいずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

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

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

ます。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお

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

※平成19年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業

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・次期の配当

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

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

　当社の剰余金の配当は、取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を

定款に定めておりますが、期末配当年１回を基本方針としております。剰余金の配当の決定機関は、期末配当につい

ては株主総会、中間配当については取締役会であります。

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

益による影響が大きく、経常利益や今後の事業展開を勘案して、１株につき15円を継続しております。

(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。
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２．企業集団の状況
　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、子会社３社及び関連会社３社で構成されております。当社の

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

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

を占めております。

　当社グループの事業に係わる位置付けは次のとおりであります。

水産物販売

事業

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

子会社㈱京都興産、丸魚食品㈱及び関連会社２社が当事業に属しております。

冷蔵倉庫等

事業

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

その他関連会社１社が当事業に属しております。

　事業の系統図は次のとおりであります。

 生産者 

出荷団体 

産地仲買人 

輸入業者 

外国業者 

当   社 仲 卸 業 者 

小売業者 

加工業者 
スーパーマーケット 

外食産業 

商社 

（水産物販売事業） 

子会社 

※㈱京都興産 
※丸魚食品㈱ 

 

関連会社 

 ㈱南都水産 

 ムラカミ食品㈱ 

 

（冷蔵倉庫等事業） 

子会社 

※大阪東部冷蔵㈱ 

 

関連会社 

 大阪府中央卸売市場 

水産物精算㈱ 

消 費 者 

中央卸売市場 

　（注）１．※印は連結子会社であります。

２．持分法適用会社はありません。

３．上海京海水産有限公司は平成19年３月27日付で解散決議され、平成20年１月12日付で清算結了しました。

－ 5 －

㈱大水　（7538）　平成20年３月期決算短信



３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

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

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

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

はこれに準ずる方法で販売することにより、公正な価格を形成、消費者に新鮮で安全な水産物を安定的に供給すると

いう極めて公共性の高い事業を営んでおります。 

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

(2）目標とする経営指標

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

ます。当連結会計年度においては多額の特別損失を計上したことにより目標を達成できませんでしたが、今後も目標

達成を目指してまいります。 

(3）会社の対処すべき課題

　今後の経済情勢は、米国のサブプライムローン問題の世界的規模への広がりが懸念され、加えて円高の進行、原油

高値の継続および一般生活用品価格の上昇などが消費市場に悪影響を及ぼし、企業業績及び個人消費動向は弱含みで

推移するものと予想されます。

こうした中、当社グループはグループ間の連携を密にし、厳しい環境に迅速かつ柔軟に対応すべき企業体質の強化に

努めていく所存であります。

①　法令遵守の強化

　事業活動の原点に法令遵守をおき、規定の整備、啓発、業務改善などを図り、適切な管理・監督の下で迅速かつ適

正な意思決定が行えるよう内部統制強化の管理体制構築を核とした取り組みを進めてまいります。

②　業績の回復

　消費が低迷し、売上高の回復が見込めない現状において、利益率の向上に重きをおき、取引きは的確な情報収集、

タイムリーな仕入れ、積極的な販売、着実な代金回収であることを再認識し、予算必達を目指し業績回復へ積極的に

取り組んでまいります。

③　本支社間の連携強化

　近畿７市場を拠点とし、それぞれ市場の特性を最大限活用し、全社一本化した事業を展開することにより、本支社

間相互の連携をさらに密にし、併せて経営基盤の強化に努めてまいります。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

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）
対前年比

区分
注記

番号
金額（百万円）

構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）

増減

(百万円)

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 2,442 2,217  

２．受取手形及び売掛金 ※６ 17,969 14,555  

３．有価証券 ※２ 214 150  

４．たな卸資産 3,584 3,397  

５．繰延税金資産 309 195  

６．その他 298 129  

７．貸倒引当金 △739 △239  

流動資産合計 24,078 66.5 20,405 67.6 △3,673

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

　　 １．建物及び構築物 ※３ 2,403 2,296

減価償却累計額 △982 1,421 △1,058 1,237  

２．機械装置及び運搬具 ※３ 212 211

減価償却累計額 △152 60 △153 57  

３．器具及び備品 162 158

減価償却累計額 △143 19 △141 17  

４．土地 ※４ 3,531 3,455  

有形固定資産合計 5,032 13.9 4,767 15.8 △264

(2）無形固定資産

１．電話加入権 27 27  

２．その他 26 33  

無形固定資産合計 53 0.2 60 0.2 7

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 ※1,2
5 5,512 3,676  

２．長期貸付金 704 806  

３．破産・更生等債権 991 1,030  

４．長期化債権 825 1,583  

５．繰延税金資産 1,326 1,179  

６．その他 ※１ 41 66  

７．貸倒引当金 △2,362 △3,382  

投資その他の資産合計 7,038 19.4 4,961 16.4 △2,077

固定資産合計 12,124 33.5 9,789 32.4 △2,334

資産合計 36,203 100.0 30,194 100.0 △6,008
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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）
対前年比

区分
注記

番号
金額（百万円）

構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）

増減

(百万円)

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛金 10,422 8,701  

２．短期借入金  10,161 8,221  

３．未払金 534 359  

４．未払法人税等 19 263  

５．未払消費税等 7 93  

６．賞与引当金 244 239  

７．その他 106 130  

流動負債合計 21,496 59.4 18,008 59.7 △3,487

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 235 64  

２．繰延税金負債 54 11  

３．再評価に係る繰延税金
負債

※４ 438 430  

４．退職給付引当金 3,339 3,221  

５．役員退職慰労引当金 611 569  

６．その他 392 389  

固定負債合計 5,071 14.0 4,686 15.5 △385

負債合計 26,568 73.4 22,694 75.2 △3,873

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   2,352   2,352  －

２．資本剰余金   2,012   2,012  0

３．利益剰余金   5,619   4,024  △1,595

４．自己株式   △663   △668  △5

　　株主資本合計   9,321 25.7  7,720 25.5 △1,601

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  1,348   540  △807

２．土地再評価差額金 ※４  △1,035   △761  273

　　評価・換算差額等合計   313 0.9  △220 △0.7 △533

Ⅲ　少数株主持分   － －  － － －

純資産合計   9,634 26.6  7,500 24.8 △2,134

負債純資産合計   36,203 100.0  30,194 100.0 △6,008
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(2）連結損益計算書

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）

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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比

（％）
金額（百万円）

百分比

（％）

増減

(百万円)

Ⅰ　売上高 197,801 100.0 179,848 100.0 △17,953

Ⅱ　売上原価 189,955 96.0 172,211 95.8 △17,743

売上総利益 7,846 4.0 7,636 4.2 △210

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 6,969 3.6 6,828 3.8 △140

営業利益 877 0.4 807 0.4 △69

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 69 45

２．受取配当金 55 59

３．賃貸料 174 157

４．天然ガス売却額 － 58

５．受取保険料 － 67

６．負ののれん償却額 15 －

７．その他 64 380 0.2 56 444 0.3 63

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 100 127

２．有価証券売却損 52 10

３．有価証券評価損 7 －

４．賃貸費用 84 76

５．天然ガス売却原価 － 36

６．たな卸資産評価損 － 31

７．その他 18 263 0.1 37 319 0.2 55

経常利益 994 0.5 932 0.5 △61

Ⅵ　特別利益

１．投資有価証券売却益  112   22    

２．固定資産売却益 ※２ 46   －    

３．訴訟和解金 61   －    

４．受取損害賠償金 ※３ －   68    

５．その他 10 230 0.1 6 96 0.1 △133

Ⅶ　特別損失

１．投資有価証券評価損 169 311

２．貸倒引当金繰入額 479 471

３．減損損失 ※４ 43 186

４．出資金評価損 129 －

５．たな卸資産評価損  127   －    

６．抱合せ株式消滅差損  222   －    

７．固定資産除却損 ※５ －   34    

８．その他  107 1,280 0.6 － 1,004 0.6 △275

税金等調整前当期純利益又は税金
等調整前当期純損失(△) △55 0.0 25 0.0 80

法人税、住民税及び事業税 258 375

法人税等調整額 △22 236 0.1 763 1,138 0.6 901

当期純損失(△) △292 △0.1 △1,112 △0.6 △820
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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）

2,352 2,012 6,189 △654 9,899

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △209  △209

役員賞与（注）   △44  △44

当期純損失   △292  △292

土地再評価差額金の取崩し   △24  △24

自己株式の取得    △9 △9

自己株式の売却  0  0 0

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円） － 0 △569 △8 △578

平成19年３月31日　残高
（百万円）

2,352 2,012 5,619 △663 9,321

評価・換算差額等

少数株主持分 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
（百万円）

1,995 △1,059 936 － 10,836

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）     △209

役員賞与（注）     △44

当期純損失     △292

土地再評価差額金の取崩し     △24

自己株式の取得     △9

自己株式の売却     0

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△647 24 △622 － △622

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△647 24 △622 － △1,201

平成19年３月31日　残高
（百万円）

1,348 △1,035 313 － 9,634

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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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）

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）

2,352 2,012 5,619 △663 9,321

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △208  △208

当期純損失   △1,112  △1,112

土地再評価差額金の取崩し   △273  △273

自己株式の取得    △6 △6

自己株式の売却  0  0 0

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円） － 0 △1,595 △5 △1,601

平成20年３月31日　残高
（百万円）

2,352 2,012 4,024 △668 7,720

評価・換算差額等

少数株主持分 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
（百万円）

1,348 △1,035 313 － 9,634

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当     △208

当期純損失     △1,112

土地再評価差額金の取崩し     △273

自己株式の取得     △6

自己株式の売却     0

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△807 273 △533 － △533

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△807 273 △533 － △2,134

平成20年３月31日　残高
（百万円）

540 △761 △220 － 7,500
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

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）

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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(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又は
税金等調整前当期純損失(△)

△55 25  

減価償却費 169 140  

負ののれん償却額 △15 －  

賞与引当金の減少額 △32 △4  

退職給付引当金の増加(△減
少)額

53 △117  

役員退職慰労引当金の増加(△
減少)額

21 △42  

貸倒引当金の増加額 271 529  

受取利息及び受取配当金 △124 △104  

支払利息 100 127  

有価証券評価損 7 －  

有価証券売却損 52 10  

投資有価証券評価損 169 311  

投資有価証券売却益 △112 △22  

固定資産売却益 △46 －  

訴訟和解金 △61 －  

受取損害賠償金 － △68  

減損損失 43 186  

固定資産除却損 － 34  

出資金評価損 129 －  

抱合せ株式消滅差損 222 －  

売上債権の減少額 222 2,625  

たな卸資産の(△増加)減少額 △803 186  

その他営業債権の(△増加)減
少額

△73 57  

仕入債務の減少額 △828 △1,760  

その他営業債務の増加(△減
少)額

16 △46  

未払消費税等の増加(△減少)
額

△27 85  

役員賞与の支払額 △44 －  

その他 84 5  

小計 △660 2,160 2,821

利息及び配当金の受取額 130 106  

利息の支払額 △128 △90  

訴訟和解金の受取額 61 －  

損害賠償金の受取額 － 87  

法人税等の支払額 △598 △87  

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

△1,195 2,177 3,373
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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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

定期預金の預入による支出 △50 △15  

定期預金の払戻による収入 50 40  

有価証券の取得による支出 △439 △139  

有価証券の売却による収入 941 362  

投資有価証券の取得による支
出

△1,469 △824  

投資有価証券の売却による収
入

1,713 852  

有形固定資産の取得による支
出

△154 △80  

有形固定資産の除却による支
出

△81 △34  

有形固定資産の売却による収
入

105 3  

無形固定資産の取得による支
出

－ △14  

貸付による支出 △1,591 △1,383  

貸付金の回収による収入 1,470 1,210  

その他投資の取得による支出 △0 △44  

その他投資の回収による収入 4 14  

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

496 △52 △549

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

短期借入金の純増加(減少)額 980 △2,070  

長期借入金の返済による支出 △41 △41  

自己株式の取得による支出 △9 △6  

自己株式の売却による収入 0 0  

配当金の支払額 △207 △208  

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

721 △2,325 △3,047

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加(減
少)額

22 △200 △222

Ⅴ　現金及び現金同等物期首残高 2,393 2,417 23

Ⅵ　合併により受け入れた現金及び
同等物期首残高

0 － 0

Ⅶ　現金及び現金同等物期末残高 2,417 2,217 △200
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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

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 　子会社のうち、大阪東部冷蔵㈱、㈱京都

興産及び丸魚食品㈱の３社を連結の範囲に

含めております。

　また、子会社のうち上海京海水産有限公

司は、総資産、売上高、当期純損益及び利

益剰余金等のいずれも連結財務諸表に与え

る影響は軽微であり、かつ、全体としても

重要性が乏しいため、連結の範囲から除い

ております。

　子会社のうち、大阪東部冷蔵㈱、㈱京都

興産及び丸魚食品㈱の３社を連結の範囲に

含めております。

　非連結子会社であった上海京海水産有限

公司は平成19年３月27日付で解散決議され、

平成20年１月12日付で清算結了しました。

これにより非連結子会社はなくなりまし

た。

　なお、清算結了までの損益については重

要性が無いため、連結の範囲から除外して

おります。

２．持分法の適用に関する事

項

　非連結子会社上海京海水産有限公司並び

に関連会社㈱南都水産ほか２社は、当期純

損益及び利益剰余金等に与える影響は軽微

であり、かつ、全体としても重要性がない

ため、持分法を適用せず原価法により評価

しております。

　関連会社㈱南都水産ほか２社は、当期純

損益及び利益剰余金(ともに持分に見合う

額)等に与える影響は軽微であり、かつ、

全体としても重要性がないため、持分法を

適用せず原価法により評価しております。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の事業年度末日と連結決算日

は一致しております。

同左

４．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

満期保有目的債券

償却原価法

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

満期保有目的債券

同左

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用しております。

　なお、組込デリバティブを区分し

て測定することができない複合金融

商品については、複合金融商品全体

を時価評価し、評価差額を当期の損

益に計上しております。

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用しております。

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

同左

②　たな卸資産

　個別法による原価法を採用しており

ます。

②　たな卸資産

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）

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

　定率法を採用しております。

　但し、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く。）に

ついては定額法を採用しております。

　また、大阪東部冷蔵㈱は建物及び構

築物について定額法を採用しておりま

す。

　なお、主な耐用年数は以下の通りで

あります。

建物及び構築物　　　10～47年

機械装置及び運搬具　４～15年

器具及び備品　　　　５～15年

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

同左

────── （会計方針の変更）

 当社及び連結子会社は、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。

これにより営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益が２百万円

減少しております。

（追加情報）

 当社及び連結子会社は、法人税法の

改正に伴い、平成19年３月31日以前に

取得した有形固定資産については、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。

これにより営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益が１百万円

減少しております。

②　無形固定資産

　自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法によっております。

②　無形固定資産

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）

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、支

給見込額基準により計上しております。

②　賞与引当金

同左

③　役員賞与引当金

　役員賞与の支給に備えるため、当連

結会計年度における支給見込額を計上

しております。

（会計方針の変更）

 当連結会計年度より、「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準第４

号平成17年11月29日）を適用しており

ます。

これにより当連結会計年度の営業利

益及び経常利益がそれぞれ４百万円

減少し、税金等調整前当期純損失が

４百万円増加しております。

③　役員賞与引当金

──────

④　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。

　過去勤務債務については、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（７年）による定額法によ

り按分した額を費用処理しております。

　数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（７年）に

よる定額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度から費用処理

しております。

④　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。

　過去勤務債務については、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（７年）による定額法によ

り按分した額を費用処理しております。

　数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（７年）に

よる定額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度から費用処理

しております。

　また、執行役員の退職金の支給に備

えるため、内規に基づく期末要支給額

を合わせて計上しております。

⑤　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。

⑤　役員退職慰労引当金

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）

(4）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　為替予約について振当処理を採用し

ております。

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約 外貨建金銭債権債

務及び予定取引

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③　ヘッジ方針

　当社は主に内規である「経理規程」

及び「輸出入取引に伴う外国為替管理

規程」に基づき、外貨建取引について、

該当部署が実需の範囲内で個別に為替

予約を実施し、全体のポジションは経

理部が管理し、金利変動リスク、為替

変動リスクをヘッジしております。

　連結子会社は、デリバティブ取引を

全く実施しておりません。

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象の資産・負

債等に関する重要な条件が同一であり、

有効性がおおむね100％であることが

明らかであるため、有効性の判定は省

略しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6）消費税等の会計処理の方法

　消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。

(6）消費税等の会計処理の方法

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おります。

同左

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

　のれん及び負ののれんの償却については、

５年間の均等償却を行っております。

──────

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　手許資金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左
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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の変更

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）

 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

資産の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号　平成17年12月９日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号　平成17年12月９日）を適用して

おります。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は、

9,634百万円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借

対照表の純資産の部については、連結財務

諸表規則の改正に伴い、改正後の連結財務

諸表規則により作成しております。

──────

 企業結合に係る会計基準等 　当連結会計年度より、「企業結合に係る

会計基準」（企業会計審議会　平成15年10

月31日）及び「企業結合会計基準及び事業

分離等会計基準に関する適用指針」（企業

会計基準適用指針第10号　平成17年12月27

日）を適用しております。

　これにより、特別損失として「抱合せ株

式消滅差損」を222百万円計上しておりま

すが、貸倒引当金として一部損失を見込ん

でおりましたので、当期の業績への影響は

22百万円（税金等調整前当期純損失が同額

増加）であります。

──────

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）

（連結損益計算書関係）

　前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」とし

て掲記されていたものは、当連結会計年度から「負ののれ

ん償却額」と表示しております。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」とし

て掲記されていたものは、当連結会計年度から「負ののれ

ん償却額」と表示しております。

──────

────── （連結損益計算書）

　天然ガス売却額及び天然ガス売却原価は、前連結会計年

度まで営業外収益及び営業外費用の「その他」に含めて表

示していましたが、営業外収益及び営業外費用の総額の100

分の10を超えたため区分掲記しました。

　なお、前連結会計年度における天然ガス売却額及び天然

ガス売却原価はそれぞれ28百万円、14百万円であります。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

項目 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．非連結子会社及び関連

会社に対するもの

投資有価証券（株式）       143百万円

その他（出資金）       0百万円

投資有価証券（株式）      143百万円

※２．担保資産 　有価証券21百万円、投資有価証券55百万

円は、預託保証金として差入れております。

　投資有価証券55百万円は、預託保証金と

して差入れております。

※３．国庫補助金等による固

定資産圧縮記帳額

建物及び構築物     33百万円

機械及び装置      90百万円

計      123百万円

建物及び構築物   29百万円

機械及び装置     71百万円

計      101百万円

※４．土地の再評価 　当社は、土地の再評価に関する法律（平

成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、

事業用の土地の再評価を行い、評価差額の

うち、当該評価差額に係る税金相当額を

「再評価に係る繰延税金負債」として負債

の部に計上し、これを控除した金額を「土

地再評価差額金」として純資産の部に計上

しております。

　当社は、土地の再評価に関する法律（平

成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、

事業用の土地の再評価を行い、評価差額の

うち、当該評価差額に係る税金相当額を

「再評価に係る繰延税金負債」として負債

の部に計上し、これを控除した金額を「土

地再評価差額金」として純資産の部に計上

しております。

再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令（平

成10年３月31日公布政令第119号）第２

条第３号に定める固定資産税評価額に合

理的な調整を行って算出する方法としま

したが、一部については第４号に定める

路線価に合理的な調整を行って算出する

方法等を採用しております。

再評価を行った年月日 平成14年3月31日

再評価を行った土地の

期末における時価と再

評価後の帳簿価額との

差額

   1,041百万円

再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令（平

成10年３月31日公布政令第119号）第２

条第３号に定める固定資産税評価額に合

理的な調整を行って算出する方法としま

したが、一部については第４号に定める

路線価に合理的な調整を行って算出する

方法等を採用しております。

再評価を行った年月日 平成14年3月31日

再評価を行った土地の

期末における時価と再

評価後の帳簿価額との

差額

     968百万円

※５．投資有価証券の消費貸

借契約

　「投資有価証券」には消費貸借契約によ

り貸し付けている有価証券27百万円が含ま

れております。

　「投資有価証券」には消費貸借契約によ

り貸し付けている有価証券322百万円が含

まれております。

※６．連結会計年度末日満期

手形

　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

理をしております。なお、当連結会計年

度末日は金融機関の休日であったため、

次の連結会計年度末日満期手形が連結会

計年度末残高に含まれております。

──────

受取手形       52百万円

－ 19 －

㈱大水　（7538）　平成20年３月期決算短信



（連結損益計算書関係）

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．販売費及び一般管理費

の主要な費目及び金額

市場使用料    749百万円

出荷・完納奨励金   524百万円

給料手当・賞与     3,118百万円

賞与引当金繰入額     244百万円

退職給付引当金繰入額     249百万円

役員退職慰労引当金繰

入額
  48百万円

減価償却費 47百万円

市場使用料     739百万円

出荷・完納奨励金   503百万円

給料手当・賞与 3,067百万円

賞与引当金繰入額     228百万円

退職給付引当金繰入額   230百万円

役員退職慰労引当金繰

入額
41百万円

減価償却費 50百万円

※２．固定資産売却益 　内訳は次のとおりであります。

土地       46百万円

──────

※３．受取損害賠償金 ────── 　賃貸物件の失火により受領した損害賠償

金から建物等の帳簿価額等25百万円を控除

した金額であります。

※４．減損損失 　当連結会計年度において、当社グループ

は以下の資産グループについて減損損失を

計上しております。

場所 用途 種類
金額

（百万円）

北海道釧路市 遊休資産 土地  4

兵庫県篠山市 遊休資産 土地  1

京都市下京区 賃貸物件
借地権

建物等
 23

兵庫県西宮市 賃貸物件 借地権  14

　当連結会計年度において、当社グループ

は以下の資産グループについて減損損失を

計上しております。

場所 用途 種類
金額

（百万円）

滋賀県大津市 遊休資産 土地  19

兵庫県篠山市 遊休資産 土地   4

神戸市東灘区 賃貸物件
 土地

建物等
　162 

　当社グループは、事業用資産について事

業を基礎とし、賃貸用資産及び遊休資産に

ついては個別物件単位でグルーピングをし

ております。

　上記の資産グループのうち、遊休資産に

ついては、帳簿価額に対して著しく時価が

下落しており、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、賃貸物件については賃貸先の退

出等により回収可能性が低下したため、帳

簿価額を備忘価額まで減額し、当該減少額

を減損損失（43百万円）として特別損失に

計上しております。

　なお、当資産グループの回収可能価額は

正味売却価額により測定しており、不動産

鑑定評価またはそれに準ずる方法により評

価しております。

　当社グループは、事業用資産について事

業を基礎とし、賃貸用資産及び遊休資産に

ついては個別物件単位でグルーピングをし

ております。

　上記の資産グループのうち、遊休資産に

ついては、帳簿価額に対して著しく時価が

下落しており、賃貸物件については将来の

回収可能性の低下が見込まれるため、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（186百万円）として特別損

失に計上しております。

　なお、当資産グループの回収可能価額は

正味売却価額により測定しており、不動産

鑑定評価またはそれに準ずる方法により評

価しております。

※５．固定資産除却損 ────── 　建物を解体するために要した費用であり

ます。
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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 15,324,819 － － 15,324,819

合計 15,324,819 － － 15,324,819

自己株式

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

合計 1,391,481 18,582 1,415 1,408,648

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

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
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 209 15 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

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

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６月28日

定時株主総会
普通株式 208  利益剰余金 15 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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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．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 15,324,819 － － 15,324,819

合計 15,324,819 － － 15,324,819

自己株式

普通株式（注） 1,408,648 13,993 1,343 1,421,298

合計 1,408,648 13,993 1,343 1,421,298

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

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 208 15 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
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月26日

定時株主総会
普通株式 208  利益剰余金 15 平成20年３月31日 平成20年６月27日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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．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  2,442百万円

預入期間が３か月を超

える定期預金
△25百万円

現金及び現金同等物     2,417百万円

（平成20年３月31日現在）

現金及び預金勘定  2,217百万円

預入期間が３か月を超

える定期預金
－

現金及び現金同等物    2,217百万円

２．合併により引き継いだ資

産及び負債の主な内訳

　当連結会計年度に合併した㈱ベンガルよ

り引き継いだ資産及び負債の主な内訳は次

のとおりであります。

流動資産       1百万円

固定資産      2百万円

　　資産合計    4百万円

流動負債      222百万円

　　負債合計      222百万円

──────

－ 22 －

㈱大水　（7538）　平成20年３月期決算短信



（リース取引関係）

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）

　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

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)

期末残高
相当額
(百万円)

機械装置及
び運搬具 300 138 162

器具及び備
品 127 48 79

合計 428 186 241

　なお、取得価額相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。
 

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)

期末残高
相当額
(百万円)

機械装置及
び運搬具 310 164 145

器具及び備
品 195 53 142

ソフトウェ
ア 35 2 32

合計 541 221 320
 

同左

２．未経過リース料期末残高相当額等

 　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 57百万円

１年超      184百万円

合計     241百万円

２．未経過リース料期末残高相当額等

 　　未経過リース料期末残高相当額

１年内   82百万円

１年超      238百万円

合計     320百万円

　なお、未経過リース料期末残高相当額

は、有形固定資産の期末残高等に占める

その割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。

同左

３．支払リース料、リース資産減損勘定

  の取崩額、減価償却費相当額及び減

  損損失

支払リース料      67百万円

減価償却費相当額       67百万円

３．支払リース料、リース資産減損勘定

  の取崩額、減価償却費相当額及び減

  損損失

支払リース料       71百万円

減価償却費相当額       71百万円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

 　　(減損損失について)

　リース資産に配分された減損損失はあ

りません。

 

４．減価償却費相当額の算定方法

同左　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

 

 　　(減損損失について)

同左
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（有価証券関係）

前連結会計年度

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度
（平成19年３月31日現在）

連結貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

（時価が連結貸借対照表計上額を
超えるもの）

(1）国債・地方債等 34 34 0

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

小計 34 34 0

（時価が連結貸借対照表計上額を
超えないもの）

(1）国債・地方債等 43 43 0

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

小計 43 43 0

合計 78 78 0

２．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度

（平成19年３月31日現在）

取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

（連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの）

(1）株式 1,592 4,012 2,419

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 86 137 51

小計 1,678 4,149 2,470

（連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの）

(1）株式 1,000 801 △199

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 200 192 △7

小計 1,200 993 △207

合計 2,879 5,143 2,263

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

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

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　２．２．その他有価証券で時価のあるもの（連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの）(3) その他の

中には、複合金融商品が次のとおり含まれております。

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

当期末の時価は取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。 
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３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

1,951 199 139

４．時価評価されていない主な「有価証券」（上記１．を除く）

前連結会計年度
（平成19年３月31日現在）

連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）満期保有目的の債券 －

(2）その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 192

その他 170

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

前連結会計年度
（平成19年３月31日現在）

１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

(1）債券

①　国債・地方債等 22 － 55 －

②　社債 192 － － －

③　その他 － － － －

(2）その他 20 150 － －

合計 234 150 55 －
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当連結会計年度

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類

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
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

（時価が連結貸借対照表計上額を
超えるもの）

(1）国債・地方債等 － － －

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

（時価が連結貸借対照表計上額を
超えないもの）

(1）国債・地方債等 55 57 1

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

小計 55 57 1

合計 55 57 1

２．その他有価証券で時価のあるもの

種類

当連結会計年度

（平成20年３月31日現在）

取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

（連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの）

(1）株式 912 2,121 1,209

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 81 100 18

小計 994 2,222 1,228

（連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの）

(1）株式 1,380 1,063 △317

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 1,380 1,063 △317

合計 2,374 3,285 910

　（注）　１．当連結会計年度において、株式311百万円減損処理を行っております。

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

個別銘柄毎に過去の株価の推移及び経営成績等を総合的に勘案して、減損処理の要否を決定しております。
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３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

1,040 59 48

４．時価評価されていない主な「有価証券」（上記１．を除く）

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（百万円）

(1）満期保有目的の債券 －

(2）その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 192

その他 150

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

当連結会計年度
（平成20年３月31日現在）

１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

(1）債券

①　国債・地方債等 － － 55 －

②　社債 － － － －

③　その他 － － － －

(2）その他 150 － － －

合計 150 － 55 －
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（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）

１．取引の内容及び利用目的

　　当社は、外貨建取引による為替相場変動リスクを回避

する目的の為替予約取引を利用しております。また、余

剰資金の運用を目的として、他社株転換社債等のデリバ

ティブを組み込んだ複合金融商品を利用しております。

２．取引に対する取組方針

　　当社が利用する為替予約取引については実需の範囲内

でしか行わない方針であります。また、複合金融商品に

ついては、その特性を評価し、安全性が高いと判断され

た複合金融商品のみを利用しております。

３．取引に係るリスクの内容

　為替予約取引については為替相場変動リスクを有して

おります。また、当社が保有している複合金融商品につ

いては、対象株式等の時価の下落により株式で償還され

ることにより元本の一部が毀損し、額面金額で償還され

ないリスクがあります。なお、為替予約取引につきまし

ては、信用度の高い国内金融機関、商社を通じて予約取

引を行っており、また、複合金融商品につきましても、

信用度の高い国内金融機関と取引を行っているため、相

手先の契約不履行による信用リスクは殆どないものと判

断しております。

４．取引に係るリスク管理体制

　当社が行う為替予約取引については「経理規程」及び

「輸出入取引に伴う外国為替管理規程」に基づき、該当

部署が実需の範囲内で個別に実施し、全体のポジション

は経理部が管理しております。また複合金融商品につき

ましては、取締役会決議等に従い、適切な承認のもとに

実行され、取引の状況及び結果については、経理部が把

握しております。

１．取引の内容及び利用目的

同左

　

２．取引に対する取組方針

同左

 

３．取引に係るリスクの内容

同左

 

４．取引に係るリスク管理体制

同左

２．取引の時価等に関する事項

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）

　複合金融商品の組込デリバティブの契約額及び評価損益

は、「(有価証券関係)　２．その他有価証券で時価のある

もの」の注書にて開示しております。

　当連結会計年度末では保有していないため記載しており

ません。

－ 28 －

㈱大水　（7538）　平成20年３月期決算短信



（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

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

す。また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない

退職金を支払う場合があります。

　なお、連結子会社は、社内引当による退職一時金制度を設けております。

２．退職給付債務に関する事項

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）

（百万円）

(1）退職給付債務 △3,725

(2）年金資産 520

(3）未積立退職給付債務(1)＋(2) △3,205

(4）未認識数理計算上の差異 △149

(5）未認識過去勤務債務 15

(6）連結貸借対照表計上額純額

(3)＋(4)＋(5)
△3,339

(7）退職給付引当金(6) △3,339

（百万円）

(1）退職給付債務 △3,537

(2）年金資産 415

(3）未積立退職給付債務(1)＋(2) △3,122

(4）未認識数理計算上の差異 △101

(5）未認識過去勤務債務 2

(6）連結貸借対照表計上額純額

(3)＋(4)＋(5)
△3,221

(7）退職給付引当金(6) △3,221

３．退職給付費用に関する事項

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）

（百万円）

(1）勤務費用 165

(2）利息費用 72

(3）期待運用収益 △9

(4）数理計算上の差異の費用処理額 10

(5）過去勤務債務の費用処理額 12

(6）退職給付費用(1)＋(2)＋(3)＋

(4)＋(5)
250

（百万円）

(1）勤務費用 159

(2）利息費用 71

(3）期待運用収益 △10

(4）数理計算上の差異の費用処理額 △1

(5）過去勤務債務の費用処理額 12

(6）退職給付費用(1)＋(2)＋(3)＋

(4)＋(5)
232

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度
（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）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(2）割引率 　    2.0％

(3）期待運用収益率 　    2.0％

(4）数理計算上の差異の処理年数 　   7年定額法

(5）過去勤務債務の額の処理年数 　   7年定額法

(1）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(2）割引率 　    2.0％

(3）期待運用収益率 　    2.0％

(4）数理計算上の差異の処理年数 　   7年定額法

(5）過去勤務債務の額の処理年数 　   7年定額法
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（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。

（税効果会計関係）

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．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）

繰延税金資産

退職給付引当金 1,347

役員退職慰労引当金 248

貸倒引当金 1,102

賞与引当金 99

繰越欠損金 58

その他 283

繰延税金資産小計 3,139

評価性引当額 △634

繰延税金資産合計 2,504

繰延税金負債

その他有価証券評価

差額金
△922

その他 0

繰延税金負債合計 △923

繰延税金資産の純額 1,581

（単位：百万円）

繰延税金資産

退職給付引当金 1,314

役員退職慰労引当金 230

貸倒引当金 1,514

賞与引当金 97

繰越欠損金 110

その他 432

繰延税金資産小計 3,699

評価性引当額 △1,966

繰延税金資産合計 1,733

繰延税金負債

その他有価証券評価

差額金
△369

その他 0

繰延税金負債合計 △369

繰延税金資産の純額 1,363

２．法定実効税率と税効果会

計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異

があるときの、当該差異

の原因となった主要な項

目別の内訳

　税金等調整前当期純損失を計上してい

るため、記載を省略しております。

（単位：％）

法定実効税率 40.6

（調整）

交際費等永久に損金に

算入されない項目
26.9

受取配当金等永久に益

金に算入されない項目
△44.8

住民税等均等割等 52.9

欠損子会社の未認識税

務利益
△53.0

再評価に係る繰延税金

負債の取崩し
△31.1

評価性引当額 4,440.0

その他 3.2

税効果会計適用後の法

人税等の負担率
4,434.7
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

　前連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日)及び当連結会計年度(平成19年４月１日から平成20年

３月31日)において、水産物販売事業の連結売上高、営業利益及び資産は、いずれも全セグメントに占める割合が

90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日)及び当連結会計年度(平成19年４月１日から平成20年

３月31日)において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社がないため該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日)及び当連結会計年度(平成19年４月１日から平成20年

３月31日)において、海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（関連当事者との取引）

　前連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）及び当連結会計年度（平成19年４月１日から

平成20年３月31日）において、該当事項はありません。

（企業結合関係）

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．結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事

業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並

びに取引の目的を含む取引の概要

 　（1）結合当事企業又は対象となった事業の名称及びそ

の事業の内容

 ①結合企業

 名称 丸魚食品㈱（当社の子会社） 

事業の内容 水産物販売事業等

 ②被結合企業

 名称 ㈱ベンガル 

 (当社及び丸魚食品㈱の子会社)

事業の内容 水産物販売事業等

 　（2）企業結合の法的形式

 　丸魚食品㈱を存続会社、㈱ベンガルを消滅会社とする

吸収合併であります。なお、合併による新株式の発行

及び資本金の増加はありません。

 　（3）結合後企業の名称

 　丸魚食品㈱

 　（4）取引の目的を含む取引の概要

 　商品の仕入・保管管理・加工・販売・仕分配送業務ま

で一元管理を行い、品質管理の強化と効率化を図るた

め、両社を合併いたしました。

２．実施した会計処理の概要

 当社及び吸収合併による存続会社は消滅会社から受け

入れた資産と負債の差額と、当社及び吸収合併存続会

社が合併直前に保有していた吸収合併消滅会社持分（当

社11％、合併存続会社89％）の帳簿価額との差額を特

別損失に「抱合せ株式消滅差損」として222百万円計上

しておりますが、貸倒引当金として一部損失を見込ん

でおりましたので、当期の業績への影響は22百万円（税

金等調整前当期純損失が同額増加）であります。

──────
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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          692円36銭

１株当たり当期純損失金額      20円97銭

１株当たり純資産額        539円44銭

１株当たり当期純損失金額   80円01銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式がな

いため、記載しておりません。

　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、潜在株式がな

いため、記載しておりません。

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

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)

当期純損失(△)(百万円） △292 △1,112

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損失(△)(百万円） △292 △1,112

期中平均株式数（千株） 13,926 13,910

　     ２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
（平成19年３月31日)

当連結会計年度
（平成20年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 9,634 7,500

純資産の部の合計額から控除する金額（百

万円）
－ －

（うち少数株主持分） (－) (－)

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 9,634 7,500

1株当たり純資産額の算定に用いられた期

末の普通株式の数（千株）
13,916 13,903

（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
(1）貸借対照表

第72期
（平成19年３月31日）

第73期
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 2,152 1,823  

２．受取手形 ※７ 154 132  

３．売掛金  17,029 13,597  

４．有価証券 ※１ 214 150  

５．商品 3,475 3,310  

６．前払費用 49 11  

７．関係会社短期貸付金 460 560  

８．未収入金 172 39  

９．繰延税金資産 302 188  

10．その他  31 54  

11．貸倒引当金 △789 △328  

流動資産合計 23,253 66.9 19,539 68.6 △3,714

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物 ※２ 1,066 920

減価償却累計額 △358 707 △367 552  

２．構築物 ※２ 123 162

減価償却累計額 △58 64 △72 89  

３．機械及び装置 ※２ 57 57

減価償却累計額 △32 25 △36 21  

４．車輌及び運搬具 27 25

減価償却累計額 △19 8 △12 13  

５．器具及び備品 135 132

減価償却累計額 △120 14 △119 13  

６．土地 ※３ 3,127 3,051  

有形固定資産合計 3,948 11.4 3,741 13.1 △207

(2）無形固定資産

１．ソフトウェア 4 11  

２．電話加入権 24 24  

３．その他 18 18  

無形固定資産合計 46 0.1 54 0.2 7

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 ※1,6 5,127 3,389  

２．関係会社株式 173 173  

３．出資金 2 2  

４．関係会社出資金 0 －  

５．長期貸付金 694 805  

６．関係会社長期貸付金 880 870  

７．破産・更生等債権 980 1,020  

８．長期化債権 ※４ 825 1,581  

９．長期前払費用 1 24  

10．繰延税金資産 1,311 1,163  

11．その他 23 27  

12．貸倒引当金 △2,519 △3,925  

投資その他の資産合計 7,499 21.6 5,131 18.1 △2,368

固定資産合計 11,495 33.1 8,927 31.4 △2,568

資産合計   34,748 100.0  28,466 100.0 △6,282
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第72期
（平成19年３月31日）

第73期
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）
Ⅰ　流動負債

１．支払手形 88 79  

２．受託販売未払金 475 323  

３．買掛金 9,169 7,583  

４．短期借入金 9,900 7,900  

５．未払金 486 328  

６．未払法人税等 － 238  

７．未払消費税等 － 80  

８．未払費用 26 27  

９．預り金 61 91  

10．賞与引当金 214 212  

流動負債合計 20,423 58.8 16,865 59.3 △3,557

Ⅱ　固定負債
１．再評価に係る繰延税金

負債
※３ 438 430  

２．退職給付引当金 3,198 3,115  

３．役員退職慰労引当金 574 526  

４．預り保証金 375 372  

固定負債合計 4,586 13.2 4,444 15.6 △141

負債合計 25,009 72.0 21,310 74.9 △3,699

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   2,352 6.8  2,352 8.3 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  2,012   2,012    

(2）その他資本剰余金  0   0    

資本剰余金合計   2,012 5.7  2,012 7.0 0

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  340   340    

(2）その他利益剰余金         

別途積立金  5,685   5,685    

繰越利益剰余金  △224   △2,328    

利益剰余金合計   5,801 16.7  3,697 13.0 △2,104

４．自己株式   △663 △1.9  △668 △2.3 △5

株主資本合計   9,503 27.3  7,393 26.0 △2,109

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  1,270 3.7  523 1.8 △746

２．土地再評価差額金 ※３  △1,035 △3.0  △761 △2.7 273

評価・換算差額等合計   235 0.7  △237 △0.9 △473

純資産合計   9,738 28.0  7,155 25.1 △2,582

負債純資産合計   34,748 100.0  28,466 100.0 △6,282
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(2）損益計算書

第72期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第73期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高

１．受託商品売上高 13,779 12,338

２．買付商品売上高 177,182 190,961 100.0 160,553 172,891 100.0 △18,070

Ⅱ　売上原価

１．受託商品売上原価 ※１ 13,021 11,659

２．買付商品売上原価

(1）期首商品棚卸高 2,555 3,475

(2）買付商品仕入高 171,840 154,300

小計 174,395 157,775

(3）期末商品棚卸高 3,475 3,310

(4）他勘定振替高 ※２ － 31

小計 3,475 3,341

買付商品売上原価 170,919 183,941 96.3 154,434 166,093 96.1 △17,847

売上総利益 7,020 3.7 6,797 3.9 △222

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．市場使用料 ※３ 749 739

２．出荷奨励金 ※４ 5 4

３．完納奨励金 ※５ 519 499

４．役員報酬 146 144

５．従業員給料手当 2,384 2,283

６．従業員賞与金 314 340

７．賞与引当金繰入額 214 209

８．退職給付引当金繰入額 238 221

９．役員退職慰労引当金繰
入額

40 34

10．福利厚生費 563 534

11．旅費交通費 42 34

12．通信費 9 7

13．接待交際費 18 16

14．消耗品費 71 74

15．減価償却費 22 34

16．水道光熱費 143 135

17．賃借料 205 206

18．その他の販売費及び一
般管理費

490 6,179 3.2 586 6,107 3.5 △72

営業利益 840 0.5 690 0.4 △149
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第72期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第73期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅳ　営業外収益 ※６

１．受取利息 91 67

２．受取配当金 54 58

３．賃貸料 142 130

４．天然ガス売却額 － 58

５．受取保険料 － 67

６．その他 60 349 0.1 46 428 0.3 79

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 88 116

２．有価証券売却損 52 19

３．有価証券評価損 7 －

４．賃貸費用 76 73

５．天然ガス売却原価 － 36

６．たな卸資産評価損 － 31

７．その他 15 241 0.1 37 314 0.2 72

経常利益 947 0.5 804 0.5 △142

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ※７ 46 －

２．投資有価証券売却益  20 －

３．受取損害賠償金 －   68    

４．訴訟和解金 61 128 0.1 － 68 0.0 △60

Ⅶ　特別損失

１．投資有価証券評価損 161 311

２．関係会社株式評価損 188 －

３．貸倒引当金繰入額 891 859

４．減損損失 ※８ 43 186

５．固定資産除却損 ※９ － 34

６．その他特別損失 251 1,537 0.8 － 1,392 0.8 △144

税引前当期純損失(△) △461 △0.2 △519 △0.3 △58

法人税、住民税及び事
業税

226 337

法人税等調整額 △9 217 0.1 764 1,101 0.6 884

当期純損失(△) △678 △0.3 △1,621 △0.9 △942
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(3）株主資本等変動計算書

第72期（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

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
（百万円）

2,352 2,012 － 2,012 340 5,385 1,027 6,753 △654 10,464

事業年度中の変動額

別途積立金の積立て（注）      300 △300 －  －

剰余金の配当（注）       △209 △209  △209

役員賞与（注）       △40 △40  △40

当期純損失       △678 △678  △678

土地再評価差額金の取崩し       △24 △24  △24

自己株式の取得         △9 △9

自己株式の売却   0 0     0 0

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

          

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － 0 0 － 300 △1,251 △951 △8 △960

平成19年３月31日　残高
（百万円）

2,352 2,012 0 2,012 340 5,685 △224 5,801 △663 9,503

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
（百万円）

1,837 △1,059 777 11,241

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）    △209

役員賞与（注）    △40

当期純損失    △678

土地再評価差額金の取崩し    △24

自己株式の取得    △9

自己株式の売却    0

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△566 24 △542 △542

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△566 24 △542 △1,503

平成19年３月31日　残高
（百万円）

1,270 △1,035 235 9,738

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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第73期（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

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
（百万円）

2,352 2,012 0 2,012 340 5,685 △224 5,801 △663 9,503

事業年度中の変動額

剰余金の配当       △208 △208  △208

当期純損失       △1,621 △1,621  △1,621

土地再評価差額金の取崩し       △273 △273  △273

自己株式の取得         △6 △6

自己株式の売却   0 0     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）

－ － 0 0 － － △2,104 △2,104 △5 △2,109

平成20年３月31日　残高
（百万円）

2,352 2,012 0 2,012 340 5,685 △2,328 3,697 △668 7,393

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
（百万円）

1,270 △1,035 235 9,738

事業年度中の変動額

剰余金の配当    △208

当期純損失    △1,621

土地再評価差額金の取崩し    △273

自己株式の取得    △6

自己株式の売却    0

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△746 273 △472 △472

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△746 273 △472 △2,582

平成20年３月31日　残高
（百万円）

523 △761 △237 7,155

－ 38 －

㈱大水　（7538）　平成20年３月期決算短信



重要な会計方針

項目 第72期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第73期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

満期保有目的債券

償却原価法

(1）有価証券

満期保有目的債券

同左

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用しております。

　なお、組込デリバティブを区分し

て測定することができない複合金融

商品については、複合金融商品全体

を時価評価し、評価差額を当期の損

益に計上しております。

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用しております。

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

同左

(2）たな卸資産

　個別法による原価法

(2）たな卸資産

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　但し、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く。）につい

ては定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下の通りであ

ります。

建物及び構築物　　　17～47年

機械装置及び運搬具　４～13年

器具及び備品　　　　５～15年

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　但し、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く。）につい

ては定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下の通りであ

ります。

建物及び構築物　　　10～47年

機械装置及び運搬具　４～13年

器具及び備品　　　　５～15年

　（会計方針の変更）

　法人税の改正に伴い、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。

　これにより営業利益及び経常利益がそ

れぞれ２百万円減少し、税引前当期純損

失が２百万円増加しております。

　（追加情報）

　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

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、減価償却に含めて

計上しております。
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項目 第72期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第73期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　これにより営業利益及び経常利益がそ

れぞれ１百万円減少し、税引前当期純損

失が１百万円増加しております。

(2）無形固定資産

　自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法によっております。

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

　均等償却しております。

(3）長期前払費用

同左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回

収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、支給

見込額基準により計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(3）役員賞与引当金

　役員賞与の支給に備えるため、当事業

年度における支給見込額を計上しており

ます。

　（会計方針の変更）

　当事業年度より、「役員賞与に関する

会計基準」（企業会計基準第４号　平成

17年11月29日）を適用しております。

　これによる当期業績への影響はありま

せん。

(3）役員賞与引当金

──────

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上しております。

　過去勤務債務については、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（７年）による定額法により按分

した額を費用処理しております。

　数理計算上の差異は、各事業年度の発

生時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（７年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理することとしており

ます。

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上しております。

　過去勤務債務については、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（７年）による定額法により按分

した額を費用処理しております。

　数理計算上の差異は、各事業年度の発

生時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（７年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理することとしており

ます。

　また、執行役員の退職金の支給に備え

るため、内規に基づく期末要支給額を合

わせて計上しております。

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。

(5）役員退職慰労引当金

同左
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項目 第72期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第73期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

４．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

５．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　為替予約について振当処理を採用して

おります。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約 外貨建金銭債権債

務及び予定取引

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

　当社は主に内規である「経理規程」及

び「輸出入取引に伴う外国為替管理規

程」に基づき、外貨建取引について、該

当部署が実需の範囲内で個別に為替予約

を実施し、全体のポジションは経理部が

管理し、金利変動リスク、為替変動リス

クをヘッジしております。

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象の資産・負債

等に関する重要な条件が同一であり、有

効性がおおむね100％であることが明ら

かであるため、有効性の判定は省略して

おります。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

６．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

　消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。

　消費税等の会計処理

同左

会計処理方法の変更

項目
第72期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第73期
（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）を適用して

おります。

　従来の資本の部に相当する金額は、

9,738百万円であります。

　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規則によ

り作成しております。

──────
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表示方法の変更

第72期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第73期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

────── 　（損益計算書）

　天然ガス売却額及び天然ガス売却原価は、前事業年度ま

で営業外収益及び営業外費用の「その他」に含めて表示し

ていましたが、営業外収益及び営業外費用の総額の100分

の10を越えたため区分掲記しました。

　なお、前事業年度における天然ガス売却額及び天然ガス

売却原価はそれぞれ28百万円、14百万円であります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

項目 第72期
（平成19年３月31日現在）

第73期
（平成20年３月31日現在）

※１．担保資産 　有価証券21百万円、投資有価証券55百万

円は、預託保証金として差入れております。

　投資有価証券55百万円は、預託保証金と

して差入れております。

 ※２．国庫補助金等による固

定資産圧縮記帳額

建物   12百万円

構築物 21百万円

機械及び装置      90百万円

計     123百万円

建物   10百万円

構築物 18百万円

機械及び装置      71百万円

計    101百万円

※３．土地の再評価 　土地の再評価に関する法律（平成10年３

月31日公布法律第34号）に基づき、事業用

の土地の再評価を行い、評価差額のうち、

当該評価差額に係る税金相当額を「再評価

に係る繰延税金負債」として負債の部に計

上し、これを控除した金額を「土地再評価

差額金」として純資産の部に計上しており

ます。

　土地の再評価に関する法律（平成10年３

月31日公布法律第34号）に基づき、事業用

の土地の再評価を行い、評価差額のうち、

当該評価差額に係る税金相当額を「再評価

に係る繰延税金負債」として負債の部に計

上し、これを控除した金額を「土地再評価

差額金」として純資産の部に計上しており

ます。

再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令（平

成10年３月31日公布政令第119号）第２

条第３号に定める固定資産税評価額に合

理的な調整を行って算出する方法としま

したが、一部については第４号に定める

路線価に合理的な調整を行って算出する

方法等を採用しております。

再評価を行った

年月日
平成14年３月31日

再評価を行った土地の

期末における時価と再

評価後の帳簿価額との

差額

  1,041百万円

再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令（平

成10年３月31日公布政令第119号）第２

条第３号に定める固定資産税評価額に合

理的な調整を行って算出する方法としま

したが、一部については第４号に定める

路線価に合理的な調整を行って算出する

方法等を採用しております。

再評価を行った

年月日
平成14年３月31日

再評価を行った土地の

期末における時価と再

評価後の帳簿価額との

差額

   968百万円

※４．長期化債権 　回収の遅延している売上債権であります。 同左

　５．偶発債務

銀行借入保証 大阪東部冷蔵㈱   277百万円 大阪東部冷蔵㈱ 235百万円

 ※６．投資有価証券の消費貸

借契約

　「投資有価証券」には消費賃借契約によ

り貸し付けている有価証券27百万円が含ま

れております。

　「投資有価証券」には消費賃借契約によ

り貸し付けている有価証券322百万円が含

まれております。

※７．期末日満期手形 　期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、当期末日が金融機関の休日であった

ため、次の期末日満期手形が期末残高に含

まれております。

受取手形   52百万円

──────
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（損益計算書関係）

項目
第72期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第73期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．受託商品売上原価 　受託商品売上高より大阪市中央卸売市場

業務条例、大阪府中央卸売市場業務規程、

京都市中央卸売市場業務条例及び神戸市中

央卸売市場業務条例並びに明石市地方卸売

市場業務条例による卸売手数料を控除した

ものであります。

同左

※２．他勘定振替高 ────── 　たな卸資産の評価損を営業外費用へ振替

したものであります。

※３．市場使用料 売上高割使用料   341百万円

面積割使用料     408百万円

計  749百万円

売上高割使用料  327百万円

面積割使用料     411百万円

計  739百万円

※４．出荷奨励金 　委託出荷者に対する出荷奨励のための交

付金であります。

同左

※５．完納奨励金 　仲卸業者に対する販売代金のうち契約期

日までの完納額に対する交付金であります。

同左

※６．営業外収益 　関係会社に対するものは、65百万円であ

ります。

──────

※７．固定資産売却益 　内訳は次のとおりであります。

土地   46百万円

──────

※８．減損損失 　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ており

ます。

場所 用途 種類
減損損失

（百万円）

北海道釧路市 遊休資産  土地  4

兵庫県篠山市 遊休資産  土地  1

京都市下京区 賃貸物件
借地権

建物等
 23

兵庫県西宮市 賃貸物件 借地権  14

　当社は、事業用資産について事業を基礎

とし、賃貸用資産及び遊休資産については

個別物件単位でグルーピングをしておりま

す。

　上記の資産グループのうち、遊休資産に

ついては、帳簿価額に対して著しく時価が

下落しており、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、賃貸物件については賃貸先の退

出等により回収可能性が低下したため、帳

簿価額を備忘価額まで減額し、当該減少額

を減損損失（43百万円）として特別損失に

計上しております。

　なお、当資産グループの回収可能価額は

正味売却価額により測定しており、不動産

鑑定評価またはそれに準ずる方法により評

価しております。

　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ており

ます。

場所 用途 種類
減損損失

（百万円）

滋賀県大津市 遊休資産  土地 　19 

兵庫県篠山市 遊休資産  土地 　4 

神戸市東灘区 賃貸物件
土地

建物等
 162

 

　当社は、事業用資産について事業を基礎

とし、賃貸用資産及び遊休資産については

個別物件単位でグルーピングをしておりま

す。

　上記の資産グループのうち、遊休資産に

ついては、帳簿価額に対して著しく時価が

下落しており、賃貸物件については将来の

回収可能性の低下が見込まれるため、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（186百万円）として特別損失

に計上しております。

　なお、当資産グループの回収可能価額は

正味売却価額により測定しており、不動産

鑑定評価またはそれに準ずる方法により評

価しております。

※９．固定資産除却損 ────── 　建物を解体するために要した費用であり

ます。
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（株主資本等変動計算書関係）

第72期（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）

自己株式の種類及び株式数に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：株）

前事業年度末株式
数

当事業年度増加株
式数

当事業年度減少株
式数

当事業年度末株式
数

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

合計 1,391,481 18,582 1,415 1,408,648

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

第73期（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）

自己株式の種類及び株式数に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：株）

前事業年度末株式
数

当事業年度増加株
式数

当事業年度減少株
式数

当事業年度末株式
数

普通株式（注） 1,408,648 13,993 1,343 1,421,298

合計 1,408,648 13,993 1,343 1,421,298

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

項目
第72期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第73期
（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

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)

期末残高
相当額
(百万円)

機械及び装
置 224 99 124

車輌及び運
搬具 14 9 5

器具及び備
品 103 32 70

合計 342 141 200

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)

期末残高
相当額
(百万円)

機械及び装
置 226 116 110

車輌及び運
搬具 14 9 5

器具及び備
品 175 37 137

ソフトウェ
ア 35 2 32

合計 452 166 285

　なお、取得価額相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。

同左

２．未経過リース料期末残高相当額等

 　　未経過リース料期末残高相当額

１年内       40百万円

１年超     160百万円

合計      200百万円

２．未経過リース料期末残高相当額等

 　　未経過リース料期末残高相当額

１年内       67百万円

１年超      218百万円

合計      285百万円

　なお、未経過リース料期末残高相当額

は、有形固定資産の期末残高等に占める

その割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。

同左

３．支払リース料、リース資産減損勘定

  の取崩額、減価償却費相当額及び減

  損損失

支払リース料      43百万円

減価償却費相当額      43百万円

３．支払リース料、リース資産減損勘定

  の取崩額、減価償却費相当額及び減

  損損失

支払リース料       52百万円

減価償却費相当額       52百万円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

 　　(減損損失について)

　リース資産に配分された減損損失はあ

りません。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 

 　　(減損損失について)

同左
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（有価証券関係）

　前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）及び当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３

月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（税効果会計関係）

項目
第72期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第73期
（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）

繰延税金資産

退職給付引当金 1,298

役員退職慰労引当金 233

貸倒引当金 1,100

賞与引当金 87

その他 242

繰延税金資産小計 2,961

評価性引当額 △478

繰延税金資産合計 2,483

繰延税金負債

その他有価証券評価

差額金
△868

その他 △0

繰延税金負債合計 △869

繰延税金資産の純額 1,613

（単位：百万円）

繰延税金資産

退職給付引当金 1,264

役員退職慰労引当金 213

貸倒引当金 1,511

賞与引当金 86

その他 424

繰延税金資産小計 3,501

評価性引当額 △1,791

繰延税金資産合計 1,709

繰延税金負債

その他有価証券評価

差額金
△358

繰延税金負債合計 △358

繰延税金資産の純額 1,351

２．法定実効税率と税効果会

計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異

があるときの、当該差異

の原因となった主要な項

目別の内訳

　税引前当期純損失を計上しているた

め、記載を省略しております。

同左
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（１株当たり情報）

第72期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第73期
（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      699円81銭

１株当たり当期純損失金額  48円73銭

１株当たり純資産額      514円68銭

１株当たり当期純損失金額 116円57銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式がな

いため記載しておりません。

　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、潜在株式がな

いため記載しておりません。

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

第72期
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第73期
(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） △678 △1,621

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）
△678 △1,621

期中平均株式数（千株） 13,926 13,910

 　　　２.１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

第72期
（平成19年３月31日)

第73期
（平成20年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 9,738 7,155

純資産の部の合計額から控除する金額（百

万円）
－ －

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 9,738 7,155

１株当たり純資産額の算定に用いられた期

末の普通株式の数（千株）
13,916 13,903

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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６．その他
役員の異動

①　代表取締役の異動

　　該当事項はありません。

②　その他の役員の異動

　・新任取締役候補

　　　取締役　　　片野　博雄　(現　経理部長代理)

　・退任予定取締役

　　　常務取締役　権藤　勝志

　　　取締役　　　田端　嘉明

　・新任監査役候補

　　　監査役　　　上居　隆　(現　株式会社極洋水産加工第一部長・

　　　　　　　　　　　　　　 平成20年６月26日　同社大阪支社長就任予定)

　・退任予定監査役

　　　監査役　　　今井　賢司

③　補欠監査役候補

　　　　　　　　　田端　嘉明　(現　取締役経理部長)

④　就任予定日

　　　平成20年６月26日
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