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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 51,601 ― 154 ― 35 ― 14 ―
20年3月期第2四半期 50,328 2.3 △7 ― △77 ― △169 ―

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2四半期 0.42 0.42
20年3月期第2四半期 △5.00 ―

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2四半期 59,470 14,515 24.4 427.04
20年3月期 52,648 14,389 27.3 423.40

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  14,504百万円 20年3月期  14,373百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 5.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 105,000 7.4 600 38.2 300 56.6 200 76.0 5.89

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、2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、2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)業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後の様々な要因により異なる可能性がありす。  
(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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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2四半期  37,874,000株 20年3月期  37,874,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  3,908,496株 20年3月期  3,925,309株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  33,945,636株 20年3月期第2四半期  33,957,301株
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【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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国におけるサブプライムローン問題に端を発した

金融市場の混乱や原油・原材料価格の高騰が企業収益や家計を圧迫するなど景気の減速懸念が一層強まっ

てまいりました。 

このような経済状況のなか、当グループの事業基盤であります水産、水産加工・流通、食品の各分野で

は、引き続く国際的な水産物の買い付け競争による魚価の高騰や国内市況の低迷などにより依然として厳

しい状況が続いております。 

こうした情勢のもとで、当グループは中期経営計画「ＰＬＡＮ－１２５」の２年目として、各事業の効

率化を推し進めるべく機能的な営業展開を図ってまいりました。 

この結果、第２四半期連結累計期間売上高は51,601百万円（前年同期比2.5％増）、営業利益は154百万

円、経常利益は35百万円、四半期純利益は14百万円と、食品事業を中心として増収増益となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

＜食品事業＞ 

食品事業におきましては、凍魚の売上は減少いたしましたものの、助子、すり身、カニ、ツナなど

が引き続き堅調に推移したことにより、連結売上高、連結営業利益ともに前年同期ならびに予想を上

回りました。 

この結果、売上高は35,952百万円（前年同期比8.6％増）、営業利益は414百万円となりました。 

＜海洋事業＞ 

海洋事業におきましては、定置漁具資材やその他漁具資材の受注減などにより連結売上高ならびに

連結営業利益において前年同期を下回りましたが、養殖資材の受注増などがあり、予想を上回りまし

た。 

この結果、売上高は7,948百万円（前年同期比6.1％減）、営業利益は246百万円となりました。 

＜機械事業＞ 

機械事業におきましては、前年同期は大型案件の受注等があったこともあり連結売上高は前年同期

を下回りましたが、利益率の高い商材に集中したこと等により、連結営業利益は前年同期を上回りま

した。 

この結果、売上高は2,607百万円（前年同期比25.0％減）、営業利益は24百万円となりました。 

＜資材事業＞ 

資材事業におきましては、前年同期に取り扱っていた業務米事業より撤退いたしましたこともあり、

連結売上高ならびに連結営業利益は前年同期を下回りました。 

この結果、売上高は4,853百万円（前年同期比3.2％減）、営業利益は47百万円となりました。 

＜バイオテイックス事業＞ 

バイオティックス事業におきましては、売上高は前年同期を幾分下回りましたが、経費の圧縮によ

り、営業利益におきましては前年同期を大きく改善いたしました。 

この結果、売上高は177百万円（前年同期比13.6％減）、営業損失は34百万円となりました。 

＜その他の事業＞ 

その他事業といたしましては、不動産の賃貸、生命保険および損害保険の代理業を行っており、売

上高は61百万円（前年同期比2.0％減）、営業利益は34百万円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は59,470百万円前連結会計年度比6,822百万円の増加（前

連結会計年度比12.9％増）となりました。 

総資産の増加は、たな卸資産の増加や増収による売上債権の増加によるものであります。 

（総負債） 

当第２四半期連結会計期間末における総負債は44,955百万円前連結会計年度比6,696百万円の増加（前

連結会計年度比17.5％増）となりました。 

総負債の増加は、原料買付に伴う借入金の増加によるものであります。 
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（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は14,515百万円前連結会計年度比125百万円の増加（前連

結会計年度比0.8％増）となりました。 

純資産の増加は、投資有価証券の時価評価に伴うその他有価証券評価差額金の増加によるものであり

ます。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成21年３月期の業績予想につきましては、前回公表（平成20年５月16日）いたしました業績予想に変

更はありません。 

 

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財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四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を使用して貸倒見積高を算定しております。 

② 固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積を考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按

分する方法によっております。 

③ 法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する

方法によっております。 

(3) 四半期財務諸表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 「連結財務諸表における在外子会社の会計処理に関する当面の取り扱い」（企業会計基準委員会平

成18年５月17日 実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修

正を行っております。なお、従来の方法によった場合と比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整

前四半期純利益に与える影響はありません。 
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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２四半期 
連結会計期間末 

(平成20年９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 2,917  3,208

  受取手形及び売掛金 18,479  15,680

  商品及び製品 20,171  15,852

  仕掛品 669  527

  原材料及び貯蔵品 1,898  2,401

  前渡金 868  1,148

  繰延税金資産 35  21

  短期貸付金 －  20

  その他 442  890

  貸倒引当金 △272  △243

  流動資産合計 45,211  39,507

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 6,084  5,995

   減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,399  △4,325

   建物及び構築物（純額） 1,684  1,670

   機械装置及び運搬具 3,183  3,088

   減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,492  △2,399

   機械装置及び運搬具（純額） 690  689

   工具、器具及び備品 568  561

   減価償却累計額及び減損損失累計額 △499  △489

   工具、器具及び備品（純額） 69  71

   土地 2,084  2,045

   建設仮勘定 341  42

   有形固定資産合計 4,870  4,518

  無形固定資産  

   のれん 95  382

   その他 64  65

   無形固定資産合計 160  447

  投資その他の資産  

   投資有価証券 5,553  4,998

   関係会社株式 2,054  2,027

   長期貸付金 696  251

   破産更生債権等 1,835  1,796

   その他 702  688

   貸倒引当金 △1,644  △1,625

   投資その他の資産合計 9,197  8,137

  固定資産合計 14,228  13,104

 繰延資産  

  社債発行費 31  37

  繰延資産合計 31  37

 資産合計 59,470  52,648
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(単位：百万円) 

 
当第２四半期 
連結会計期間末 

(平成20年９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 10,471  10,279

  短期借入金 24,426  18,296

  1年内償還予定の社債 20  20

  1年内返済予定の長期借入金 2,299  434

  未払金 136  193

  未払費用 98  76

  未払法人税等 90  79

  前受金 361  278

  賞与引当金 384  380

  事業構造改善引当金 143  143

  その他 109  198

  流動負債合計 38,541  30,380

 固定負債  

  社債 3,500  3,510

  長期借入金 1,431  3,044

  長期未払金 77  77

  退職給付引当金 316  294

  役員退職慰労引当金 29  56

  繰延税金負債 912  690

  その他 146  205

  固定負債合計 6,413  7,878

 負債合計 44,955  38,258

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 4,411  4,411

  資本剰余金 22  22

  利益剰余金 9,849  10,277

  自己株式 △1,113  △1,120

  株主資本合計 13,169  13,590

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 1,584  1,278

  繰延ヘッジ損益 △55  △185

  為替換算調整勘定 △194  △309

  評価・換算差額等合計 1,335  783

 新株予約権 10  15

 少数株主持分 0  0

 純資産合計 14,515  14,389

負債純資産合計 59,470  52,648
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(2) 四半期連結損益計算書 

第２四半期連結累計期間 

(単位:百万円) 

  
当第２四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高  51,601

売上原価  47,640

売上総利益  3,961

販売費及び一般管理費  3,806

営業利益  154

営業外収益  

 受取利息  38

 受取配当金  99

 持分法による投資利益  52

 その他  54

 営業外収益合計  243

営業外費用  

 支払利息  334

 貸倒引当金繰入額  12

 その他  15

 営業外費用合計  362

経常利益  35

税金等調整前四半期純利益  35

法人税、住民税及び事業税  35

法人税等調整額  △14

法人税等合計  21

少数株主利益  0

四半期純利益  14

 

 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。 
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 (3) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

   該当事項はありません。 

 

 (4) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 

 
食品事業 

(百万円) 

海洋事業 

(百万円) 

機械事業

(百万円)

資材事業

(百万円)

バイオテ
イックス
事業 

(百万円)

その他の
事業 

(百万円)

計 

(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 

(百万円)

売上高     

(1)外部顧客に対す
る売上高 

35,952  7,948  2,607 4,853 177 61 51,601  －  51,601 

(2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

－  197  － － － － 197  （197） － 

計 35,952  8,145  2,607 4,853 177 61 51,799  （197） 51,601 

営業利益 414  246  24 47 △34 34 733  （578） 154 

 

 (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。 
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【参考】 

前年同四半期に係る財務諸表及びセグメント情報 

（1）（要約）前中間連結損益計算書 

                   (単位：百万円) 

科目 

前年同四半期 

(自 平成19年４月１日 

   至 平成19年９月30日）

 Ⅰ 売上高 50,328

 Ⅱ 売上原価 46,447

  売上総利益 3,880

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,888

  営業損失 7

 Ⅳ 営業外収益 273

 Ⅴ 営業外費用 343

  経常損失 77

 Ⅵ 特別利益 12

 Ⅶ 特別損失 11

  税金等調整前四半期純損失 77

  法人税等 92

  四半期純損失 169

 

（2）前中間連結会計期間に係る事業の種類別セグメント情報 

 
食品事業 

(百万円) 

海洋事業 

(百万円) 

機械事業

(百万円)

資材事業

(百万円)

バイオテ
イックス
事業 

(百万円)

その他の
事業 

(百万円)

計 

(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 

(百万円)

売上高     

(1)外部顧客に対す
る売上高 

33,091 8,473 3,477 5,016 205 63 50,328 － 50,328

(2)セグメント間の
内部売上高又は

振替高 
－ 158 － － － － 158 （158） －

計 33,091 8,631 3,477 5,016 205 63 50,486 （158） 50,328

営業利益 242 379 △30 81 △148 37 560 （567） △7
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