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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 69,263 ― △199 ― △154 ― △544 ―

20年3月期第3四半期 67,016 △0.9 30 △70.3 381 11.2 452 △43.1

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 △24.25 ―

20年3月期第3四半期 20.17 ―

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 23,373 8,695 37.2 387.25
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3四半期  8,695百万円 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  

（注）詳細は、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。  

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 89,600 1.6 △310 ― △260 ― △750 ― △33.40

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．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。 
２．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3四半期 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3四半期 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3四半期 22,454,133株 20年3月期第3四半期 22,456,174株
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 当第３四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、先行き不透明感が一層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３四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692億63百万円となりました

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１億99百万円で経常損失は１億54百

万円となり、投資有価証券売却益（７億58百万円）等を特別利益に計上し、投資有価証券評価損（12億６百万円）等

を特別損失に計上した結果、四半期純損失は５億44百万円となりました。 

 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。 

 水産物卸売業部門においては、売上高687億94百万円、営業損失２億50百万円となりました。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４億12百万円、営業利益24百万円となり

ました。不動産賃貸業部門は売上高56百万円、営業利益26百万円となりました。  

  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は233億73百万円となり、前連結会計年度末に比べ29億77百万円増加いたし

ました。流動資産は140億55百万円となり、29億71百万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93億17百万円となり、５百万円増加いたしました。これは投資有価証券等の減少と、建物等の

有形固定資産の増加が主因です。 

 当第３四半期末の負債は146億78百万円となり、前連結会計年度末に比べ40億39百万円増加いたしました。   

  流動負債は122億93百万円となり、30億40百万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23億84百万円となり、９億98百万円増加いたしました。主な要因は、長期借入金の増加によるものです。

 上記の結果、当第３四半期末の純資産は86億95百万円となり、自己資本比率は、前連結会計年度末の47.8％から

37.2％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５億13百万円増加し、19億48百万円となりました。 

《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17億54百万円となりました。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６億41百万円となりました。これは投資有価証券の売却による収入などによるもので

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29億15百万円となりました。これは主に借入金の増加によるものであります。   

  

  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11月７日発表の「平成21年３月期第２四半期決算

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

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 

2



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。  

  

該当事項はありません。 

   

 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。   

  

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 1,948 1,434

受取手形及び売掛金 6,515 5,733

前渡金 392 561

商品及び製品 4,944 3,085

原材料及び貯蔵品 65 126

その他 621 675

貸倒引当金 △431 △531

流動資産合計 14,055 11,084

固定資産   

有形固定資産 2,441 1,563

無形固定資産 69 69

投資その他の資産   

投資有価証券 6,722 7,592

その他 295 270

貸倒引当金 △211 △183

投資その他の資産合計 6,806 7,679

固定資産合計 9,317 9,312

資産合計 23,373 20,396

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,712 3,149

短期借入金 7,159 4,540

1年内償還予定の社債 700 700

未払法人税等 22 8

賞与引当金 12 53

その他 687 802

流動負債合計 12,293 9,253

固定負債   

社債 500 500

長期借入金 497 －

繰延税金負債 86 181

退職給付引当金 679 605

役員退職慰労引当金 89 86

その他 532 11

固定負債合計 2,384 1,385

負債合計 14,678 10,639
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（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) 

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 5,581 6,261

自己株式 △4 △4

株主資本合計 8,923 9,603

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △172 210

繰延ヘッジ損益 0 －

土地再評価差額金 △56 △56

評価・換算差額等合計 △228 153

純資産合計 8,695 9,757

負債純資産合計 23,373 20,396
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（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 69,263

売上原価 65,791

売上総利益 3,471

販売費及び一般管理費 3,671

営業損失（△） △199

営業外収益  

受取利息 80

受取配当金 112

その他 33

営業外収益合計 225

営業外費用  

支払利息 73

有価証券運用損 81

その他 24

営業外費用合計 180

経常損失（△） △154

特別利益  

投資有価証券売却益 758

貸倒引当金戻入額 71

固定資産売却益 158

補助金収入 66

特別利益合計 1,055

特別損失  

投資有価証券評価損 1,206

固定資産圧縮損 66

特別損失合計 1,272

税金等調整前四半期純損失（△） △371

法人税等 173

四半期純損失（△） △544
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 24,892

売上原価 23,608

売上総利益 1,283

販売費及び一般管理費 1,284

営業損失（△） △0

営業外収益  

受取利息 27

受取配当金 30

有価証券運用益 21

その他 5

営業外収益合計 85

営業外費用  

支払利息 27

その他 12

営業外費用合計 40

経常利益 45

特別利益  

投資有価証券売却益 242

貸倒引当金戻入額 55

補助金収入 66

固定資産売却益 158

特別利益合計 522

特別損失  

投資有価証券評価損 745

固定資産圧縮損 66

特別損失合計 812

税金等調整前四半期純損失（△） △244

法人税等 171

四半期純損失（△） △415
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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（△） △371

減価償却費 80

貸倒引当金の増減額（△は減少） △71

賞与引当金の増減額（△は減少） △40

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2

退職給付引当金の増減額（△は減少） 74

受取利息及び受取配当金 △192

支払利息 73

投資有価証券売却損益（△は益） △776

有価証券運用損益（△は益） 1,305

補助金収入 △66

固定資産圧縮損 66

有形固定資産売却損益（△は益） △153

売上債権の増減額（△は増加） △808

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,799

前渡金の増減額（△は増加） 169

仕入債務の増減額（△は減少） 563

その他 190

小計 △1,754

法人税等の支払額 △5

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,760

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 △852

有形固定資産の売却による収入 176

投資有価証券の取得による支出 △1,375

投資有価証券の売却による収入 1,183

貸付金の回収による収入 15

利息及び配当金の受取額 183

その他 27

投資活動によるキャッシュ・フロー △641

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） 2,619

長期借入れによる収入 497

自己株式の取得による支出 △0

利息の支払額 △67

配当金の支払額 △132

その他 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,915

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 513

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 1,948
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（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  67,016

Ⅱ 売上原価  63,482

売上総利益  3,533

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,503

営業利益  30

Ⅳ 営業外収益  430

Ⅴ 営業外費用  79

経常利益  381

Ⅵ 特別利益  103

Ⅶ 特別損失  23

税金等調整前四半期純利益  462

法人税、住民税及び事業税  9

法人税等調整額 △0

少数株主利益  0

四半期純利益  452
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