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平成21年３月期　第１四半期決算短信の一部訂正について

　平成20年８月14日に発表いたしました「平成21年３月期　第１四半期決算短信」について、一部訂正すべき事項がありました

ので下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。

記

（百万円未満切捨て）

( )

連結経営成績（累計）

(訂正前)

円 銭

(訂正後)

円 銭

(訂正前)

（参考） 自己資本

(訂正後)

（参考） 自己資本

総資産 純資産

百万円 百万円

21年3月期第1四半期

株 式 会 社 大 水

平 成 21 年 5 月 11 日

各 位

7,500百万円 

～ 平成20年6月30日平 成 20 年 4 月 1 日

24.8

7,589 23.2

―

7,589百万円 20年3月期

139

8.46

539 44

銭

21年3月期第1四半期 32,644

7,50020年3月期 30,194

―― 201 ― 125

211 ― 117

円

四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％％

21年3月期第1四半期 42,329 ― 161

百万円 ％ 百万円

―

546

―

01

自己資本比率 １株当たり純資産

円 銭％

(2)連結財政状態

（％表示は対前年同四半期増減率）

四半期純利益売上高 営業利益 経常利益

8.98

営業利益 経常利益

21年3月期第1四半期 ―

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

20年3月期第1四半期 ―

１． 平成21年３月期第１四半期の連結業績

売上高

20年3月期第1四半期 42,786 △ 8.5

(1)

百万円 ％ 百万円

21年3月期第1四半期 41,378 ― 88

％

― 137 ― 25 ―

％ 百万円 ％ 百万円

― ― ―

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

― ― ―20年3月期第1四半期

円 銭

―

20年3月期第1四半期 ―

21年3月期第1四半期 1.83 ―

68

百万円 百万円 ％

１株当たり純資産

45320年3月期

円 銭

21年3月期第1四半期 32,471 6,306 19.4 453

21.0

総資産 純資産 自己資本比率

―

76

21年3月期第1四半期 6,306百万円 20年3月期 6,308百万円 

30,070 6,308
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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

　（前略）

(訂正前)

  　　こうしたなか、当社グループは、急激な環境変化に対応するためグループ各社の連携を密にして、集荷販売に傾注す

　　るとともに業務の効率化、経費の削減に努め、経営基盤の強化に努めた結果、当第1四半期連結会計期間の業績は、売

　　上高423億29百万円、営業利益１億61百万円、経常利益２億11百万円となりました。また、特別利益に投資有価証券売

　　却益（86百万円）、特別損失に投資有価証券評価損（１億32百万円）を計上し、税金費用（63百万円）を差し引いた四

　　半期純利益は１億17百万円となりました。

　　　事業別では、水産物販売事業は原油価格の高騰によるコスト高や世界的な魚食拡大の影響から一部の商品では価格が

　　上昇しており、一時の魚価安には歯止めが掛かりつつありますが、消費は依然低迷している状況で、売上高は422億42

　　百万円となりました。一方、冷蔵倉庫等事業では主力保管品であった中国産ウナギ加工品の入庫が大幅に減少し売上高

　　は86百万円となりました。

(訂正後)

  　　こうしたなか、当社グループは、急激な環境変化に対応するためグループ各社の連携を密にして、集荷販売に傾注す

　　るとともに業務の効率化、経費の削減に努め、経営基盤の強化に努めた結果、当第1四半期連結会計期間の業績は、売

　　上高413億78百万円、営業利益88百万円、経常利益１億37百万円となりました。また、特別利益に投資有価証券売却益

　　（86百万円）、特別損失に投資有価証券評価損（１億32百万円）を計上し、税金費用（63百万円）を差し引いた四半期

　　純利益は25百万円となりました。

　　　事業別では、水産物販売事業は原油価格の高騰によるコスト高や世界的な魚食拡大の影響から一部の商品では価格が

　　上昇しており、一時の魚価安には歯止めが掛かりつつありますが、消費は依然低迷している状況で、売上高は412億92

　　百万円となりました。一方、冷蔵倉庫等事業では主力保管品であった中国産ウナギ加工品の入庫が大幅に減少し売上高

　　は86百万円となりました。

　２.連結財政状態に関する定性的情報

　　　（１）資産、負債及び純資産の状況

(訂正前)

　　　　当第１四半期末の総資産は、326億44百万円（前連結会計年度末比8.1％増）となりました。これは主に将来の加工原料不足に備え

　　　るため、商品及び製品が17億37百万円増加したことによるものであります。

　　　　負債につきましては、250億54百万円（同10.4％増）となりました。これは主に仕入債務の増加（13億97百万円）や短期借入金の増

　　　加（６億90百万円）によるものであります。

　　　　また、「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））等の適用に伴いリース資産及びリース債務を３億10百万円オンバランス化したことも資産及び負債の増加の要因であります。

　　　　純資産につきましては、75億89百万円（同1.2％増）となりました。これは主に四半期純利益（１億17百万円）、その他有価証券評価

　　　差額金の増加（１億81百万円）、配当金の支払（２億８百万円）によるものであります。

(訂正後)

　　　　当第１四半期末の総資産は、324億71百万円（前連結会計年度末比8.0％増）となりました。これは主に将来の加工原料不足に備え

　　　るため、商品及び製品が16億88百万円増加したことによるものであります。

　　　　負債につきましては、261億65百万円（同10.1％増）となりました。これは主に仕入債務の増加（13億68百万円）や短期借入金の増

　　　加（６億90百万円）によるものであります。

　　　　また、「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））等の適用に伴いリース資産及びリース債務を３億10百万円オンバランス化したことも資産及び負債の増加の要因であります。

　　　　純資産につきましては、63億６百万円（同0.0％増）となりました。これは主に四半期純利益（25百万円）、その他有価証券評価差額

　　　金の増加（１億81百万円）、配当金の支払（２億８百万円）によるものであります。
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　　　（２）キャッシュ・フローに関する分析

(訂正前)

　　　　当第１四半期連結期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は21億４百万円となり、前連結会計年度末に比べて１億

　　　12百万円減少しました。その要因は次のとおりであります。

　　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　　営業活動にて使用した資金は、４億22百万円となりました。これはたな卸資産が17億37百万円増加した一方で、仕入債務

　　の増加は13億88百万円にとどまったことによるものであります。

　（後略）

(訂正後)

　　　　当第１四半期連結期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は21億４百万円となり、前連結会計年度末に比べて１億

　　　12百万円減少しました。その要因は次のとおりであります。

　　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　　営業活動にて使用した資金は、４億22百万円となりました。これはたな卸資産が16億88百万円増加した一方で、仕入債務

　　の増加は13億59百万円にとどまったことによるものであります。

　（後略）
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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

(訂正前)

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 2,104 2,217

　　受取手形及び売掛金 14,712 14,555

　　有価証券 150 150

　　商品及び製品 5,134 3,397

　　繰延税金資産 251 195

　　その他 390 129

　　貸倒引当金 △ 285 △ 239

　　流動資産合計 22,457 20,405

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物及び構築物(純額) 1,216 1,237

　　　土地 3,455 3,455

　　　その他(純額) 350 74

　　　有形固定資産合計 5,021 4,767

　　無形固定資産 92 60

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 3,687 3,676

　　　長期貸付金 1,028 806

　　　破産更生債権等 1,003 1,030

　　　固定化営業債権 1,572 1,583

　　　繰延税金資産 1,062 1,179

　　　その他 65 66

　　　貸倒引当金 △ 3,347 △ 3,382

　　　投資その他の資産合計 5,072 4,961

　　固定資産合計 10,186 9,789

　資産合計 32,644 30,194

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30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)
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負債の部

　流動負債

　　支払手形及び買掛金 10,098 8,701

　　短期借入金 8,911 8,221

　　未払金 410 359

　　未払法人税等 120 263

　　未払費用 395 32

　　賞与引当金 66 239

　　その他 206 190

　　流動負債合計 20,209 18,008

　固定負債

　　長期借入金 59 64

　　退職給付引当金 3,187 3,221

　　役員退職慰労引当金 531 569

　　長期預り保証金 387 389

　　再評価に係る繰延税金負債 430 430

　　繰延税金負債 20 11

　　その他 228 ―

　　固定負債合計 4,845 4,686

　負債合計 25,054 22,694

純資産の部

　株主資本

　　資本金 2,352 2,352

　　資本剰余金 2,012 2,012

　　利益剰余金 3,933 4,024

　　自己株式 △ 669 △ 668

　　株主資本合計 7,628 7,720

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 722 540

　　土地再評価差額金 △ 761 △ 761

　　評価・換算差額等合計 △ 38 △ 220

　純資産合計 7,589 7,500

負債純資産合計 32,644 30,194

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30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)
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(訂正後)

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 2,104 2,217

　　受取手形及び売掛金 14,712 14,555

　　有価証券 150 150

　　商品及び製品 4,961 3,273

　　繰延税金資産 251 195

　　その他 390 129

　　貸倒引当金 △ 285 △ 239

　　流動資産合計 22,284 20,281

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物及び構築物(純額) 1,216 1,237

　　　土地 3,455 3,455

　　　その他(純額) 350 74

　　　有形固定資産合計 5,021 4,767

　　無形固定資産 92 60

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 3,687 3,676

　　　長期貸付金 1,028 806

　　　破産更生債権等 1,003 1,030

　　　固定化営業債権 1,572 1,583

　　　繰延税金資産 1,062 1,179

　　　その他 65 66

　　　貸倒引当金 △ 3,347 △ 3,382

　　　投資その他の資産合計 5,072 4,961

　　固定資産合計 10,186 9,789

　資産合計 32,471 30,070

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30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)
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負債の部

　流動負債

　　支払手形及び買掛金 10,103 8,735

　　短期借入金 8,911 8,221

　　未払金 1,515 1,392

　　未払法人税等 120 263

　　未払費用 395 32

　　賞与引当金 66 239

　　その他 206 190

　　流動負債合計 21,320 19,075

　固定負債

　　長期借入金 59 64

　　退職給付引当金 3,187 3,221

　　役員退職慰労引当金 531 569

　　長期預り保証金 387 389

　　再評価に係る繰延税金負債 430 430

　　繰延税金負債 20 11

　　その他 228 ―

　　固定負債合計 4,845 4,686

　負債合計 26,165 23,761

純資産の部

　株主資本

　　資本金 2,352 2,352

　　資本剰余金 2,012 2,012

　　利益剰余金 2,649 2,832

　　自己株式 △ 669 △ 668

　　株主資本合計 6,345 6,529

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 722 540

　　土地再評価差額金 △ 761 △ 761

　　評価・換算差額等合計 △ 38 △ 220

　純資産合計 6,306 6,308

負債純資産合計 32,471 30,070

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30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)
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　（２）四半期連結損益計算書
    （第１四半期連結累計期間）

(訂正前)

売上高 42,329

売上原価 40,443

売上総利益 1,886

販売費及び一般管理費 1,724

営業利益 161

営業外利益

　受取利息 2

　受取配当金 39

　受取賃貸料 39

　天然ガス売却額 16

　その他 10

　営業外収益合計 108

営業外費用

　支払利息 23

　賃貸費用 16

　天然ガス売却原価 17

　その他 0

　営業外費用合計 58

経常利益 211

特別利益

　投資有価証券売却益 86

　貸倒引当金戻入額 16

　特別利益合計 102

特別損失

　投資有価証券評価損 132

　特別損失合計 132

税金等調整前四半期純利益 181

法人税、住民税及び事業税 118

法人税等調整額 △ 54

法人税等合計
63

四半期純利益
117

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

（単位：百万円）
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(訂正後)

売上高 41,378

売上原価 39,566

売上総利益 1,812

販売費及び一般管理費 1,724

営業利益 88

営業外利益

　受取利息 2

　受取配当金 39

　受取賃貸料 39

　天然ガス売却額 16

　その他 10

　営業外収益合計 108

営業外費用

　支払利息 23

　賃貸費用 16

　天然ガス売却原価 17

　その他 0

　営業外費用合計 58

経常利益 137

特別利益

　投資有価証券売却益 86

　貸倒引当金戻入額 16

　特別利益合計 102

特別損失

　投資有価証券評価損 132

　不正取引関連損失 18

　特別損失合計 150

税金等調整前四半期純利益 89

法人税、住民税及び事業税 118

法人税等調整額 △ 54

法人税等合計
63

四半期純利益
25

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

（単位：百万円）
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　（3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(訂正前) （単位：百万円）

 当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日

 　至 平成20年６月30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 181

　減価償却費 54

　賞与引当金の増減額（△は減少） △ 173

　退職給付引当金の増加額（△は減少） △ 33

　役員退職慰労引当金の増加額（△減少） △ 37

　貸倒引当金の増減額（△は減少） 10

　受取利息及び受取配当金 △ 42

　支払利息 23

　投資有価証券売却損益（△は益） △ 86

　投資有価証券評価損益（△は益） 132

　売上債権の増減額（△は増加） △ 118

　たな卸資産の増減額（△は増加） △ 1,737

　その他の資産の増減額（△は増加） △ 60

　仕入債務の増減額（△は減少） 1,388

　その他の負債の増減額（△は減少） 407

　未払消費税等の増減額（△は減少） △ 93

　小計 △ 185

　利息及び配当金の受取額 42

　利息の支払額 △ 26

　法人税等の支払額 △ 253

　営業活動によるキャッシュ・フロー △ 422

投資活動によるキャッシュ・フロー

　有価証券の取得による支出 △ 99

　有価証券の売却による収入 99

　投資有価証券の取得による支出 △ 94

　投資有価証券の売却による収入 133

　有形固定資産の取得による支出 △ 6

　貸付けによる支出 △ 375

　貸付金の回収による収入 159

　その他 　　　　　　　　　　　　　　△0

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 184

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） 690

　長期借入金の返済による支出 △ 5

　自己株式の取得による支出 △ 1

　自己株式の売却による収入 0

　配当金の支払額 △ 167

　リース債務の返済による支出 △ 21

　財務活動によるキャッシュ・フロー 494

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 112

現金及び現金同等物期首残高 2,217

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,104

－10－



(訂正後) （単位：百万円）

 当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日

 　至 平成20年６月30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 89

　減価償却費 54

　賞与引当金の増減額（△は減少） △ 173

　退職給付引当金の増加額（△は減少） △ 33

　役員退職慰労引当金の増加額（△減少） △ 37

　貸倒引当金の増減額（△は減少） 10

　受取利息及び受取配当金 △ 42

　支払利息 23

　投資有価証券売却損益（△は益） △ 86

　投資有価証券評価損益（△は益） 132

　売上債権の増減額（△は増加） △ 118

　たな卸資産の増減額（△は増加） △ 1,688

　その他の資産の増減額（△は増加） △ 60

　仕入債務の増減額（△は減少） 1,359

　その他の負債の増減額（△は減少） 479

　未払消費税等の増減額（△は減少） △ 93

　小計 △ 185

　利息及び配当金の受取額 42

　利息の支払額 △ 26

　法人税等の支払額 △ 253

　営業活動によるキャッシュ・フロー △ 422

投資活動によるキャッシュ・フロー

　有価証券の取得による支出 △ 99

　有価証券の売却による収入 99

　投資有価証券の取得による支出 △ 94

　投資有価証券の売却による収入 133

　有形固定資産の取得による支出 △ 6

　貸付けによる支出 △ 375

　貸付金の回収による収入 159

　その他 　　　　　　　　　　　　　　△0

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 184

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） 690

　長期借入金の返済による支出 △ 5

　自己株式の取得による支出 △ 1

　自己株式の売却による収入 0

　配当金の支払額 △ 167

　リース債務の返済による支出 △ 21

　財務活動によるキャッシュ・フロー 494

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 112

現金及び現金同等物期首残高 2,217

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,104

－11－



【追加情報】

(訂正前)

(訂正後)

　当社元部長による循環取引等の不適切な取引が過年度より

行われていましたので、過大に計上されていた売上高および

仕入高を修正するとともに不適切な取引にかかる損失および

債務計上する等、必要と認められる修正を行いました。

払うべき金額1,244百万円は未払い金に含めて計上しておりま

す。また、当該取引に関連して当連結会計年度に発生した損

失18百万円は特別損失に不正取引関連損失として計上してお

ります。

　当該不適切な取引により、今後会社が関係した取引先に支

(自　平成20年４月１日

　至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結会計期間

当第１四半期連結会計期間

(自　平成20年４月１日

　至　平成20年６月30日)
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「参考資料」
　前四半期に係る財務諸表等

　　（１）（要約）四半期連結損益計算書

(訂正前)

Ⅰ　売上高

Ⅱ　売上原価

　　売上総利益

Ⅲ　販売費及び一般管理費

　　営業利益

Ⅳ　営業外利益

Ⅴ　営業外費用

　　経常利益

Ⅵ　特別利益

Ⅶ　特別損失

　　税金等調整前四半期純利益

　　法人税、住民税及び事業税

　　法人税等調整額

　　四半期純利益

(訂正後)

<削除>

金額（百万円）

前年同四半期
(平成20年３月期
　第１四半期)

42,786

40,944

1,842

1,703

139

科目

125

22

186

137

△ 76

119

57

201

6

－13－



　（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

区分

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 186      

　　減価償却費 32      

　　引当金の増加額 71      

　　受取利息及び受取配当金 △ 53      

　　支払利息 29      

　　売上債権の減少額 2,008      

　　たな卸資産の増加額 △ 2,390      

　　仕入債務の増加額 1,191      

　　その他 6      

　小計 1,081      

　　利息及び配当金の受取額 53      

　　利息の支払額 △ 6      

　　法人税等の受取額 △ 23      

　営業活動によるキャッシュ・フロー 1,104      

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　定期預金の預入による支出 △ 60      

　　定期預金の払戻による収入 50      

　　投資有価証券の取得による支出 △ 189      

　　投資有価証券の売却による収入 158      

　　貸付による支出 △ 470      

　　貸付金の回収による収入 273      

　　その他 △ 6      

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 244      

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　短期借入金の純減少額 △ 1,460      

　　長期借入金の返済による支出 △ 5      

　　配当金の支払額 △ 150      

　　その他 　　　　　　　　　　　　　             　△0

　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,616      

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額 △ 756      

Ⅴ　現金及び現金同等物期首残高 2,417      

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期末残高 1,660      

(訂正後)

<削除>

金額（百万円）

前年同四半期
(平成20年３月期
　第１四半期)
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