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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 3,453 ― △69 ― △73 ― △65 ―
20年3月期第1四半期 4,011 ― 113 ― 108 ― 57 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 △1,097.44 ―
20年3月期第1四半期 973.75 ―

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

21年3月期第1四半期 12,665 3,094 24.4 52,129.68
20年3月期 11,945 3,207 26.8 54,029.97

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  3,094百万円 20年3月期  3,207百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

21年３月期の配当に関しましては、具体的な金額は未定であります。３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報に記載の事業譲受けによる当
社業績に与える影響などを慎重に考慮し、決定するため配当金額は未定であります。前述事業譲受の最終合意を目途として決定次第お知らせいたします。  

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 670.00 670.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― ―

3.  平成21年3月期の業績予想（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）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  

21年３月期の業績予想につきましては、業績が大きく変動することが予想されるため、現時点では非開示といたしますが、判明次第速やかに開示いたします。詳細は、３
ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。  

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 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(2) 四半期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（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  59,360株 20年3月期  59,360株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  ―株 20年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  59,360株 20年3月期第1四半期  59,360株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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当たっての注意事項等については、３ページ【定性的情報・
財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 



定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、原油価格や原材料価格の高騰などによって企業収益が悪化すると

ともに、物価上昇などの不安材料により個人消費も停滞してくるなど、先行きの不透明感が広がる状況で推移しま

した。 

当社の主力事業である業務用食材の国内市場は外食産業の売上高の伸び悩むなか、新たに食品偽装表示問題が発

生するなど依然として厳しい状況が続いております。 

当第１四半期会計期間における経営成績は、売上高3,453百万円、営業損失69百万円、経常損失73百万円、四半

期純損失65百万円となりました。 

品目別売上につきましては、あなご商品が1,368百万円、鶏卵商品が1,077百万円、うなぎ商品が85百万円、その

他商品が831百万円、タレ・調味料等が90百万円となりました。 

売上原価につきましては、3,104百万円となりました。この結果、売上原価率は89.9％となり、売上総利益は348

百万円となりました。 

販売費及び一般管理費につきましては、418百万円となりました。その内訳は、販売費が88百万円、人件費が164

百万円、管理費が124百万円、施設費が39百万円であります。この結果、69百万円の営業損失となりました。 

営業外収益として受取利息4百万円、投資不動産賃貸料9百万円、為替差益12百万円などがあったものの、営業外

費用として支払利息30百万円などがあったことにより、経常損失73百万円となりました。 

さらに特別利益として固定資産売却益3百万円、貸倒引当金戻入額1百万円などがあったものの、特別損失として

固定資産除却損24百万円があったことにより、税引前四半期純損失93百万円となりました。 

２．財政状態に関する定性的情報 

(1) 財政状態の分析 

当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ719百万円増加し、12,665百万円となりまし

た。これは主に、受取手形及び売掛金の減少372百万円などにより資産が減少したものの、商品の増加157百万

円、前渡金の増加467百万円などにより資産が増加したことによるものであります。 

当第１四半期会計期間末における負債の合計は、前事業年度末に比べ832百万円増加し、9,570百万円となりま

した。これは主に、短期借入金の増加950百万円などにより負債が増加したことによるものであります。 

当第１四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べ112百万円減少し、3,094百万円となりまし

た。これは主に、四半期純損失の計上65百万円などにより純資産が減少したことによるものであります。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ61百万

円増加し、当第１四半期会計期間末には895百万円となりました。 

当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期会計期間において営業活動の結果使用した資金は、157百万円となりました。これは主に、売

上債権の減少額372百万円、差入保証金の減少額312百万円などにより資金が増加したものの、税引前四半期純

損失93百万円、たな卸資産の増加額157百万円、前渡金の増加額467百万円などにより資金が減少したことによ

るものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期会計期間において投資活動の結果使用した資金は、680百万円となりました。これは主に、貸

付けによる支出440百万円などにより資金が減少したことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期会計期間において財務活動の結果得られた資金は、892百万円となりました。これは主に、短

期借入金の純増加額950百万円により資金が増加したことによるものであります。 



３．業績予想に関する定性的情報 

平成20年４月21日付公表の「水産事業の譲受けに係る基本合意の締結に関するお知らせ」に記載のとおり、当社

は株式会社加ト吉の水産事業本部が営む水産加工品事業等及び川万水産株式会社の全事業の譲受けについて検討を

開始することで合意し、平成20年４月21日に基本合意書を締結しました。当初平成20年６月下旬頃を目途に予定し

ておりました 終合意につきましては平成20年７月４日付「水産事業の譲受けに係る日程の一部変更について」に

記載の通り基幹システムをはじめとする各種インフラ等の事前環境整備のため一時的に延期しております。現在、

年度内の統合を目途として当該事業譲受けについての協議を継続して行っており、未定となっている事項が多いこ

とから当該事業譲受けによる当社の業績に与える影響については確定しておりません。当該事業譲受けにより平成

21年３月期の業績が大きく変動する可能性があり、現時点では平成21年３月期業績予想を非開示といたします。当

該事業譲受けが当社業績に与える影響及び平成21年３月期業績予想につきましては、当該事業譲受けの 終合意を

目途として判明次第お知らせいたします。 

４．その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

当第１四半期会計期間における税金費用については、簡便法による税効果会計を適用しているため、法人税

等調整額は「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。 

(2) 四半期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 

１．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりました

が、当第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５

日）が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法）により算定しております。 

なお、この変更に伴う当第１四半期会計期間の損益に与える影響はありません。 

３．有形固定資産の耐用年数の変更 

当社の機械及び装置については、従来、耐用年数を４～８年としておりましたが、当第１四半期会計期間よ

り10年に変更しました。 

この変更は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の改正に伴うものであります。 

なお、この変更に伴う当第１四半期会計期間の損益に与える影響は軽微であります。 



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,017,839 949,082

受取手形及び売掛金 2,906,333 3,278,677

商品 1,470,134 1,312,534

前渡金 4,085,214 3,617,968

その他 457,023 131,813

貸倒引当金 △8,719 △10,492

流動資産合計 9,927,826 9,279,584

固定資産   

有形固定資産 1,413,718 1,433,635

無形固定資産 27,315 21,164

投資その他の資産 1,296,345 1,211,436

固定資産合計 2,737,379 2,666,236

資産合計 12,665,205 11,945,821

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,408,711 2,491,200

短期借入金 5,450,000 4,500,000

引当金 28,489 16,839

その他 1,234,657 1,256,526

流動負債合計 9,121,857 8,264,565

固定負債   

長期借入金 448,930 474,037

固定負債合計 448,930 474,037

負債合計 9,570,787 8,738,602

純資産の部   

株主資本   

資本金 627,500 627,500

資本剰余金 744,792 744,792

利益剰余金 1,726,393 1,831,308

株主資本合計 3,098,685 3,203,601

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,738 △2,688

繰延ヘッジ損益 △1,529 6,306

評価・換算差額等合計 △4,268 3,618

純資産合計 3,094,417 3,207,219

負債純資産合計 12,665,205 11,945,821



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 3,453,433

売上原価 3,104,548

売上総利益 348,884

販売費及び一般管理費 418,107

営業損失（△） △69,222

営業外収益  

受取利息 4,408

受取配当金 6

投資不動産賃貸料 9,335

為替差益 12,339

その他 5,840

営業外収益合計 31,929

営業外費用  

支払利息 30,937

その他 5,494

営業外費用合計 36,431

経常損失（△） △73,724

特別利益  

固定資産売却益 3,292

貸倒引当金戻入額 1,773

特別利益合計 5,065

特別損失  

固定資産除却損 24,847

特別損失合計 24,847

税引前四半期純損失（△） △93,507

法人税、住民税及び事業税 △28,363

四半期純損失（△） △65,143



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △93,507

減価償却費 14,827

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,773

受取利息及び受取配当金 △4,414

支払利息 30,937

為替差損益（△は益） △6,924

有形固定資産売却損益（△は益） △3,292

有形固定資産除却損 24,847

売上債権の増減額（△は増加） 372,344

たな卸資産の増減額（△は増加） △157,600

仕入債務の増減額（△は減少） △82,488

前渡金の増減額（△は増加） △467,245

差入保証金の増減額（△は増加） 312,826

その他 △66,907

小計 △128,369

利息及び配当金の受取額 694

利息の支払額 △30,323

法人税等の還付額 467

営業活動によるキャッシュ・フロー △157,531

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 △34,160

有形固定資産の売却による収入 15,761

投資有価証券の取得による支出 △149

貸付けによる支出 △440,000

貸付金の回収による収入 3,840

その他 △225,729

投資活動によるキャッシュ・フロー △680,437

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 950,000

長期借入金の返済による支出 △25,107

配当金の支払額 △32,592

財務活動によるキャッシュ・フロー 892,300

現金及び現金同等物に係る換算差額 6,924

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 61,257

現金及び現金同等物の期首残高 834,708

現金及び現金同等物の四半期末残高 895,965



当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従

い四半期財務諸表を作成しております。 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

(1) （要約）四半期損益計算書 

前第１四半期累計期間（平成19年４月１日～６月30日） 

（単位：千円）

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額 

Ⅰ 売上高 4,011,176 

Ⅱ 売上原価 3,462,022 

売上総利益 549,153 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 436,134 

営業利益 113,019 

Ⅳ 営業外収益 14,403 

Ⅴ 営業外費用 19,353 

経常利益 108,068 

Ⅵ 特別利益 － 

Ⅶ 特別損失 － 

税引前四半期純利益 108,068 

法人税、住民税及び事業税 50,267 

四半期純利益 57,801 



(2) （要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

前第１四半期累計期間（平成19年４月１日～６月30日） 

（単位：千円）

 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

税引前四半期純利益 108,068 

減価償却費 17,417 

貸倒引当金の増加額 6,398 

賞与引当金の増加額 10,465 

受取利息及び受取配当金 △5,114 

支払利息 16,377 

為替差益 △8,218 

売上債権の増加額 △136,997 

前渡金の減少額 229,886 

たな卸資産の増加額 △462,126 

仕入債務の増加額 209,735 

その他 △343,924 

小計 △358,032 

利息及び配当金の受取額 697 

利息の支払額 △15,924 

法人税等の支払額 △81,388 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△454,648 

 



 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

定期預金の預入による支出 △72,057 

定期預金の払戻による収入 72,000 

有形固定資産の取得による
支出 

△26,355 

無形固定資産の取得による
支出 

△498 

投資有価証券の取得による
支出 

△149 

貸付金の回収による収入 4,256 

保険積立金の増加による支
出 

△4,603 

その他 △2,483 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△29,891 

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額 100,000 

長期借入金の返済による支
出 

△25,107 

配当金の支払額 △31,459 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

43,433 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

8,218 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減
少額 

△432,887 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

1,135,621 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
末残高 

702,734 
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