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平成 20 年 10 月 17 日 

各  位 
 

会 社 名 株式会社グリーンフーズ 
代表者名 代表取締役社長 福田錦哲 
（JASDAQ・コード ３３６７） 
問合せ先 
役職･氏名 執行役員管理部長 白神純二 
電話番号 ０６－６１２５－３５５５ 

 
 
 

債権の取立不能又は取立遅延のおそれ並びに平成 21 年３月期第２四半期（連結・個

別）及び通期（個別）業績予想の修正に関するお知らせ 

 
 この度、当社の取引先である舟山港明食品有限公司（以下「舟山港明食品」）、舟山加藤佳食品

有限公司（以下「舟山加藤佳食品」）に対する下記債権について取立不能又は取立遅延のおそれが

生じましたので、お知らせいたします。 

 また本件により平成 20 年９月 22 日に公表しました平成 21 年３月期第２四半期（連結・個別）

及び通期（個別）業績予想についても下記のとおり修正しましたのでお知らせいたします。 

 

記 
Ⅰ．債権の取立不能又は取引遅延のおそれに関するお知らせ 

１．債務者（舟山港明食品）の概要 

（１）商 号  舟山港明食品有限公司 

（２）本 店 所 在 地  中華人民共和国 浙江省舟山市普陀区勾山鎭 

（３）代表者の役職氏名  董事長 胡 佰海 

（４）資 本 金 の 額  US＄39,500,000（平成 20 年９月 30 日現在） 

（５）主な事業の内容  水産品加工業 

２．債務者（舟山加藤佳食品）の概要 

（１）商 号  舟山加藤佳食品有限公司 

（２）本 店 所 在 地  中華人民共和国 浙江省舟山市普陀区浦西開発区 

（３）代表者の役職氏名  董事長 胡 佰海 

（４）資 本 金 の 額  US＄6,180,000 （平成 20 年９月 30 日現在） 

（５）主な事業の内容  水産品加工業 

 ３．債務者に生じた事実及びその事実が生じた年月日 

当社は中国での水産加工品製造に係る協力工場を運営する舟山港明食品及び舟山加藤

佳食品に対し、良質な原材料確保のため、両社の仕入資金の支援として前渡金を支払っ

てまいりました。この前渡金の回収につきましては当社が両社より水産加工品を仕入れ

る際に両社に生じる売上債権と、当社が前渡金を支払ったことに伴い生ずる債権を相殺
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する形で回収を図ってまいりました。 

しかし、食品の安全性に関する問題に伴う当社仕入管理体制の厳格化による両社から

の仕入減少、及び両社の経営状況等を総合的に勘案し会計監査人と協議した結果、本日

開催の取締役会において、当社が両社に有する債権についての取立不能又は取立遅延の

おそれの可能性を否定できない債権額に関し、取立不能見込額として貸倒引当金を金

906 百万円計上する事を決定いたしました。 

  ４．債務者（舟山港明食品）に対する債権の種類、金額及び純資産に対する割合 

（１）債 権 の 種 類  前渡金債権 

（２）金 額  1,630 百万円（平成 20 年９月 30 日現在） 

（３）当社純資産に対する割合  近事業年度の末日（平成 20 年３月 31 日）の純資産（3,207

百万円）に対する割合 50.8％ 

  ５．債務者（舟山加藤佳食品）に対する債権の種類、金額及び純資産に対する割合 

（１）債 権 の 種 類  前渡金債権、売上債権等 

（２）金 額  1,182 百万円（平成 20 年９月 30 日現在） 

（３）当社純資産に対する割合  近事業年度の末日（平成 20 年３月 31 日）の純資産（3,207

百万円）に対する割合 36.8％ 

６．今後の対応 

当社は本前渡金の回収につき、今後も両社と協議検討を重ね、その回収に尽力し早期化

かつ 大化を図ってまいります。 

また、当社は仕入資金の効率化・資金支援リスクの低減化を図り、子会社からの仕入体

制を確立すべく、平成 20 年７月 14 日開示の「中国における新会社設立及びその出資に伴

う資金の借入に関するお知らせ」に記載のとおり、中国における水産加工品製造工場とし

て子会社である舟山谷林食品有限公司（以下「舟山谷林食品」）を設立し、９月より本格

的に稼動しております。今後も安全高品質な商品を確保しつつ、今まで以上に協力工場に

対する与信管理を徹底し、資金管理体制の強化を図ってまいる所存です。 

 

Ⅱ．平成 21 年３月期第２四半期（連結・個別）及び通期（個別）業績予想の修正に関するお知ら 

  せ 

１．連結業績予想の修正 

 （１）平成 21 年３月期 第２四半期累計期間（平成 20 年４月１日～平成 20 年９月 30 日） 

（金額の単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

前回発表予想（Ａ） 7,234 △ 151 △ 179 △ 142

今回修正予想（Ｂ） 7,042 △ 185 △ 218 △ 1,094

増減額（Ｂ－Ａ） △ 192 △ 34 △ 39 △ 952

増減率 △ 2.7% － － －

 

２．個別業績予想の修正 
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 （１）平成 21 年３月期 第２四半期累計期間（平成 20 年４月１日～平成 20 年９月 30 日） 

（金額の単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

前回発表予想（Ａ） 7,234 △ 151 △ 179 △ 142

今回修正予想（Ｂ） 7,042 △ 185 △ 218 △ 1,094

増減額（Ｂ－Ａ） △ 192 △ 34 △ 39 △ 952

増減率 △ 2.7% ー ー ー

 

 （２）平成 21 年３月期 通期（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

（金額の単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前回発表予想（Ａ） 17,005 185 81 30

今回修正予想（Ｂ） 16,813 151 42 △ 955

増減額（Ｂ－Ａ） △ 192 △ 34 △ 39 △ 985

増減率 △ 1.1% △ 18.4% △ 48.1% ー

 

３．修正の理由 

（１）個別業績予想修正の理由 

     第２四半期累計期間（個別） 

      平成 20 年９月 22 日開示の「連結決算の開始並びに平成 21 年３月期第２四半期（連

結・個別）及び通期（個別）業績予想に関するお知らせ」におきましては食品の安全

性の問題による需要減少を勘案して売上高 7,234 百万円、営業損失 151 百万円、経常

損失 179 百万円、当期純損失 142 百万円といたしました。 

今回業績予想を修正する事となりましたのは、平成 20 年９月 22 日開示時点で想定

していた以上に食品の安全性の問題による消費者の購買意欲の冷え込みが長期化する

ことを主たる要因とし、当社検査体制の厳格化に伴う仕入の遅延などもあり当社の主

力商品であるあなご商品の売上が伸張しなかったことによるものであります。その結

果売上高は 7,042 百万円となりました。また、あなご商品は他の商品と比べて利益率

が高いため売上減少が利益に与える影響も大きく営業損失が 185 百万円となり、為替

差益の減少などもあり経常損失は 218 百万円、「Ⅰ．債権の取立不能又は取立遅延の

おそれに関するお知らせ」に記載しました舟山港明食品および舟山加藤佳食品に対す

る前渡金等の取立不能見込額 906 百万円を貸倒引当金繰入額として特別損失に計上し、

法人税調整額の見直しを行うことにより 1,094 百万円の当期純損失となりました。 

     通期（個別） 

      通期の業績予想の修正につきましては、第２四半期累計期間業績予想の修正に伴い

行うものであります。 

 平成20年９月22日付開示「水産事業の譲受方法の決定及び子会社の異動（取得）に
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ついて」に記載の通り、株式会社オーシャンローズ（仮称、以下「オーシャンローズ」）、

川万水産株式会社（以下「川万水産」）及び株式会社エフネット（以下「エフネット」）

の株式の取得価額は未定でありますが、当該取得が個別業績に与える影響は軽微であ

ると考えており平成21年３月期通期（個別）の業績予想においてはその影響を含めて

おりません。 

（２）平成 21 年３月期第２四半期（連結）業績予想修正の理由 

当社は子会社として舟山谷林食品を設立しており、今期より連結財務諸表作成会社

となっておりますが、当該子会社の本格的な稼動が平成20年９月中旬であり、当社経

営成績に与える影響がほぼないことから第２四半期累計期間における連結業績予想及

び個別業績予想における経営成績は同一としております。 

（３）平成 21 年３月期通期（連結）業績予想について 

平成21年３月期通期（連結）業績予想につきましては今後取得を予定しているオー

シャンローズ、川万水産及びエフネット並びに舟山谷林食品が通期連結の業績に与え

る影響が現在不透明な状態であり、今後業績が大きく変動する可能性があるため、引

き続き非開示とさせていただいており、判明次第お知らせいたします。 

４．その他（配当予想について） 

当社は「３（３）連結業績予想修正の理由」に記載のとおり平成 21 年３月期通期（連結）

業績予想については、業績が大きく変動する可能性があり非開示とさせていただいており

ます。平成 21年３月期の配当は、その決定の主な要素としている業績につき進捗を見極め、

慎重に決定したく、引き続き具体的な金額は未定といたします。なお、配当に関する方針

は「平成 20 年３月期決算短信（非連結）」に記載のとおりです。 

 

（注）上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多

分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値

と異なる場合があります。 

 

Ⅲ．今後の見通し 

１．当社は、財務状況の改善を 重要課題と位置づけ、早期の改善に向け取り組んでまいる

所存であります。 

２．当社はオーシャンローズ、川万水産及びエフネットの平成 21 年１月１日を予定とする全

株式の譲受けに係る平成20年 10月より12月頃を予定とする株式譲渡契約締結に向け協

議を行っておりますが、本開示による影響及び変更事項はございません。 

以上 

 


