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

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 42,329 ― 161 ― 211 ― 117 ―

20年3月期第1四半期 42,786 △8.5 139 ― 201 ― 125 ―

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 8.46 ―

20年3月期第1四半期 8.98 ―

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 32,644 7,589 23.2 546.01
20年3月期 30,194 7,500 24.8 539.44

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  7,589百万円 20年3月期  7,500百万円

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 ― ― ― 15.00 15.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 15.00 15.00

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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 ― 320 ― 380 ― 220 ― 15.82
通期 181,000 0.6 900 11.5 1,100 18.0 650 ― 46.75

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) 簡便な会計処理及び四半期連結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。  

(3) 四半期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（四半期連結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。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 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予想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予想数値と異なる可能性があります。 
２．当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

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  15,324,819株 20年3月期  15,324,819株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,424,194株 20年3月期  1,421,298株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  13,901,238株 20年3月期第1四半期  13,915,893株



定性的情報・財務諸表等

１．連結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、サブプライムローン問題等を背景とした米国景気の後退や原油高騰に伴う

原材料価格の上昇などによる企業収益の悪化に加え、物価上昇による個人消費の低迷もあり、景気の減速感が一段

と強まってきました。

　　当業界におきましては、供給面では海水温上昇に伴う漁獲変動、燃料高騰によるカツオ・マグロ漁船の出漁見送

り、国際的な買付競争の激化による価格上昇などから安定性を欠き、消費面では流通の多様化に伴う販売競争の熾

烈化、原材料・流通コストの上昇による購買意欲の減退が見られるなど経営環境はさらに厳しさを増しております。

　　こうしたなか、当社グループは、急激な環境変化に対応するためグループ各社の連携を密にして、集荷販売に傾

注するとともに業務の効率化、経費の削減に努め、経営基盤の強化に努めた結果、当第1四半期連結会計期間の業績

は、売上高423億29百万円、営業利益１億61百万円、経常利益２億11百万円となりました。また、特別利益に投資有

価証券売却益（86百万円）、特別損失に投資有価証券評価損（１億32百万円）を計上し、税金費用（63百万円）を

差し引いた四半期純利益は１億17百万円となりました。

　　事業別では、水産物販売事業は原油価格の高騰によるコスト高や世界的な魚食拡大の影響から一部の商品では価

格が上昇しており、一時の魚価安には歯止めが掛かりつつありますが、消費は依然低迷している状況で、売上高は

422億42百万円となりました。一方、冷蔵倉庫等事業では主力保管品であった中国産ウナギ加工品の入庫が大幅に減

少し売上高は86百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債及び純資産の状況

　　当第１四半期末の総資産は、326億44百万円（前連結会計年度比8.1％増）となりました。これは主に将来の加工

原料不足に備えるため、商品及び製品が17億37百万円増加したことによるものであります。

　　負債につきましては、250億54百万円（同10.4％増）となりました。これは主に仕入債務の増加（13億97百万円）

や短期借入金の増加（６億90百万円）によるものであります。

　また、「リース取引に関する会計基準」」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、

平成19年３月30日改正））等の適用に伴いリース資産及びリース債務を３億10百万円オンバランス化したことも資

産及び負債の増加の要因であります。

　　純資産につきましては、75億89百万円（同1.2％増）となりました。これは主に当四半期純利益（１億17百万円）、

その他有価証券評価差額金の増加（１億81百万円）、配当金の支払（２億８百万円）によるものであります。

（２）キャッシュ・フローに関する分析

　　当第１四半期連結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21億４百万円となり、前連

結会計年度末に比べて１億12百万円減少しました。そ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）

　　営業活動にて使用した資金は、４億22百万円となりました。これはたな卸資産が17億37百万円増加した一方で、

仕入債務の増加は13億88百万円にとどまっ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）

　　投資活動にて使用した資金は１億84百万円となりました。これは主に貸付による支出がその回収を２億16百万円

上回っ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）

　　財務活動にて調達した資金は４億94百万円となりました。これは主に営業活動と投資活動に使用した資金に加え

て、配当金の支払い１億67百万円を補うため短期借入金が６億90百万円増加したことによるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　　当第１四半期の業績は、上記分析のとおり厳しい経営環境でありましたが、業務の効率化、経費の削減によりほ

ぼ当初計画どおりとなりました。第１四半期から続く様々な懸念材料は今後も予断を許さない状況にありますが、

利益重視の姿勢で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、平成21年３月期の業績予想につきましては、第２四半期連結累計期間及び通期共に

平成20年５月23日に公表した内容に変更はありません。
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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）

該当事項はありません。　

 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

簡便な会計処理

①一般債権の貸倒見積高の算定方法　

　当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

②棚卸資産の評価方法

 棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切

下げを行う方法によっております。

③固定資産の減価償却費の算定方法

　減価償却の方法として定率法を採用しているものについては、当連結会計年度に係る減価償却費の額を期間

按分する方法により算定しております。

（３）四半期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

会計処理基準に関する事項の変更

①当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結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、個別法による原価法によっておりましたが、当第

１四半期連結会計期間より「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、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。

　これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ15百万円減少しております。

③リース取引に関する会計基準等の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理に

よっております。

　また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間

を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。　

　　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、期首

に前連結会計年度末における未経過リース料残高を取得価額として取得したものとしてリース資産に計上する

方法によっております。

　これによる損益への影響はありません。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,104 2,217

受取手形及び売掛金 14,712 14,555

有価証券 150 150

商品及び製品 5,134 3,397

繰延税金資産 251 195

その他 390 129

貸倒引当金 △285 △239

流動資産合計 22,457 20,405

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,216 1,237

土地 3,455 3,455

その他（純額） 350 74

有形固定資産合計 5,021 4,767

無形固定資産 92 60

投資その他の資産   

投資有価証券 3,687 3,676

長期貸付金 1,028 806

破産更生債権等 1,003 1,030

固定化営業債権 1,572 1,583

繰延税金資産 1,062 1,179

その他 65 66

貸倒引当金 △3,347 △3,382

投資その他の資産合計 5,072 4,961

固定資産合計 10,186 9,789

資産合計 32,644 30,194



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,098 8,701

短期借入金 8,911 8,221

未払金 410 359

未払法人税等 120 263

未払費用 395 32

賞与引当金 66 239

その他 206 190

流動負債合計 20,209 18,008

固定負債   

長期借入金 59 64

退職給付引当金 3,187 3,221

役員退職慰労引当金 531 569

長期預り保証金 387 389

再評価に係る繰延税金負債 430 430

繰延税金負債 20 11

その他 228 －

固定負債合計 4,845 4,686

負債合計 25,054 22,694

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,352 2,352

資本剰余金 2,012 2,012

利益剰余金 3,933 4,024

自己株式 △669 △668

株主資本合計 7,628 7,720

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 722 540

土地再評価差額金 △761 △761

評価・換算差額等合計 △38 △220

純資産合計 7,589 7,500

負債純資産合計 32,644 30,194



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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

売上高 42,329

売上原価 40,443

売上総利益 1,886

販売費及び一般管理費 1,724

営業利益 161

営業外収益  

受取利息 2

受取配当金 39

受取賃貸料 39

天然ガス売却額 16

その他 10

営業外収益合計 108

営業外費用  

支払利息 23

賃貸費用 16

天然ガス売却原価 17

その他 0

営業外費用合計 58

経常利益 211

特別利益  

投資有価証券売却益 86

貸倒引当金戻入額 16

特別利益合計 102

特別損失  

投資有価証券評価損 132

特別損失合計 132

税金等調整前四半期純利益 181

法人税、住民税及び事業税 118

法人税等調整額 △54

法人税等合計 63

四半期純利益 117



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純利益 181

減価償却費 54

賞与引当金の増減額（△は減少） △173

退職給付引当金の増減額（△は減少） △33

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △37

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10

受取利息及び受取配当金 △42

支払利息 23

投資有価証券売却損益（△は益） △86

投資有価証券評価損益（△は益） 132

売上債権の増減額（△は増加） △118

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,737

その他の資産の増減額（△は増加） △60

仕入債務の増減額（△は減少） 1,388

その他の負債の増減額（△は減少） 407

未払消費税等の増減額（△は減少） △93

小計 △185

利息及び配当金の受取額 42

利息の支払額 △26

法人税等の支払額 △253

営業活動によるキャッシュ・フロー △422

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △99

有価証券の売却による収入 99

投資有価証券の取得による支出 △94

投資有価証券の売却による収入 133

有形固定資産の取得による支出 △6

貸付けによる支出 △375

貸付金の回収による収入 159

その他 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △184

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） 690

長期借入金の返済による支出 △5

自己株式の取得による支出 △1

自己株式の売却による収入 0

配当金の支払額 △167

リース債務の返済による支出 △21

財務活動によるキャッシュ・フロー 494

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △112

現金及び現金同等物の期首残高 2,217

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,104



　当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結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。

－ 1 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 42,786

Ⅱ　売上原価 40,944

売上総利益 1,842

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,703

営業利益 139

Ⅳ　営業外収益 119

Ⅴ　営業外費用 57

経常利益 201

Ⅵ　特別利益 6

Ⅶ　特別損失 22

税金等調整前四半期純利益 186

法人税、住民税及び事業税 137

法人税等調整額 △76

四半期純利益 125

－ 1 －



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 

税金等調整前四半期純利益 186

減価償却費 32

引当金の増加額 71

受取利息及び受取配当金　 △53

支払利息 29

売上債権の減少額　 2,008

たな卸資産の増加額　 △2,390

仕入債務の増加額 1,191

その他 6

小計 1,081

利息及び配当金の受取額 53

利息の支払額 △6

法人税等の支払額　 △23

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

1,104

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 △60

定期預金の払戻による収入　 50

投資有価証券の取得による支出　 △189

投資有価証券の売却による収入　 158

貸付による支出　 △470

貸付金の回収による収入　 273

その他　 △6

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

△244

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 

短期借入金の純減少額 △1,460

長期借入金の返済による支出　 △5

配当金の支払額　 △150

その他　 △0

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

△1,616

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額 △756

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 2,417

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 1,660

－ 2 －
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