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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 27,294 ― 256 ― 345 ― 228 ―

20年3月期第3四半期 14,971 △9.9 △113 ― △93 ― △194 ―

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3四半期 2.72 ―

20年3月期第3四半期 △4.84 ―

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3四半期 14,392 5,302 35.9 61.68
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3四半期  5,166百万円 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」欄をご参照ください。）  

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。なお、上記業績予想に関する事項は、2ページ「定性的情報・財務諸表等 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3四半期以降における状況は、当社の年間の状況を把握するうえで大
変重要な時期であるため、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3四半期  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3四半期  33,898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3四半期  83,758,181株 20年3月期第3四半期  40,083,359株



 当第３四半期累計期間(平成20年４月～平成20年12月)におけるわが国経済は、米国でのサブプライムローンに端を

発する世界的な金融危機の影響に加え、秋口からの世界的な株式市場の急落や為替相場の大幅変動により、輸出産業

を中心として大きく業績が落ち込みました。他方で、国内の雇用状況の悪化懸念など先行きに対する不安感が国内の

設備投資や個人消費を著しく圧迫し、景気の減速が一層強まる展開となりました。 

 水産・食品業界におきましては、こうした国内景気の悪化を背景に、個人消費が低迷し、冷蔵倉庫業界におきまし

ても、輸入品の搬入量の改善はあったものの、荷動きの低迷により取扱数量の減少が見られました。 

 このような状況のもと、当社グループは当期より、従来の水産卸機能のほか４月には中央魚類株式会社の子会社中

央冷凍株式会社と合併することにより同社の冷蔵保管機能を有することとなり、さらには平成20年３月に連結子会社

とした株式会社水産流通のリテールサポート機能、また、８月には中央フーズ株式会社を水産流通の子会社とし、そ

の機能をさらに強固なものとして、企業基盤を堅調に拡大して厳しい経営環境に対処しております。その結果、当第

３四半期連結累計期間の業績は、売上高272億94百万円（前年同期149億71百万円）、経常利益３億45百万円（前年同

期93百万円の損失）、四半期純利益は２億28百万円（前年同期１億94百万円の純損失）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。 

 なお、当第３四半期連結会計期間より、従来の「冷蔵事業」を「冷蔵倉庫事業」、「水産事業」を「水産物卸売事

業」に名称変更しております。 

(1) 冷蔵倉庫事業 

 冷蔵倉庫事業は、上期、中国産冷凍食品の搬入減により入庫量が減少し、当第３四半期連結会計期間（平成20

年10月～平成20年12月）以降、世界的な不況による消費の低迷に伴い出庫量が減少する一方、円高並びに季節的

要因による入庫増も加わり、在庫量が急増いたしました。その結果、売上高は26億82百万円となりましたが、諸

経費の削減効果等により１億16百万円の営業利益となりました。 

(2) 水産物卸売事業 

 水産物卸売事業は、個人所得の伸び悩みや個人消費の低迷の影響を受けて、売上高は246億12百万円となりま

したが、事業内容の見直しと効率化などにより２億７百万円の営業利益となりました。 

  

（注）前年同期は水産物卸売事業のみのため、事業の種類別セグメントの開示は行っておりません。 

  

(1) 資産の部 

  当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前期末比75億13百万円増加し143億92百万円となりました。 

  流動資産は、売掛金、商品等が増加したため関係会社預け金等を取り崩しましたが、合併に伴う現預金の受入

の影響等もあり、24億40百万円増加の89億39百万円となりました。 

  固定資産も、合併に伴う有形固定資産の受入の影響等により、50億73百万円増加し54億52百万円となりまし

た。 

(2) 負債の部 

 当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、合併に伴い前連結会計年度末に比較して58億39百万円増加し90億

89百万円となりました。 

 流動負債は、買掛金の増加等により、31億18百万円増加し、59億68百万円となりました。固定負債は合併によ

る長期借入金等の受入れにより27億20百万円増加の31億21百万円となりました。 

(3) 純資産の部 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、合併に伴う資本金、剰余金等の受入れと第３四半期累計期間純

利益２億28百万円により16億74百万円増加の53億２百万円となりました。 

  

  

 (1) 業績予想について 

 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７月29日に公表いたしました業績予想に変更はございま

せん。 

 個別業績予想の修正につきましては、本日付（1/29）で別途公表しております「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご覧ください。  

  

  

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 



 平成20年８月１日付けで、中央フーズ㈱を連結子会社としております。詳細は、平成20年７月17日公表の「当

社連結子会社による孫会社の取得に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

   

 ① 固定資産の減価償却の方法 

 連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定しております。 

 ② 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものから変動がないと認められるため、前連結会計年度末にお

いて用いた一般債権の貸倒実績率を使用しております。 

  

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） 

（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 

（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 四半期連結財務諸表に関する会計基準の適用 

 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及び評価方法 

 棚卸資産については、従来、主として総平均法による低価法によっておりましたが、当第１四半期連結会

計期間より、親会社の会計方針に合わせるため、総平均法から個別法に変更しております。また、通常の販

売目的で保有する棚卸資産については、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成

18年７月５日)が適用されたことに伴い、個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切り下げの方法）により算定しております。これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前

四半期純利益はそれぞれ８百万円減少しております。 

 ③ リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

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(平成５年６月17日(企業会計審

議会第一部会)、平成19年３月30日改正))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(平成６年１月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年３月30日改正))が平成

20年４月１日以降開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理に

よっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法につい

ては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 これらの会計基準等適用により、リース資産が有形固定資産に51百万円計上されておりますが、損益に与

える影響は軽微であります。 

 ④ 税金費用の計算 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果

会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該実効税率を乗じて計算しております。

     なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  



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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 984 357

受取手形及び売掛金 5,514 2,659

商品 1,259 1,028

原材料 81 38

貯蔵品 15 22

仕掛品 0 2

関係会社預け金 893 2,332

その他 246 94

貸倒引当金 △54 △37

流動資産合計 8,939 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 △5,895 △378

建物及び構築物（純額） 3,282 194

機械装置及び運搬具 2,444 52

減価償却累計額 △1,621 △36

機械装置及び運搬具（純額） 823 16

工具、器具及び備品 205 74

減価償却累計額 △136 △65

工具、器具及び備品（純額） 69 9

リース資産 54 －

減価償却累計額 △3 －

リース資産（純額） 51 －

土地 827 25

有形固定資産合計 5,054 245

無形固定資産   

ソフトウエア 23 27

電話加入権 9 4

無形固定資産合計 33 32

投資その他の資産   

投資有価証券 73 5

長期貸付金 18 20

繰延税金資産 188 －

その他 85 75

投資その他の資産合計 365 100

固定資産合計 5,452 379

資産合計 14,392 6,878



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 4,821 2,520

1年内返済予定の長期借入金 464 －

未払費用 464 181

未払法人税等 15 20

賞与引当金 18 29

預り金 151 19

リース債務 11  

その他 21 77

流動負債合計 5,968 2,849

固定負債   

長期借入金 1,457 －

退職給付引当金 1,058 342

役員退職慰労引当金 41 31

本社移転損失引当金 147 －

長期預り保証金 34 25

リース債務 42 －

負ののれん 339 －

その他 － 0

固定負債合計 3,121 400

負債合計 9,089 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 1,457 664

自己株式 △0 △4

株主資本合計 5,164 3,544

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1 0

評価・換算差額等合計 1 0

少数株主持分 136 83

純資産合計 5,302 3,627

負債純資産合計 14,392 6,878



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 27,294

売上原価 25,120

売上総利益 2,174

販売費及び一般管理費 1,917

営業利益 256

営業外収益  

受取利息 13

受取配当金 1

負ののれん償却額 27

雑収入 82

営業外収益合計 124

営業外費用  

支払利息 32

雑支出 3

営業外費用合計 36

経常利益 345

特別損失  

本社移転費用 23

特別損失合計 23

税金等調整前四半期純利益 321

法人税、住民税及び事業税 52

法人税等合計 52

少数株主利益 40

四半期純利益 228



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 321

減価償却費 341

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4

退職給付引当金の増減額（△は減少） 44

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9

賞与引当金の増減額（△は減少） △48

受取利息及び受取配当金 △15

支払利息 32

負ののれん償却額 △27

売上債権の増減額（△は増加） △2,178

その他の流動資産の増減額（△は増加） △27

たな卸資産の増減額（△は増加） △254

仕入債務の増減額（△は減少） 1,993

未払消費税等の増減額（△は減少） △78

その他 83

小計 199

利息及び配当金の受取額 14

利息の支払額 △32

法人税等の支払額 △21

営業活動によるキャッシュ・フロー 160

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 △1,095

無形固定資産の取得による支出 △1

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

短期貸付けによる支出 △10

長期貸付金の回収による収入 1

短期貸付金の回収による収入 20

差入保証金の回収による収入 38

投資活動によるキャッシュ・フロー △953

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 △395

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 △336

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,129

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

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,867



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 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、冷蔵倉庫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倉庫事業が加わり、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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  

  

  （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) 冷蔵倉庫事業   水産物等の冷蔵保管 

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

      ３.事業の種類別セグメントの名称の変更  

  当第３四半期連結会計期間より、従来の「冷蔵事業」を「冷蔵倉庫事業」、「水産事業」を「水産物卸売

事業」に名称変更しております。なお、変更は名称のみでありますので、これによるセグメント情報に与え

る影響はありません。 

  

 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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
冷蔵倉庫事業
（百万円） 

水産物卸売事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  2,682  24,612  27,294  －  27,294

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 33  －  33 (33)  －

計  2,715  24,612  27,328 (33)  27,294

営業利益  116  207  324 (67)  256

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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、 

第３四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。  



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  14,971

Ⅱ 売上原価  14,007

売上総利益  964

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,077

営業利益 △113

Ⅳ 営業外収益      

 受取利息及び受取配当金  4

 その他の営業外収益  30

   計     34 

Ⅴ 営業外費用      

 支払利息  2

 持分法による投資損失  8

 その他の営業外費用  3

   計  14

経常利益 △93

Ⅵ 特別損失      

 過年度役員退職慰労引当
金繰入額  74

 不正関連損失  19

   計  94

税金等調整前四半期純利益 △187

税金費用  6

四半期純利益 △194



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー      

 税金等調整前四半期純利
益 

△187

 減価償却費  7

売上債権の増減額（△増
加） 

△764

 たな卸資産の増減額（△
増加）  857

 仕入債務の増減額（△減
少） 

△381

 持分法による投資損失  8

 その他  100

小計 △361

 法人税等の支払額 △9

 そ  の  他  0

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△369

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー      

 短期貸付金の貸付による
支出 

△24

 長期貸付金の回収による
収入  11

 有形固定資産取得による
支出 

△0

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△12

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー      

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 

△0

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額） 

△382

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期末
残高  251



前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31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。 

  

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31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。 

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31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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