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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） 

（注）当連結会計年度より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成20年３月期第３四半期の数値及び対前年同四半期増減率については記載しておりません。  

(2) 連結財政状態 

（注）当連結会計年度より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成20年３月期については記載しておりません。   

(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 19,129 ― 609 ― 618 ― △259 ―
20年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 △17.76 ―
20年3月期第3四半期 ― ―

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 15,147 11,966 79.0 818.59
20年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  11,967百万円 20年3月期  ―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  

現時点では期末配当予想額は未定であります。（「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 ― ― ― 25.00 25.00
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  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 25,810 ― 925 ― 1,100 ― 50 ― 3.42

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、４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、４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10月30日に公表いたしました連結予想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見通し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３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」をご覧下さい。 
３．期末配当予想につきましては、有価証券の減損損失が不確定であることから、現時点で具体的な金額は未定としております。当期の通期実績及び配当政策等を総合
的に勘案した上で決定する予定であります。 
４．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 無

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  14,620,000株 20年3月期  14,620,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  100株 20年3月期  ―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  14,619,927株 20年3月期第3四半期  14,620,000株



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３四半期連結累計期間(平成20年４月１日～平成20年12月31日)におけるわが国の経済は、原油など原材料価

格高騰の影響を受ける中、世界的な金融不安、為替相場の大きな変動等により、企業業績の悪化や雇用不安の増大

などもあり、急激な景気後退の局面に入ってまいりました。 

小売業界においても、従来にも増して生活者の購買行動はシビアとなり、不要不急な商品の購入取りやめと廉価

志向が急速に高まってまいりました。 

水産業界でも、資源枯渇の議論が高まる中、夏には漁業生産者の操業停止等もあり、これを機に魚の価格は高い

との憶測も起き、買い控え現象が起こりました。 

また、秋以降は、この数年魚価の高騰が懸念されていた中で世界的に不況感が高まり、需給の逆転現象が発生

し、魚価が下落する局面となりました。 

このような環境の中、当社グループ(当社及び連結子会社)の業績は、小売事業では既存店舗で前年実績を超過す

るなど堅調に推移し、飲食事業も業界各社苦戦している現環境下としては安定した業績を継続しております。卸売

事業は当社では事業構造の見直しによる売上高の減少がありましたが、米国子会社の営業開始による売上増加があ

り、グループ合計の売上高は191億29百万円となりました。 

経費の面では、新規店舗の開店費用や米国子会社の先行投資が発生した結果、営業利益は６億９百万円、経常利

益は６億18百万円となりました。 

特別損益では、当第３四半期連結会計期間末に保有する有価証券の時価の下落率が当社規程における減損の基準

を上回ったため、投資有価証券評価損８億66百万円を計上する等、特別損失が９億円超発生いたしました。この結

果、四半期純損失は２億59百万円となりました。 

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。 

①小売事業 

 小売事業におきましては、平成20年７月は漁業者の一斉休漁に関する報道により「魚が高い」とのイメージが社

会に広まり、魚介類の買い控えが起こり厳しい売上となりましたが、当社としては既存店舗の活性化に取り組み、

他の月は概ね好調に推移いたしました。とりわけ、秋以降世界的不況が進行する中、魚食がブームになりつつあっ

た海外では魚は高級食であった事もあり、需要が急速にしぼみ、価格が下落する局面となりました。 

当社は仕入力の強さを発揮し、良い品を安く仕入れお客様に提供することに努力し、スーパーマーケット等が鮮

魚販売で苦戦する中、既存店舗の売上高は前年を上回る実績を上げる事ができました。 

この間、平成20年４月にグランデュオ蒲田東館内に蒲田店(東京都大田区)、11月に川崎駅ビルＢＥ内に川崎店

(神奈川県川崎市)を開店した他、７月に大宮ルミネ２号店内に寿司のイートインコーナーをオープンいたしまし

た。一方で、同年４月に梅島店(東京都足立区)、７月に大宮ルミネ１号店(埼玉県さいたま市)、９月に蓮田店(埼玉

県蓮田市)を効率化の観点等より閉鎖いたしました。また、前期末の平成20年３月に開店した池袋店、北上尾店の波

及効果もありました。 

その結果、売上高は152億20百万円、営業利益は８億93百万円となりました。 

②飲食事業 

 飲食事業におきましては、売上高は当期に入り概ね好調に推移していたところ、第３四半期会計期間に入り不況

の影響を受け、飲食業界全体の売上高が落ち込んだ中、鮮魚専門店ならではのメニューの充実、サービスレベルの

向上に取り組みましたが、ランチは好調な推移を示すものの、ディナーが厳しい状況で、既存店舗の売上高の対前

年同期比は第３四半期累計期間では前年より若干の落ち込みとなりました。 

 この間、平成20年７月に魚力海鮮寿司大手町店(東京都千代田区)を開店いたしました。 

その結果、売上高は８億83百万円、営業損失は１百万円となりました。 

③卸売事業 

 卸売事業におきましては、当社の売上高は食品スーパーを中心とした既存取引先の改廃による売上の落ち込み

や、前年計上されたメーカーへの原材料の販売が減少したことにより、前年同期の売上高実績を大きく下回りまし

たが、平成20年４月より事業を開始した米国子会社ウオリキ・フレッシュ・インクの売上高が７億47百万円となっ

たことにより、グループ卸売事業の売上高は30億25百万円となりました。 

 営業損益では、当社の売上高減少に伴う粗利益高の減少と米国子会社の基盤整備と事業拡大に向けた先行投資が

大きく、営業損失79百万円となりました。 

  



当第３四半期連結会計期間末の総資産は、151億47百万円となりました。 

流動資産は50億87百万円となりました。その主な内訳は現金及び預金、売掛金、商品等であります。 

固定資産は100億60百万円となりました。その主な内訳は投資有価証券50億30百万円、有形固定資産26億80百万円

等であります。  

負債合計は31億81百万円となりました。その主な内訳は買掛金、未払金等であります。 

純資産は119億66百万円となりました。その主な内訳は利益剰余金108億90百万円、資本金15億63百万円等であり、

自己資本比率は79.0％となりました。  

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は（以下「資金」という。）は、10億９百万円となりま

した。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、１億28百万円の収入となりました。主なプラス要因は、投資有価証券

評価損８億66百万円、仕入債務の増加額６億86百万円、減価償却費２億46百万円であり、主なマイナス要因は、売上

債権の増加額11億76百万円、法人税等の支払額４億82百万円等であります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、７億28百万円の支出となりました。主な要因は、有形固定資産の取得

による支出４億56百万円、投資有価証券の取得による支出４億38百万円等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」は、３億65百万円の支出となりました。主な要因は、配当金の支払額３億

65百万円等によるものであります。 

   

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 

当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年12月31日）における業績は、ほぼ計画のとおり推移して

いることから、売上高、営業利益、経常利益は、平成20年10月30日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っ

ておりません。しかしながら、平成21年１月６日に公表いたしました「有価証券の減損処理に伴う特別損失の発生に

関するお知らせ」のとおり、平成21年３月期第３四半期末に保有する有価証券の減損処理を行い、投資有価証券評価

損８億66百万円を特別損失に計上いたしました。 

投資有価証券の減損処理につきましては、四半期洗替え法を採用しておりますので、 終的には年度末(平成21年

３月末)の時価によって評価損の額は確定いたします。 

今回の予想に関しましては、平成21年１月６日に公表いたしました数値をもとに通期の当期純利益予想を算出し、

前回予想から修正しております。  

（通期） 

  

  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 

前回発表予想（Ａ）  25,810  925  1,100  540  36  94

今回修正予想（Ｂ）  25,810  925  1,100  50  3  42

増減額（Ｂ－Ａ）  －  －  －  △490  －   

増減率（％）  －  －  －  △90.7 －   



該当事項はありません。 

  

（簡便な会計処理） 

固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、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する方法によ

っております。 

  

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 

 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。 

  



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 1,012,303

売掛金 2,314,966

商品 1,346,285

貯蔵品 17,540

その他 396,766

流動資産合計 5,087,862

固定資産  

有形固定資産 2,680,337

無形固定資産 98,043

投資その他の資産  

投資有価証券 5,030,582

その他 2,251,044

投資その他の資産合計 7,281,626

固定資産合計 10,060,007

資産合計 15,147,869

負債の部  

流動負債  

買掛金 1,547,340

未払金 877,741

未払法人税等 6,209

賞与引当金 125,026

その他 170,965

流動負債合計 2,727,284

固定負債  

退職給付引当金 5,795

その他 448,098

固定負債合計 453,893

負債合計 3,181,177

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,563,620

資本剰余金 1,441,946

利益剰余金 10,890,055

自己株式 △119

株主資本合計 13,895,502

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 △892,335

土地再評価差額金 △1,039,645

為替換算調整勘定 4,168

評価・換算差額等合計 △1,927,812

少数株主持分 △997

純資産合計 11,966,692

負債純資産合計 15,147,869



（２）四半期連結損益計算書 
  （第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 19,129,363

売上原価 11,336,467

売上総利益 7,792,895

販売費及び一般管理費 7,182,955

営業利益 609,939

営業外収益  

受取利息 52,623

受取配当金 20,250

不動産賃貸料 19,170

雑収入 18,884

営業外収益合計 110,928

営業外費用  

支払利息 427

不動産賃貸費用 10,861

デリバティブ評価損 44,980

為替差損 45,722

営業外費用合計 101,992

経常利益 618,876

特別利益  

固定資産売却益 152

特別利益合計 152

特別損失  

固定資産売却損 39

固定資産除却損 24,900

減損損失 13,202

投資有価証券評価損 866,887

その他 4,160

特別損失合計 909,189

税金等調整前四半期純損失（△） △290,161

法人税、住民税及び事業税 20,999

法人税等調整額 △40,217

法人税等合計 △19,217

少数株主損失（△） △11,364

四半期純損失（△） △259,578



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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損失（△） △290,161

減価償却費 246,190

賞与引当金の増減額（△は減少） △106,525

退職給付引当金の増減額（△は減少） △674

受取利息及び受取配当金 △72,874

支払利息 427

為替差損益（△は益） 45,983

デリバティブ評価損益（△は益） 44,980

投資有価証券評価損益（△は益） 866,887

売上債権の増減額（△は増加） △1,176,072

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,334

仕入債務の増減額（△は減少） 686,403

未払金の増減額（△は減少） 243,677

その他 62,131

小計 540,039

利息及び配当金の受取額 70,978

利息の支払額 △427

法人税等の支払額 △482,430

営業活動によるキャッシュ・フロー 128,159

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 △456,323

投資有価証券の取得による支出 △438,973

投資有価証券の売却による収入 199,480

その他 △32,592

投資活動によるキャッシュ・フロー △728,409

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 400,000

短期借入金の返済による支出 △400,000

自己株式の取得による支出 △119

配当金の支払額 △365,197

財務活動によるキャッシュ・フロー △365,317

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,775

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △968,342

現金及び現金同等物の期首残高 1,893,721

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

84,171

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,009,550



 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。 

  

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 

事業区分は、販売方法の類似性を考慮し、小売事業、飲食事業、卸売事業に区分しております。 

２．各区分に属する主要な事業内容 

  

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） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

  

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） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、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〕 

  
小売事業 
（千円） 

飲食事業 
（千円） 

卸売事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  15,220,130  883,288  3,025,943  19,129,363  －  19,129,363

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  68,224  68,224  (68,224)  －

  計  15,220,130  883,288  3,094,168  19,197,587  (68,224)  19,129,363

  営業利益又は営業損失（△）  893,553  △1,410  △79,611  812,530  (202,591)  609,939

事業区分 主要な事業内容 

小売事業 鮮魚（冷凍品、加工品、塩干魚等含む）、寿司の小売販売 

飲食事業 一般寿司店、海鮮居酒屋の経営 

卸売事業 国内外食品スーパー、飲食店、食品メーカー等への魚介類卸売 

〔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 

該当事項はありません。 
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