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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 16,496 ― 160 ― 225 ― 133 ―

20年3月期第2四半期 9,689 △6.7 △82 ― △76 ― △175 ―

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 1.59 ―

20年3月期第2四半期 △4.39 ―

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 12,606 5,191 40.3 60.59
20年3月期 6,878 3,627 51.5 88.44

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  5,074百万円 20年3月期  3,544百万円

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  

平成21年３月期の1株当たり配当は、未定であります。（「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」欄参照）  

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 ― ― ― ― ―

21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

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  
 

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 38,000 110.4 370 ― 400 ― 300 ― 3.58

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  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】 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、及び上記1に係る業績予想
の具体的修正内容は、、２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. 期末配当につきましては、当社グループを取り巻く事業経営の環境が未だ不透明であり、また第2四半期以降において当社グループとして最大の売上高の集中する
状況であるため、今後の業績等を含めて総合的に勘案し見通しが立った時点でお知らせいたします。 
３. 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 中央フーズ株式会社 ） 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  83,790,000株 20年3月期  40,110,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  32,668株 20年3月期  30,371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  83,758,897株 20年3月期第2四半期  40,084,938株







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 891 357

受取手形及び売掛金 3,242 2,659

商品 1,532 1,028

原材料 140 38

貯蔵品 24 22

仕掛品 2 2

関係会社預け金 1,035 2,332

その他 231 94

貸倒引当金 △53 △37

流動資産合計 7,048 6,498

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,177 572

減価償却累計額 △5,826 △378

建物及び構築物（純額） 3,351 194

機械装置及び運搬具 2,433 52

減価償却累計額 △1,578 △36

機械装置及び運搬具（純額） 855 16

工具、器具及び備品 205 74

減価償却累計額 △130 △65

工具、器具及び備品（純額） 75 9

リース資産 38 －

減価償却累計額 △1 －

リース資産（純額） 37 －

土地 827 25

有形固定資産合計 5,146 245

無形固定資産   

無形固定資産合計 37 32

投資その他の資産   

投資有価証券 79 5

長期貸付金 19 20

繰延税金資産 185 －

その他 90 75

投資その他の資産合計 374 100

固定資産合計 5,558 379

資産合計 12,606 6,878



（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 3,132 2,520

1年内返済予定の長期借入金 474 －

未払費用 315 181

未払法人税等 57 20

賞与引当金 87 29

その他 138 97

流動負債合計 4,205 2,849

固定負債   

長期借入金 1,573 －

退職給付引当金 1,043 342

役員退職慰労引当金 35 31

本社移転損失引当金 147 －

長期預り保証金 25 25

リース債務 34 －

負ののれん 348 －

固定負債合計 3,209 400

負債合計 7,415 3,250

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,485 2,005

資本剰余金 1,222 878

利益剰余金 1,362 664

自己株式 △0 △4

株主資本合計 5,069 3,544

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5 0

評価・換算差額等合計 5 0

少数株主持分 116 83

純資産合計 5,191 3,627

負債純資産合計 12,606 6,878



（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 16,496

売上原価 15,147

売上総利益 1,349

販売費及び一般管理費 1,188

営業利益 160

営業外収益  

受取利息 10

受取配当金 1

雑収入 59

負ののれん償却額 18

営業外収益合計 89

営業外費用  

支払利息 22

雑支出 2

営業外費用合計 25

経常利益 225

特別損失  

本社移転費用 23

税金等調整前四半期純利益 201

法人税、住民税及び事業税 47

少数株主利益 20

四半期純利益 133



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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 201

減価償却費 202

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3

退職給付引当金の増減額（△は減少） 29

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4

賞与引当金の増減額（△は減少） 19

受取利息及び受取配当金 △10

支払利息 22

負ののれん償却額 △18

売上債権の増減額（△は増加） 92

その他の流動資産の増減額（△は増加） △53

たな卸資産の増減額（△は増加） △595

仕入債務の増減額（△は減少） 303

未払消費税等の増減額（△は減少） △78

その他の負債の増減額（△は減少） △83

小計 39

利息及び配当金の受取額 9

利息の支払額 △22

法人税等の支払額 △16

営業活動によるキャッシュ・フロー 8

投資活動によるキャッシュ・フロー  

短期貸付金の増減額（△は増加） △10

長期貸付金の回収による収入 0

短期貸付金の回収による収入 20

有形固定資産の取得による支出 △1,014

無形固定資産の取得による支出 △1

差入保証金の回収による収入 33

投資有価証券の取得による支出 △0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

94

投資活動によるキャッシュ・フロー △878

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △340

長期借入れによる収入 400

長期借入金の返済による支出 △269

自己株式の取得による支出 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △209

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,079

現金及び現金同等物の期首残高 2,679

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 317



（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) 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,917



　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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

　従来、当社グループは、商品の種類、性質、販売方法等の類似性から判断して、同種類、同系列の商品を専ら

販売しているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりました。

　平成20年４月１日を合併期日として、冷蔵事業を行っておりました中央冷凍株式会社を当社が吸収合併したこ

とにより、当社グループの事業として新たに冷蔵事業が加わり、当該事業の売上高につき、全セグメントに占め

る割合が10％を超えるため、当連結会計期間より事業の種類別セグメント情報を下記のとおり開示しておりま

す。

 

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）

冷蔵事業

（百万円）

水産事業

（百万円）

計

（百万円）

消去または全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 1,746 14,749 16,496 ― 16,496

(2)セグメント間の売上高又は振替高 22 ― 22 (22) ―

計 1,768 14,749 16,518 (22) 16,496

営業利益 63 144 207 (46) 160

　 （注）１.事業区分の方法は業種別の区分によるセグメンテーションを行なっている。

　　　　 ２.各事業の主要な業務

 　         (1) 冷蔵事業　　水産物等の冷蔵保管

　          (2) 水産事業　　水産物及びその加工製品の販売、リテールサポート

 

〔所在地別セグメント情報〕

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。　

　

〔海外売上高〕

 海外売上高は、連結売上高の10%以下であるため、海外売上高の記載を省略しております。

 

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　当社は、平成20年４月１日付で、中央冷凍株式会社を吸収合併いたしました。

　この結果、当第１四半期連結会計期間において資本金が４億80百万円、資本剰余金が３億43百万円増加し、当

第２四半期連結会計期間末において資本金が24億85百万円、資本剰余金が12億22百万円となっております。

６．その他の情報

 

 

－ 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

前中間連結会計期間
（自　平成19年4月1日
至　平成19年9月30日）

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  9,689 100.0

Ⅱ　売上原価  9,046 93.3

売上総利益  642 6.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費  725 7.5

営業損失  82 △0.9

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息及び受取配当金 2   

２．雑収入 22 25 0.3

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 2   

２．その他の営業外費用 4   

３．持分法による投資損失 13 19 0.2

経常損失　  76 △0.8

１．過年度退職慰労引当金 74   

２．不正関連損失 19 94 1.0

税金等調整前中間純損失  171 △1.8

法人税、住民税及び事業税  4 0.0

中間純損失  175 △1.8

－ 2 －



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年4月1日
至　平成19年9月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

税金等調整前中間純利益
（△損失）

△171

減価償却費 4

退職給付引当金の増加額
（△損失）

△39

役員退職慰労引当金の増加
額（△損失）　

55

賞与引当金の増加額（△減
少額）　

1

貸倒引当金の増加額（△減
少額）　

17

受取利息及び受取配当金　 △2

支払利息　 2

持分法による投資損失　 13

売上債権の減少額（△増加
額）　

△407

たな卸資産の減少額（△増
加額）　　

24

仕入債務の増加額（△減少
額）　　　

△271

その他　 △1

小計 △774

利息及び配当金の受取額　 2

利息の支払額　 △2

法人税等の支払額　 9

営業活動によるキャッシュ・
フロー

△783

－ 3 －



前中間連結会計期間
（自　平成19年4月1日
至　平成19年9月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅱ　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　

△0

長期貸付金の回収による収
入　

5

短期貸付金の貸付による支
出　　

△48

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△43

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

 

関係会社短期借入金の返済
による支出　

―

関係会社短期借入金の借入
による収入　

500

自己株式の取得による支出
　

△0

財務活動によるキャッシュ・
フロー

499

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 △327

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残
高

634

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期
末残高

307

－ 4 －



（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

         当社グループは、商品の種類、性質、販売方法等の類似性から判断して、同種類、同系列の商品を専ら販売して

おり、従って、事業の種類別のセグメント情報は記載しておりません。

〔所在地別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

         本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

〔海外売上高〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため記載を省略しております。
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