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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） 

（注）平成21年３月期第２四半期から連結財務諸表の作成を始めたため、平成20年３月期第２四半期の数値は記載しておりません。  

(2) 連結財政状態 

（注）平成21年３月期第２四半期から連結財務諸表の作成を始めたため、平成20年３月期の数値は記載しておりません。   

(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 7,028 ― △226 ― △259 ― △1,115 ―
20年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 △18,785.30 ―
20年3月期第2四半期 ― ―

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 15,268 2,047 13.4 34,488.61
20年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,066百万円 20年3月期  ―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、事業譲受け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 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― ― ―

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  

（注）１．連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  ： 無 
２．21年３月期の連結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

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

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）  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) 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  無  

［（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 ３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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 1 社 （社名 舟山谷林食品有限公司 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
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2四半期  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2四半期  ―株 20年3月期  ―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  59,360株 20年3月期第2四半期  59,360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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、原油・原材料価格の高騰や米国のサブプライムローンに端を

発した金融危機に伴う景気減速が全世界に拡大する中、依然として厳しいまま推移いたしました。 

当社の主力事業である業務用食材の国内市場につきましても景気の先行き不透明感等による消費者マインドの低

調とともに、食の安全・安心を脅かす諸問題の発生等により厳しい環境となりました。 

平成20年８月４日、中華人民共和国舟山市工商行政管理局より舟山谷林食品有限公司設立の認可を取得したこと

に伴い、同社は当社の特定子会社となり、連結の対象となりました。当第２四半期連結累計期間では、同社の設立

の日における貸借対照表を連結で処理しております。 

当第２四半期連結累計期間における経営成績は、売上高7,028百万円、営業損失226百万円、経常損失259百万

円、四半期純損失1,115百万円となりました。 

品目別売上につきましては、あなご商品が2,738百万円、鶏卵商品が2,280百万円、うなぎ商品が198百万円、そ

の他商品が1,635百万円、タレ・調味料等が175百万円となりました。 

売上原価につきましては、6,310百万円となりました。この結果、売上原価率は89.8％となり、売上総利益は718

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、945百万円となりました。その内訳は、販売費が219百万円、人件費が

340百万円、管理費が309百万円、施設費が76百万円であります。この結果、226百万円の営業損失となりました。 

営業外収益として受取利息10百万円、投資不動産賃貸料17百万円、為替差益11百万円などがあったものの、営業

外費用として支払利息67百万円などがあったことにより、経常損失259百万円となりました。 

さらに特別利益として固定資産売却益3百万円があったものの、特別損失として財政状態及び経営成績の悪化し

た中国協力工場への売掛金及び前渡金に対する貸倒引当金繰入額906百万円などがあったことにより、税金等調整

前四半期純損失1,200百万円となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 財政状態の分析 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、15,268百万円となりました。その主な内訳は、現金及び預金

3,098百万円・受取手形及び売掛金3,836百万円・商品1,541百万円・前渡金1,708百万円等の流動資産10,606百万

円、有形固定資産1,374百万円、無形固定資産29百万円、破産更生債権等2,838百万円・貸倒引当金△950百万円等

の投資その他の資産3,257百万円であります。 

当第２四半期連結会計期間末における負債の合計は、13,220百万円となりました。その主な内訳は、支払手形及

び買掛金2,919百万円・短期借入金5,852百万円・関係会社短期借入金3,400百万円等の流動負債12,796百万円、長

期借入金423百万円の固定負債423百万円であります。 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は、2,047百万円となりました。その主な内訳は、資本金627百万

円・資本剰余金744百万円・利益剰余金676百万円の株主資本2,048百万円、評価・換算差額等△1百万円でありま

す。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、2,969百万円となりまし

た。 

当第２四半期連結累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２四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は、882百万円となりました。これは主に、

仕入債務の増加額427百万円、前受金の増加額346百万円などにより資金が増加したものの、税金等調整前四半期

純損失1,200百万円、売上債権の増加額1,064百万円、たな卸資産の増加額228百万円、前渡金の増加額407百万円

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２四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、652百万円となりました。これは主に、

貸付けによる支出442百万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２四半期連結累計期間において財務活動の結果得られた資金は、3,663百万円となりました。これは主

に、短期借入金の純増加額3,752百万円により資金が増加したことによるものであります。 



３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成21年３月期の連結業績予想につきましては、平成20年10月29日に公表いたしました「平成21年３月期第２四

半期（連結・個別）及び通期（個別）業績予想の修正に関するお知らせ」に記載のとおり、今後取得を予定してい

る株式会社オーシャンローズ、川万水産株式会社及び株式会社エフネット並びに舟山谷林食品有限公司が当該連結

業績に与える影響が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、引き続き非公開とさせて

いただきます。 

なお当該連結業績予想については、判明次第お知らせいたします。 

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） 

当第２四半期連結累計期間において、次の会社が新たに提出会社の子会社となりました。 

（注）特定子会社に該当しております。 

(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 

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

当第２四半期連結累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。 

(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 

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。 

名称 住所 
資本金 

（万米ドル） 
主要な事業の内容

議決権の所有割合 
（％） 

関係内容 

（連結子会社） 

舟山谷林食品有

限公司 

（注） 

中華人民共和国

浙江省舟山市  
1,818 

水産物、農副産

品の買付、加

工、販売等 

100 
当社水産加工品

の製造 



１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

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 3,098,573 －

受取手形及び売掛金 3,836,287 －

商品 1,541,441 －

前渡金 1,708,299 －

その他 443,118 －

貸倒引当金 △21,099 －

流動資産合計 10,606,621 －

固定資産   

有形固定資産 1,374,258 －

無形固定資産 29,866 －

投資その他の資産   

破産更生債権等 2,838,122 －

その他 1,370,120 －

貸倒引当金 △950,971 －

投資その他の資産合計 3,257,271 －

固定資産合計 4,661,396 －

資産合計 15,268,017 －

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,919,034 －

短期借入金 5,852,715 －

関係会社短期借入金 3,400,000 －

未払法人税等 2,658 －

引当金 17,615 －

その他 604,927 －

流動負債合計 12,796,950 －

固定負債   

長期借入金 423,823 －

固定負債合計 423,823 －

負債合計 13,220,773 －

純資産の部   

株主資本   

資本金 627,500 －

資本剰余金 744,792 －

利益剰余金 676,441 －

株主資本合計 2,048,734 －

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △335 －

繰延ヘッジ損益 △1,155 －

評価・換算差額等合計 △1,490 －

純資産合計 2,047,243 －

負債純資産合計 15,268,017 －



（２）【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

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 7,028,417

売上原価 6,310,137

売上総利益 718,280

販売費及び一般管理費 945,076

営業損失（△） △226,796

営業外収益  

受取利息 10,188

受取配当金 20

投資不動産賃貸料 17,760

為替差益 11,586

その他 7,699

営業外収益合計 47,254

営業外費用  

支払利息 67,000

その他 12,966

営業外費用合計 79,967

経常損失（△） △259,509

特別利益  

固定資産売却益 3,581

特別利益合計 3,581

特別損失  

貸倒引当金繰入額 906,763

その他 37,910

特別損失合計 944,673

税金等調整前四半期純損失（△） △1,200,601

法人税、住民税及び事業税 △85,505

四半期純損失（△） △1,115,095



【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 3,574,983

売上原価 3,205,588

売上総利益 369,395

販売費及び一般管理費 528,742

営業損失（△） △159,346

営業外収益  

受取利息 5,780

受取配当金 14

投資不動産賃貸料 8,424

その他 1,858

営業外収益合計 16,077

営業外費用  

支払利息 36,062

その他 8,225

営業外費用合計 44,287

経常損失（△） △187,557

特別利益  

固定資産売却益 289

特別利益合計 289

特別損失  

貸倒引当金繰入額 906,763

その他 13,062

特別損失合計 919,826

税金等調整前四半期純損失（△） △1,107,093

法人税、住民税及び事業税 △57,142

四半期純損失（△） △1,049,951



（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

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) 

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損失（△） △1,200,601

減価償却費 30,892

貸倒引当金の増減額（△は減少） 940,832

受取利息及び受取配当金 △10,208

支払利息 67,000

為替差損益（△は益） △6,504

有形固定資産売却損益（△は益） △1,751

売上債権の増減額（△は増加） △1,064,462

たな卸資産の増減額（△は増加） △228,907

仕入債務の増減額（△は減少） 427,834

前渡金の増減額（△は増加） △407,544

前受金の増減額（△は減少） 346,499

その他 233,752

小計 △873,167

利息及び配当金の受取額 2,069

利息の支払額 △69,965

法人税等の還付額 58,266

営業活動によるキャッシュ・フロー △882,797

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 △68,943

有形固定資産の売却による収入 15,624

投資有価証券の取得による支出 △311

投資有価証券の売却による収入 1,000

貸付けによる支出 △442,000

貸付金の回収による収入 77,830

その他 △235,569

投資活動によるキャッシュ・フロー △652,369

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） 3,752,715

長期借入金の返済による支出 △50,214

配当金の支払額 △39,348

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,663,153

現金及び現金同等物に係る換算差額 6,504

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,134,490

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 2,969,198



（注）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．平成21年３月期第２四半期から連結財務諸表の作成を始めたため、平成20年３月期の数値は記載しておりま

せん。

(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」

前年同四半期に係る財務諸表

(1) 中間連結損益計算書

平成21年３月期第２四半期から連結財務諸表の作成を始めたため、前年同四半期に係る中間連結損益計算書は記

載しておりません。

(2) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

平成21年３月期第２四半期から連結財務諸表の作成を始めたため、前年同四半期に係る中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書は記載しておりません。

－ 2 －



「参考資料２」

前年同四半期に係る財務諸表（非連結）

(1) 中間損益計算書

 
前中間会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  8,484,451 100.0

Ⅱ　売上原価  7,522,161 88.7

売上総利益  962,289 11.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費  840,619 9.9

営業利益  121,670 1.4

Ⅳ　営業外収益  17,423 0.2

Ⅴ　営業外費用  64,037 0.7

経常利益  75,056 0.9

Ⅵ　特別利益  970 0.0

Ⅶ　特別損失  198,590 2.3

税引前中間純損失（△）  △122,563 △1.4

法人税、住民税及び事業
税

40,529   

法人税等調整額 △73,879 △33,349 △0.3

中間純損失（△）  △89,214 △1.1
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(2) 中間キャッシュ・フロー計算書

 
前中間会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前中間純損失（△） △122,563

減価償却費 35,317

減損損失 196,390

貸倒引当金の増減額（減少：△） △2,256

賞与引当金の増加額 1,881

受取利息及び受取配当金 △10,635

支払利息 38,108

為替差損益（差益：△） 14,833

売上債権の増減額（増加：△） △597,045

前渡金の増加額 △1,400,858

たな卸資産の増加額 △65,550

仕入債務の増減額（減少：△） 232,989

その他 △5,774

小計 △1,685,164

利息及び配当金の受取額 2,148

利息の支払額 △39,497

法人税等の支払額 △76,734

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,799,247

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 △32,231

無形固定資産の取得による支出 △2,312

投資有価証券の取得による支出 △313

貸付金の回収による収入 9,346

保険積立金の増加による支出 △6,481

出資証券の売却による収入 123,786

その他 1,705

投資活動によるキャッシュ・フロー 93,441

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 1,600,000

長期借入金の返済による支出 △50,214

配当金の支払額 △38,142

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,511,643

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,979

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：
△）

△205,142

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中間期末残高 930,479

  

－ 4 －
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