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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 44,370 ― △199 ― △199 ― △128 ―

20年3月期第2四半期 42,059 △2.6 △48 ― 134 △46.6 206 △68.7

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 △5.73 ―

20年3月期第2四半期 9.18 ―

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 22,501 9,539 42.4 424.84
20年3月期 20,396 9,757 47.8 434.52

（参考） 自己資本  21年3月期第2四半期  9,539百万円 20年3月期  9,757百万円

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 ― ― ― 6.00 6.00
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  有  
 

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 91,000 3.2 △40 ― 30 ― 10 ― 0.45

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．平成20年５月13日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。 
２．本資料に記載されている業績予想は、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異
なる結果となる可能性があります。 
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 ― 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 22,475,208株 20年3月期 22,475,208株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 21,335株 20年3月期 20,734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 22,454,245株 20年3月期第2四半期 22,456,515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我が国の経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融不安が、世

界的な経済混乱を招来させ、円高や株式市場の下落などが急激に進行した上に、原油価格や原材料価格の記録的な高

騰などが重なり、企業業績の悪化と個人消費の鈍化が進み、先行き不透明感がますます強まる状況にあります。 

 水産物卸売業界は、卸売市場経由率の低下傾向、単価の低迷、さらに原油等の関連諸物価の上昇による輸送、包装

資材、生産コストの値上がりなど、厳しい状況下に置かれてきました。また、消費者の食に対する安全、安心指向

は、産地偽装表示問題などを反映し一層の高まりをみせ、当業界におきましても、品質・衛生管理の徹底、産地表

示、生産の履歴など的確な情報提供が今まで以上に求められております。 

  このような状況下で当社グループは、積極的な営業活動の展開と、与信管理、内部管理体制の強化をこれまでにも

まして一段と強化してきました。また、生鮮食料品等を供給する者として、消費者の食に対する安全、安心指向に応

えるため、消費者の視点に立ったコンプライアンス意識、衛生管理、品質管理の確立に努めてまいりました。 

 その結果、当第２四半期の連結累計期間の売上高は水産物の取扱数量の増加により443億70百万円となりました

が、売上総利益率の悪化や人件費や物流費の予想以上の増加が響き、営業損失は１億99百万円、経常損失は１億99百

万円となり、投資有価証券評価損（４億60百万円）を特別損失に計上、投資有価証券売却益（５億16百万円）を特別

利益に計上した結果、四半期純損失は１億28百万円となりました。 

 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。 

 水産物卸売事業部門においては、売上高440億58百万円、営業損失２億26百万円となりました。魚種別では、鮮魚

はカツオ、ブリ、アジが数量・金額で増加、鮮マグロは数量は減少したものの、単価上昇により金額は若干の減少に

とどまりました。冷凍魚は冷鮭鱒、冷ギンダラが好調で数量・金額ともに大幅な増加、冷マグロは単価高ではあった

ものの、取扱数量減により、金額は減少しました。塩干加工品は、塩鮭鱒、煉製品が数量・金額ともに増加しまし

た。冷蔵倉庫業部門においては、新規顧客の開拓と固定費の削減により、売上高２億78百万円、営業利益11百万円と

なりました。不動産賃貸業部門は売上高34百万円、営業利益15百万円となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

  当第２四半期連結会計期間末の総資産は225億１百万円となり、前連結会計年度末に比べ21億５百万円増加いたし

ました。流動資産は128億92百万円となり、18億８百万円増加いたしました。主な要因は、たな卸資産の増加による

ものです。固定資産は96億８百万円となり、２億96百万円増加いたしました。これは建設仮勘定の増加が主因です。

 当第２四半期末の負債は129億62百万円となり、前連結会計年度末に比べ23億22百万円増加いたしました。   

  流動負債は109億49百万円となり、16億96百万円増加いたしました。これは、短期借入金の増加によるものです。

固定負債は20億12百万円となり、６億26百万円増加いたしました。 

 上記の結果、当第２四半期末の純資産は95億39百万円となり、自己資本比率は、前連結会計年度末の47.8％から

42.4％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況）  

  当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末

に比べ39百万円増加し、14億74百万円となりました。 

《営業活動によるキャッシュ・フロー》 

営業活動の結果減少した資金は16億95百万円となりました。これはたな卸資産の増加など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》 

投資活動の結果減少した資金は４億88百万円となりました。これは投資有価証券及び固定資産の取得などによるもの

であります。 

《財務活動によるキャッシュ・フロー》 

財務活動の結果増加した資金は22億23百万円となりました。これは主に借入金の増加によるものであります。  
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

  連結業績予想につきましては、国内景気については企業収益の低下、個人消費の低迷など足踏み状況が続き、国外

においてはサブプライムローンを発端にした世界経済や金融市場の動向等、景気に与える懸念材料が多く、今後ます

ます厳しく推移するものと予想されます。したがいまして平成20年５月13日発表の「平成20年３月期決算短信」で発

表いたしました平成21年３月期の業績予想（通期）について、本日別途開示する「業績予想の修正に関するお知ら

せ」のとおり、見直しをおこなっております。 

  今後、国内外での更なる景気後退、株式市況の大幅な変動等、これまで以上に事業環境が大きく変化し、今後の業

績予想数値に修正が生じる場合は速やかに開示いたします。 

  

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） 

 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 

 法人税等の計上、固定資産の減価償却の方法、たな卸資産の評価方法及び引当金の計上について、一部簡便な

方法を採用しております。  

  

（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 

 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棚卸資産の評価基準については、従来、主として個別法による原価法によっておりましたが、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）が適用されたことに伴い、個別法

による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。これによる営業損失、経常損失及

び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微であります。 

  

 ③所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理よっ

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）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）を第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取引に係

る会計処理によっております。これによる、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は

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 1,474 1,434

受取手形及び売掛金 5,381 5,733

前渡金 491 561

商品及び製品 5,008 3,085

原材料及び貯蔵品 129 126

その他 895 675

貸倒引当金 △489 △531

流動資産合計 12,892 11,084

固定資産   

有形固定資産 1,904 1,563

無形固定資産 69 69

投資その他の資産   

投資有価証券 7,543 7,592

その他 299 270

貸倒引当金 △209 △183

投資その他の資産合計 7,634 7,679

固定資産合計 9,608 9,312

資産合計 22,501 20,396

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,999 3,149

短期借入金 6,740 4,540

1年内償還予定の社債 700 700

未払法人税等 7 8

賞与引当金 60 53

その他 441 802

流動負債合計 10,949 9,253

固定負債   

社債 500 500

繰延税金負債 214 181

退職給付引当金 649 605

役員退職慰労引当金 85 86

その他 563 11

固定負債合計 2,012 1,385

負債合計 12,962 10,639
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,037 2,037

資本剰余金 1,309 1,309

利益剰余金 5,997 6,261

自己株式 △4 △4

株主資本合計 9,339 9,603

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 254 210

繰延ヘッジ損益 1 －

土地再評価差額金 △56 △56

評価・換算差額等合計 199 153

純資産合計 9,539 9,757

負債純資産合計 22,501 20,396
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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 44,370

売上原価 42,182

売上総利益 2,188

販売費及び一般管理費 2,387

営業損失（△） △199

営業外収益  

受取利息 52

受取配当金 81

その他 27

営業外収益合計 161

営業外費用  

支払利息 46

有価証券運用損 103

その他 11

営業外費用合計 162

経常損失（△） △199

特別利益  

投資有価証券売却益 516

貸倒引当金戻入額 16

特別利益合計 533

特別損失  

投資有価証券評価損 460

特別損失合計 460

税金等調整前四半期純損失（△） △127

法人税等 1

四半期純損失（△） △128
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

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 22,061

売上原価 21,007

売上総利益 1,053

販売費及び一般管理費 1,220

営業損失（△） △166

営業外収益  

受取利息 28

受取配当金 27

その他 11

営業外収益合計 67

営業外費用  

支払利息 26

有価証券運用損 83

その他 5

営業外費用合計 115

経常損失（△） △213

特別利益  

投資有価証券売却益 453

貸倒引当金戻入額 9

特別利益合計 463

特別損失  

投資有価証券評価損 385

特別損失合計 385

税金等調整前四半期純損失（△） △136

法人税等 0

四半期純損失（△） △137
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（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損失（△） △127

減価償却費 48

貸倒引当金の増減額（△は減少） △16

賞与引当金の増減額（△は減少） 6

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 44

受取利息及び受取配当金 △134

支払利息 46

投資有価証券売却損益（△は益） △517

有価証券運用損益（△は益） 565

売上債権の増減額（△は増加） 322

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,926

前渡金の増減額（△は増加） 69

仕入債務の増減額（△は減少） △149

その他 76

小計 △1,693

法人税等の支払額 △2

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,695

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 △376

有形固定資産の売却による収入 5

投資有価証券の取得による支出 △567

投資有価証券の売却による収入 307

貸付金の回収による収入 10

利息及び配当金の受取額 132

その他 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △488

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） 2,200

自己株式の取得による支出 △0

利息の支払額 △43

配当金の支払額 △131

その他 199

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,223

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 39

現金及び現金同等物の期首残高 1,434

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,474
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 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。 
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「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   42,059 100.0 

Ⅱ 売上原価   39,845 94.7 

売上総利益   2,213 5.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   2,261 5.4 

営業損失（△）   △48 △0.1 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 57     

２．受取配当金 74     

３．有価証券運用益 104     

４．雑収入 28 263 0.6 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 43     

２．商品評価損 31     

３．雑損失 6 81 0.2 

経常利益   134 0.3 

Ⅵ 特別利益       

１．貸倒引当金戻入額 103 103 0.3 

Ⅶ 特別損失       

１．投資有価証券評価損 7     

２．過年度役員退職慰労引当金
繰入額 16     

３．役員退職慰労金 5 29 0.1 

税金等調整前中間純利益   207 0.5 

法人税、住民税及び事業税 1     

法人税等調整額 △0 1 0.0 

少数株主利益   0 0.0 

中間純利益   206 0.5 
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