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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 16,906 ― △91 ― △26 ― △18 ―
20年3月期第2四半期 17,862 △4.4 △36 ― △4 ― △115 ―

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 △2.88 ―
20年3月期第2四半期 △18.43 ―

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 5,834 1,777 30.5 283.52
20年3月期 5,410 1,784 33.0 284.62

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,810百万円 20年3月期  1,784百万円

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 ― 0.00 ― 4.00 4.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 4.00 4.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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）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 37,000 △0.5 10 △16.3 50 △5.7 25 △69.0 3.99

4.  その他 
(1) 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  有  

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
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  6,290,000株 20年3月期  6,290,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  21,745株 20年3月期  20,257株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  6,269,105株 20年3月期第2四半期  6,270,667株

※ 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、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいており、実際の業績等は様々な要素 
   により、異なる結果となる可能性があります。なお、業績予想に関する事項については２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。  
 ２． 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
 ３． 当社は前期（平成20年３月期）まで連結決算を行っておりましたが、当社が平成20年６月24日連結子会社サカエ食品株式会社の当社保有全株式を譲渡した 
   ことにより、連結子会社が無くなり当期（平成21年３月期）から単体決算のみを行うことになりました。  



定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、米国発の金融不安による欧米諸国の景気後退から来る外需の減少に

加え、エネルギー・原材料費の高騰により企業業績、個人消費ともに悪化し、景気の後退感が強まってまいりまし

た。 

 水産物流通業界におきましては、金融不安から来る消費マインドの低下に加え、食品偽装表示等の問題が生じたこ

とにより、需要が減退し大変厳しい状況となりました。 

 当社としましては中央卸売市場の持つ高鮮度や品揃え等の優位性を生かした顧客の拡大や当社グループ会社の加工

施設を活用した顧客の望む商品供給に努力するとともに、コスト削減等経営効率の向上による収益確保に努めまし

た。しかしながら業績を回復させることはできませんでした。 

 売上数量は消費需要の低調により、23,895トン（前年同期比13.2％減）に止まり、販売単価の上昇はあったものの

売上高は16,906百万円（前年同期比5.4％減）と減収になりました。 

 損益につきましては、売上高減少による売上総利益の減少に加え、運賃等物流費の増加により、営業損益は91百万

円の損失（前年同期 営業損失36百万円）となりました。 

 営業外損益で受取配当金が約35百万円増加しましたが、経常損益は26百万円の損失（前年同期 経常損失4百万

円）となり、営業損益、経常損益ともに損失が増加しました。 

 最終損益は、18百万円の損失（前年同期 中間純損失115百万円）となりましたが、投資有価証券評価損が95百万

円減少したことにより、損失が減少しました。 

 「経営成績に関する定性的情報」における対前年同四半期増減率及び前年同四半期の金額は参考として記載してお

ります。 

２．財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末の総資産は、棚卸資産および売掛金が433百万円増加したことにより、前期末比424百万円増加し、

5,834百万円となりました。 

 また、負債につきましては、短期借入金が465百万円増加したことにより、前期末比431百万円増加し、4,057百万

円となりました。 

 純資産は利益剰余金が43百万円減少しましたが、その他有価証券評価差額金が36百万円増加したことにより、前期

末比７百万円減少し1,777百万円となりました。 

３．業績予想に関する定性的情報 

 今後の景気動向につきましては、景気後退懸念から来る消費節約志向が強まることが予想され、水産物に対する消

費は当面低迷するものと考えられます。 

 この様な環境におきまして当社は、下半期は繁忙期であり、市場内外における積極的営業により下半期の売上高は

前年下半期実績を上回る計画とし、下半期の損益につきましては粗利益20百万円の増加と経費30百万円削減（退職金

の見直し等人件費の削減30百万円）により前年下半期実績を上回る計画といたしております。 

以上により通期の業績予想につきましては37,000百万円（前期比0.5％減）、営業利益10百万円（前期比16.3％

減）、経常利益50百万円（前期比5.7％減）、当期純利益25百万円（前期比69.0％減）を見込み、通期の業績見通し

につきましては変更いたしません。 

 また、当社の配当金は引続き１株あたり4円を予定しております。 
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４．その他 

（１）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簡便な会計処理 

 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に

著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予想やタックス・プランニングを利

用する方法によっております。 

②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

（２）四半期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当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

②たな卸資産については、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会平成18年７月５日企業会計基

準第９号）を第１四半期会計期間から適用し、評価基準については低価法から原価法（収益性低下による簿価切下げ

の方法）に変更しております。 

これによる損益に与える影響はありません。  

（追加情報） 

有形固定資産の耐用年数の変更 

法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、有形固定資産の耐用年数を見直した結果、機械及び装置の耐用

年数を変更しております。   

これによる損益に与える影響は、軽微であります。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 382,729 510,509

受取手形及び売掛金 2,416,524 2,240,408

商品 1,248,117 1,002,022

前払費用 8,306 7,292

繰延税金資産 42,237 56,021

その他 47,063 14,437

貸倒引当金 △201,234 △265,367

流動資産合計 3,943,744 3,565,324

固定資産   

有形固定資産 732,344 741,957

無形固定資産 2,579 2,623

投資その他の資産   

投資有価証券 484,191 425,402

関係会社株式 186,380 210,425

破産更生債権等 235,074 167,716

繰延税金資産 340,229 316,460

その他 98,654 102,875

貸倒引当金 △188,199 △121,876

投資その他の資産合計 1,156,329 1,101,004

固定資産合計 1,891,254 1,845,585

資産合計 5,834,998 5,410,910

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,275,914 1,220,218

短期借入金 1,800,000 1,335,000

1年内返済予定の長期借入金 39,290 96,890

未払法人税等 4,998 6,622

賞与引当金 11,516 12,260

その他 170,558 192,556

流動負債合計 3,302,277 2,863,547

固定負債   

長期借入金 27,520 33,815

退職給付引当金 647,196 648,208

役員退職慰労引当金 15,375 15,375

長期預り保証金 65,450 65,450

固定負債合計 755,541 762,848

負債合計 4,057,819 3,626,396
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 829,100 829,100

資本剰余金 648,925 648,925

利益剰余金 341,565 384,703

自己株式 △8,755 △8,206

株主資本合計 1,810,835 1,854,521

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △33,656 △70,007

評価・換算差額等合計 △33,656 △70,007

純資産合計 1,777,178 1,784,514

負債純資産合計 5,834,998 5,410,910
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 16,906,439

売上原価 16,095,379

売上総利益 811,060

販売費及び一般管理費  

売上高割市場使用料 39,933

出荷奨励金 19,095

完納奨励金 45,523

運賃及び荷造費 121,301

保管費 84,401

役員報酬 19,777

従業員給料及び手当 307,139

賞与引当金繰入額 18,737

退職給付費用 19,628

福利厚生費 68,187

賃借料 31,852

租税公課 6,151

減価償却費 13,321

貸倒引当金繰入額 2,190

その他の経費 105,534

販売費及び一般管理費合計 902,779

営業利益 △91,718

営業外収益  

受取利息 963

受取配当金 59,230

受取賃貸料 33,878

雑収入 2,760

営業外収益合計 96,833

営業外費用  

支払利息 13,660

賃貸費用 17,475

雑損失 0

営業外費用合計 31,136

経常利益 △26,021

特別利益  

関係会社株式売却益 1,955

特別利益合計 1,955

特別損失  

固定資産除却損 1,956

特別損失合計 1,956

税引前四半期純利益 △26,023

法人税、住民税及び事業税 2,020

法人税等調整額 △9,984

法人税等合計 △7,964

四半期純利益 △18,058
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当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

（３）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

（４）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 

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   17,862,748 100.0 

Ⅱ 売上原価   17,011,006 95.2 

売上総利益   851,741 4.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   888,632 5.0 

営業損失（△）   △36,890 △0.2 

Ⅳ 営業外収益   61,668 0.3 

Ⅴ 営業外費用   28,915 0.2 

経常損失（△）   △4,138 △0.0 

Ⅵ 特別損失   95,735 0.5 

税引前中間純損失（△）   △99,874 △0.6 

法人税、住民税及び事業税 2,020     

法人税等調整額 13,675 15,695 0.1 

中間純損失（△）   △115,569 △0.7 
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６．その他の情報 

（重要な後発事象） 

株式の取得による子会社化 

当社は、平成20年９月16日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成20年10月１日付で川崎魚市場株式会社の株

式を取得し子会社化しました。なお、当社は川崎魚市場株式会社を関係当局の承認の下に平成20年12月１日付で吸

収合併する予定であり、その詳細については、平成20年9月16日付「川崎魚市場株式会社の株式の取得（子会社化）

及び同社の吸収合併に関するお知らせ」で公表いたしたとおりであります。 

（１）株式取得の目的 

当社は横浜市中央卸売市場で水産物の卸売業を行っておりますが、当社の関連会社で川崎市中央卸売市場におい

て水産物卸売業を行っている川崎魚市場株式会社を完全子会社化し、吸収合併することによりスケールメリット

（売上の拡大に伴う仕入価格の低下等）と効率運営（管理コストの低減等）を実現するためであります。 

（２）株式の取得先 

① 商号     東都水産株式会社 

② 代表者    代表取締役社長 関本 吉成 

③ 本店所在地  東京都中央区築地５丁目２番１号 

④ 主な事業内容 水産物卸売業 

⑤ 当社との関係 資本関係 該当事項はありません。 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 当社と東都水産株式会社とは商品の売買を行っております。 

（３）子会社となる会社の概要(平成20年３月31現在） 

① 商号     川崎魚市場株式会社 

② 主な事業内容 水産物卸売業 

③ 資本金の額  200百万円 

④ 純資産の額  1,263百万円 

⑤ 総資産の額  4,035百万円 

⑥ 従業員数   49名 

（４） 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有割合の状況 

① 異動前の所有株式数 200,000株（所有割合 50％） 

② 取得株式数     200,000株（取得価額 420百万円） 

③ 異動後の所有株式数 400,000株（所有割合 100％） 

（５）支払資金の調達及び支払方法 

取得価額全額を銀行借入し、取得相手先会社の指定口座へ送金いたしました。 
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