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平成 20 年 11 月 12 日 

 

各      位 

 

会 社 名  ニチモウ株式会社 

代表者名  代表取締役社長 小池 由紀夫 

（コード番号 8091 東証第 1 部） 

問合せ先  執行役員財務部長 八下田 良知  

（TEL． 03－3458－3530） 

 

(訂正・数値データ修正あり)「平成 21 年 3 月期 第 2四半期決算短信」の 

一部訂正について 
 
 平成 20 年 10 月 30 日に発表いたしました「平成 21 年 3 月期 第 2 四半期決算短信」の記載内容に
一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
なお、訂正箇所には下線を付しております。 
また、数値データにも訂正がありますので、訂正後の数値データも送信いたします。 
 

記 

訂正箇所 1 ページ 

1. 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) 

(訂正前) 

(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 －

 

(2) 連結財政状態 
 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 

 

(訂正後) 
(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 － 0 －
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 00 0 00
20 年 3 月期第 2四半期 △5 00 －

 
(2) 連結財政状態 

 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 14,501 24.4 426 63
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 14,490 百万円 20 年 3月期 14,373 百万円 
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訂正箇所 2-3 ページ 

１． 連結経営成績に関する定性的情報 

(訂正前) 

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。 

＜略＞ 

(訂正後) 

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0百万円と、食品事業を中心として増収増益となりました。 

＜略＞ 

２． 連結財政状態に関する定性的情報 

(訂正前) 

（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。 
（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 

 (訂正後) 

（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44,969百万円前連結会計年度比6,710百万円の増加

（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。 
（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は14,501百万円前連結会計年度比111百万円の増加（前

連結会計年度比0.8％増）となりました。 
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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 
 
訂正箇所 5 ページ 
５．四半期連結財務諸表    (1) 四半期連結貸借対照表 
(訂正前)                                     

(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

＜略＞ 
 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

 
(訂正後)  
                                      (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
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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) 

  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 104  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 38,555  30,380

＜略＞ 
 負債合計 44,969  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 9844  10,277

  自己株式 △1,113  △1,120

  株主資本合計 13164  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 △202  △309

  評価・換算差額等合計 1,326  783

 新株予約権 10  15

 少数株主持分 0  0

 純資産合計 14,501  14,389

負債純資産合計 59,470  52,648

 

訂正箇所 6 ページ 
５．四半期連結財務諸表   四半期連結損益計算書 
  第２四半期連結累計期間 

(訂正前) 

(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) 

    ＜略＞ 

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
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(訂正後) 

(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) 

    ＜略＞ 

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 49

法人税等調整額 △14

法人税等合計 35

少数株主利益 0

四半期純利益 0

 

以上 


