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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 8,621 △7.4 △36 ― 25 △14.0 26 417.4
20年3月期第1四半期 9,314 ― 1 ― 29 ― 5 ―

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 4.30 ―
20年3月期第1四半期 0.83 ―

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 5,862 1,840 31.4 293.62
20年3月期 5,410 1,784 33.0 284.62

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  1,840百万円 20年3月期  1,784百万円

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   

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 ― ― ― 4.00 4.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 4.00 4.00

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  有   

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 17,100 △4.3 △60 ― 10 ― 5 ― 0.80
通期 37,000 △0.5 10 △16.3 50 △5.7 25 △69.0 3.99

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  6,290,000株 20年3月期  6,290,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  20,257株 20年3月期  20,257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  6,269,743株 20年3月期第1四半期  6,270,704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、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいており、実際の業績等は様々な要素 
   により、異なる結果となる可能性があります。なお、業績予想に関する事項については２ページ【定性的情報・財務諸表】３業績予想に関する定性的情報ををご 
   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。 
 ３． 当社は前期（平成20年３月期）まで連結決算を行っておりましたが、当社が平成20年６月24日連結子会社サカエ食品株式会社の当社保有全株式を譲渡した 
   ことにより、連結子会社が無くなり当期（平成21年３月期）から単体決算のみを行うことになりました。  



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１四半期におけるわが国経済は、原油高騰による諸物価の値上りがある一方で個人所得が増加しないため、

企業業績並びに個人消費は停滞し、景気に不透明感が強まっております。 

  水産物流通業界におきましては、個人所得の伸び悩みに加え、水産物に対する全世界的な需要増による水産物の

値上り等により、水産物に対する消費が低迷し、厳しい状況が継続いたしました。 

  このような情況におきまして、当社は顧客ニーズに応じた商品提供に努めましたが、主として販売数量の減少に

より、売上高は8,621百万円（前年同期比7.4％減）と減収になりました。   

 損益につきましては、売上高減少による売上総利益の減少に加え、運賃等諸経費の増加により、営業損益は36百

万円（前年同期 営業利益１百万円）の損失となりました。営業外損益で受取配当金が約35百万円増加したことに

より、経常利益は25百万円（前年同期比14.0％減）と減益になりましたが、税負担の減少により四半期純利益は26

百万円（前年同期比417.4％増）と増益になりました。 

２．財政状態に関する定性的情報 

（資産・負債・純資産） 

 当第１四半期の総資産は、前期末比451百万円増加し、5,862百万円となりました。 

①資産 

流動資産は前期比419百万円増加し3,984百万円となりました。これは主として棚卸資産が369百万円、受取手形・

売掛金が135百万円各々増加したことによるものであります。固定資産は前期比32百万円増加し1,878百万円となり

ました。これは主として株価の値上りにより投資有価証券が57百万円増加したことによるものであります。 

②負債 

負債は前期末比395百万円増加し4,021百万円となりました。 

これは主として短期借入金が220百万円、買掛金が198百万円各々増加したことによるものであります。 

③純資産 

純資産は前期末比56百万円増加し1,840百万円となりました。これは主としてその他有価証券評価差額金が54百万

円増加したことによるものであります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期における現金及び現金同等物（以下資金という）は、営業活動によるキャッシュ・フローは支出超

過となりましたが、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローが収入超過となっ

たことにより、前事業年度末に比べ129百万円減少して380百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 税引前四半期純利益は25百万円となりましたが、棚卸資産の増加369百万円等により、311百万円の支出超過にな

りました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 関係会社株式の売却等により5百万円の収入超過になりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 短期借入金の増加等により176百万円の収入超過になりました。 

３．業績予想に関する定性的情報 

第１四半期における売上高減少及び営業利益の悪化により、第２四半期累計期間の売上高、営業利益を下方修正

いたします。 

業績予想の修正につきましては、本日（平成20年８月13日）公表「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧願

います。 
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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 

①簡便な会計処理 

棚卸資産の評価方法 

当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高を基礎とし

て合理的な方法により算定する方法によっております。 

繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に

著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予想やタックス・プランニングを利

用する方法によっております。 

②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

（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たな卸資産については、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会平成18年７月５日企業会計

基準第９号）を当第１四半期会計期間から適用し、評価基準については低価法から原価法（収益性低下による簿価

切下げの方法）に変更しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

（追加情報） 

有形固定資産の耐用年数の変更  

法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、有形固定資産の耐用年数を見直した結果、機械及び装置の

耐用年数を変更しております。 

  これによる損益に与える影響は、軽微であります。 
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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 380,726 510,509

受取手形及び売掛金 2,375,862 2,240,408

商品 1,371,141 1,002,022

前払費用 6,876 7,292

繰延税金資産 57,322 56,021

その他 59,157 14,437

貸倒引当金 △266,559 △265,367

流動資産合計 3,984,528 3,565,324

固定資産   

有形固定資産 742,378 741,957

無形固定資産 2,601 2,623

投資その他の資産 1,133,240 1,101,004

固定資産合計 1,878,220 1,845,585

資産合計 5,862,748 5,410,910

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,424,134 1,220,218

短期借入金 1,555,000 1,335,000

1年内返済予定の長期借入金 78,590 96,890

未払法人税等 2,531 6,622

賞与引当金 21,800 12,260

その他 183,151 192,556

流動負債合計 3,265,206 2,863,547

固定負債   

長期借入金 33,815 33,815

退職給付引当金 641,973 648,208

役員退職慰労引当金 15,375 15,375

長期預り保証金 65,450 65,450

固定負債合計 756,613 762,848

負債合計 4,021,820 3,626,396
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 829,100 829,100

資本剰余金 648,925 648,925

利益剰余金 386,588 384,703

自己株式 △8,206 △8,206

株主資本合計 1,856,406 1,854,521

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △15,477 △70,007

評価・換算差額等合計 △15,477 △70,007

純資産合計 1,840,928 1,784,514

負債純資産合計 5,862,748 5,410,910
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（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 8,621,483

売上原価 8,199,605

売上総利益 421,877

販売費及び一般管理費  

売上高割市場使用料 20,529

出荷奨励金 9,553

完納奨励金 23,460

運賃及び荷造費 62,845

保管費 42,946

役員報酬 9,984

従業員給料及び手当 156,504

賞与引当金繰入額 9,540

退職給付費用 11,527

福利厚生費 33,509

賃借料 15,943

租税公課 3,947

減価償却費 6,634

貸倒引当金繰入額 909

その他の経費 50,181

販売費及び一般管理費合計 458,017

営業利益 △36,139

営業外収益  

受取利息 559

受取配当金 58,820

受取賃貸料 15,900

雑収入 1,109

営業外収益合計 76,389

営業外費用  

支払利息 5,934

賃貸費用 8,690

雑損失 0

営業外費用合計 14,624

経常利益 25,624

特別利益  

関係会社株式売却益 1,955

特別利益合計 1,955

特別損失  

固定資産除却損 1,942

特別損失合計 1,942

税引前四半期純利益 25,637
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（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) 

法人税、住民税及び事業税 1,010

法人税等調整額 △2,336

法人税等合計 △1,326

四半期純利益 26,964
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（３）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（４）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。 
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「参考資料」 

四半期損益計算書（会計） 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 9,314,432 

Ⅱ 売上原価 8,865,718 

売上総利益 448,713 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 447,030 

営業利益 1,683 

Ⅳ 営業外収益 42,207 

Ⅴ 営業外費用 14,095 

経常利益 29,795 

Ⅵ 特別利益 ― 

Ⅶ 特別損失 ― 

税引前四半期純利益 29,795 

税金費用 24,584 

四半期純利益 5,211 
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