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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 29,422 ― △31 ― 49 ― 30 ―
20年3月期第3四半期 28,944 ― 34 ― 72 ― 44 ―

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 4.82 ―
20年3月期第3四半期 7.02 ―

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 8,884 1,826 20.6 291.42
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3四半期  1,826百万円 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 ― ― ― 4.00 4.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

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  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 42,000 12.9 △10 ― 100 88.5 60 △25.6 ―

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3四半期  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3四半期  22,657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3四半期  6,268,734株 20年3月期第3四半期  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３四半期累計期間における我国経済は、米国発の全世界的不況が我国にも波及し、輸出、内需の減少並びに円

高等により、景気が急激に悪化し、水産物流通業界も需要が減退したため大変厳しい情況となりました。 

 この様な情況下におきまして、当社は規模の拡大と効率化を図るため、平成20年12月1日付で川崎魚市場株式会社

を吸収合併いたしました。（平成20年9月16日付公表） 

 この結果、売上高は合併により1,972百万円増加（12月分）しましたが、既存事業の売上高が販売不振により、

1,494百万円減少したため、29,422百万円（前年同期比1.7％増）と477百万円の増加に止どまりました。 

 損益につきましては、合併による営業利益の増加は20百万円ありましたが、既存事業の売上高減少による売上総利

益の減少に加え原油高等による物流費の増加等により、既存事業の営業利益が86百万円減少いたしました。 

 この為営業損益は31百万円の損失（前年同期 営業利益34百万円）となりました。営業外損益は受取配当金36百万

円増加及び負ののれん償却8百万円増加等により改善し、経常利益49百万円（前年同期比32.1％減）、四半期純利益

30百万円（前年同期比31.5％減）となりました。 

 「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３四半期末の総資産は売掛金及び棚卸資産が3,278百万円増加したこと等により、前期末比3,473百万円増加

し、8,884百万円となりました。負債は買掛金1,965百万円、短期借入金445百万円、負ののれん509百万円各々増加し

たこと等により、前期末比3,431百万円増加し、7,058百万円となりました。純資産はその他有価証券評価差額金が37

百万円増加したこと等により、前期末比41百万円増加し、1,826百万円となりました。 

 資産・負債の増加の要因は、売上が12月に集中するため、売掛金・買掛金が増加していることと、平成20年12月1

日付で川崎魚市場株式会社を吸収合併したことによるものであります。 

 合併により受入した資産・負債の内容は９頁を参照願います。 

３．業績予想に関する定性的情報 

 通期の業績予想は、全世界的な経済不況により、我国の景気が急速に悪化し、水産物に対する需要が減少しており

ますが、当社は平成20年12月１日付で川崎魚市場株式会社を合併したことにより、売上高が増加すること並びに既存

事業の売上減少により営業利益は減少するものの、合併により生じた負ののれんの償却等で、経常利益、当期純利益

が増加する見込みとなりましたので、平成20年５月20日に公表した通期業績予想数値を修正いたします。 

 詳細は、本日（平成21年２月12日付）発表した、「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照願います。 

 なお、平成20年５月20日の決算短信で公表しました通期の業績予想との差異は以下のとおりとなっております。 

  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） 37,000 10 50 25 － 

今回修正予想（Ｂ） 42,000 △10 100 60 － 

増減額（Ｂ－Ａ） 5,000 △20 50 35 － 

増減率（％） 13.5 － 100.0 140.0 － 

前期実績 37,196 11 53 80 － 
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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 

棚卸資産の評価方法 

当第３四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期会計期間末の実地棚卸高を基

礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

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、前事業年度末の検討において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングに当該著しい変化又は大幅な変動による影響を加味したものを使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）を当第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、当第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３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 452,545 510,509

受取手形及び売掛金 5,222,742 2,240,408

商品 1,291,415 1,002,022

前払費用 3,923 7,292

繰延税金資産 69,252 56,021

その他 133,170 14,437

貸倒引当金 △305,421 △265,367

流動資産合計 6,867,627 3,565,324

固定資産   

有形固定資産 761,745 741,957

無形固定資産 8,044 2,623

投資その他の資産   

投資有価証券 517,670 425,402

関係会社株式 86,380 210,425

破産更生債権等 280,836 167,716

繰延税金資産 445,497 316,460

その他 182,229 102,875

貸倒引当金 △265,491 △121,876

投資その他の資産合計 1,247,122 1,101,004

固定資産合計 2,016,912 1,845,585

資産合計 8,884,540 5,410,910

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,315,564 1,220,218

短期借入金 1,780,000 1,335,000

1年内返済予定の長期借入金 102,790 96,890

未払法人税等 8,425 6,622

賞与引当金 6,237 12,260

その他 332,150 192,556

流動負債合計 5,545,168 2,863,547

固定負債   

長期借入金 94,220 33,815

退職給付引当金 818,967 648,208

役員退職慰労引当金 15,375 15,375

負ののれん 509,934 －

長期預り保証金 74,450 65,450

固定負債合計 1,512,946 762,848

負債合計 7,058,115 3,626,396
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 389,813 384,703

自己株式 △9,062 △8,206

株主資本合計 1,858,775 1,854,521

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △32,349 △70,007

評価・換算差額等合計 △32,349 △70,007

純資産合計 1,826,425 1,784,514

負債純資産合計 8,884,540 5,410,910
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 29,422,147

売上原価 28,005,391

売上総利益 1,416,756

販売費及び一般管理費  

売上高割市場使用料 69,568

出荷奨励金 33,415

完納奨励金 78,319

運賃及び荷造費 197,292

保管費 137,098

役員報酬 29,581

従業員給料及び手当 486,027

賞与引当金繰入額 30,030

退職給付費用 30,120

福利厚生費 109,176

賃借料 49,737

租税公課 9,557

減価償却費 21,239

貸倒引当金繰入額 8,989

その他の経費 158,464

販売費及び一般管理費合計 1,448,619

営業利益 △31,862

営業外収益  

受取利息 1,803

受取配当金 64,024

負ののれん償却額 8,642

受取賃貸料 49,778

雑収入 3,810

営業外収益合計 128,060

営業外費用  

支払利息 22,309

賃貸費用 24,593

雑損失 0

営業外費用合計 46,903

経常利益 49,293

特別利益  

関係会社株式売却益 1,955

固定資産売却益 44

特別利益合計 1,999

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 49,337

法人税、住民税及び事業税 3,176

法人税等調整額 15,972

法人税等合計 19,148

四半期純利益 30,189
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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等 

四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（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（千円） 

Ⅰ 売上高 28,944,269 

Ⅱ 売上原価 27,559,739 

売上総利益 1,384,529 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,350,528 

営業利益 34,001 

Ⅳ 営業外収益 82,316 

Ⅴ 営業外費用 43,719 

経常利益 72,598 

Ⅵ 特別利益 1,365 

Ⅶ 特別損失 1,217 

税引前四半期純利益 72,746 

税金費用 28,698 

四半期純利益 44,047 
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６．その他の情報 

（企業結合等関係） 

（１）企業結合日に受入れた資産及び引受けた負債の額並びにその内訳 

流動資産 

 固定資産 

2,066,211千円

230,458千円

資産合計  2,296,670千円

流動負債 

 固定負債 

1,089,813千円

686,856千円

負債合計  1,776,670千円
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