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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 195,372 13.1 △109 ― 193 △70.3 △1,559 ―

20年3月期 172,709 △2.7 351 △53.7 649 △34.9 △82 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △37.58 ― △8.2 0.5 △0.1
20年3月期 △1.98 ― △0.4 1.7 0.2
（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  11百万円

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 38,871 20,416 45.8 433.60
20年3月期 37,173 20,224 54.4 484.25
（参考） 自己資本  21年3月期  17,793百万円 20年3月期  20,224百万円

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 3,237 △1,962 △1,612 5,976
20年3月期 △2,403 △1,597 3,566 3,521

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― 6.00 6.00 250 ― 1.2
21年3月期 ― ― ― 6.00 6.00 246 ― 1.3
22年3月期 
（予想）

― ― ― 6.00 6.00 38.5

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

93,300 △2.4 140 △16.3 250 △25.1 140 60.2 3.41

通期 195,000 △0.2 680 ― 920 376.7 640 ― 15.60



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、23ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情報」をご覧ください。  

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 43,153,000株 20年3月期 43,153,000株
② 期末自己株式数 21年3月期 2,117,176株 20年3月期 1,388,440株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 122,259 △3.3 △272 ― △48 ― △1,516 ―

20年3月期 126,402 △2.5 86 △74.8 539 △18.0 △37 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △36.54 ―

20年3月期 △0.89 ―

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 24,899 12,969 52.1 316.05
20年3月期 28,737 15,821 55.1 378.82
（参考） 自己資本 21年3月期  12,969百万円 20年3月期  15,821百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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
様々な要因により大きく異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、3ページ「1.経営成績 （1）経営成績に関する分析」をご参照ください。 

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

第2四半期 
累計期間

58,000 △5.3 △50 ― 150 54.2 150 ― 3.66

通期 122,000 △0.2 210 ― 490 ― 490 ― 11.94



１．経 営 成 績  

  
(1) 経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、上半期においては原油高、原材料高による商品

価格の高騰が続きましたが、下半期に至って米国のサブプライムローン問題に端を発する

世界的金融危機が深刻さを増し、設備投資の縮小や雇用情勢の悪化を招くなど国内景気は

急激に減速感を強め低調のまま推移いたしました。 

当社グループが主力事業を展開する水産物卸売市場業界におきましては、実体経済の悪

化による消費低迷とともに為替変動の影響も加わって魚価は下落し取扱数量が減少する厳

しい経営環境となりました。 

このような状況のもと、当社グループでは平成 20 年 4 月に連結子会社の中央冷凍(株)と

(株)ホウスイが合併し、合併後の新会社(株)ホウスイが新たに連結対象となったことによ

り、当社グループの当連結会計年度における売上高は195,372百万円(前年同期比13.1％増)

となりましたが、下半期において急激な市況変動による商品在庫評価損が発生したことが

響き、109 百万円の営業損失(前年同期は営業利益 351 百万円)となり、経常利益は 193 百万

円(前年同期比 70.3％減)となりました。当期純利益につきましては、貸倒引当金繰入額等

の計上による特別損失 371 百万円及び繰延税金資産等を取り崩したことによる法人税等調

整額 1,110 百万円の計上により、誠に遺憾ながら 1,559 百万円の当期純損失(前年同期は当

期純損失 82 百万円)となりました。 

当社グループの事業の種類別セグメントごとの概況は次のとおりです。 

水産物卸売事業におきましては、粗利益率の向上やコスト削減を図る一方、積極的な集

荷販売を進めてまいりましたが、ウナギ蒲焼の産地偽装問題発生によって同商品は消費者

の購買意欲が削がれて取扱量が減少し、下半期においては急激な円高と消費需要の減退に

よってマーケットが縮小し、フグやウニなどの高単価商材は販売不振となり、主力商品で

ある冷マグロについては在庫商品評価損が発生して粗利益率の低下をもたらすなど厳しい

状況に陥りました。魚価下落と消費減退は水産物全般におよんで、取扱数量、取扱金額と

も減少に歯止めがかからない状況となりました。 

その結果、水産物卸売事業における売上高は、(株)ホウスイの連結子会社化により

191,275 百万円(前年同期比 13.6％増)となりましたが、営業利益につきましては、誠に遺

憾ながら 487 百万円の営業損失(前年同期は営業損失 64 百万円)となりました。 

冷蔵倉庫事業におきましては、上半期において中国産冷凍食品の搬入減による入庫量の

減少があり、下半期においては円高や季節要因による一部入荷増による在庫量の増加が見

られましたが、世界的不況による国内消費低迷によって出庫量が減少し、全体として荷動

きが鈍り低調のまま推移いたしました。 

その結果、冷蔵倉庫事業における売上高は、増設した冷蔵庫の稼動がありましたものの

全体の減収を補えず 3,405 百万円(前年同期比 2.9％減)となり、営業利益は 64 百万円(前年

同期比 50.9％減)となりました。 



不動産賃貸事業におきましては、一部賃貸物件の稼働率が低下して減収となりました。 

その結果、不動産賃貸事業における売上高は 329 百万円(前年同期比 4.1％減)、営業利益

は 325 百万円(前年同期比 1.6％減)となりました。 

なお、一昨年 12 月に取得した江東区塩浜の駐車場隣接地(約 1,000 坪)については有効活

用を意図してまいりましたが、不動産市況悪化の情勢を鑑みて当面は時間貸駐車場として

暫定的活用を行うことにいたしました。 

荷役事業におきましては、平成 20 年 7 月より足立市場において新たに荷役請負業務を始

めましたが、築地市場における水産物入荷量の減少によって取扱数量が減少し、また、燃

料高騰等による利益率低下や関連業務の不振とが重なり、売上高は 361 百万円(前年同期比

13.6％減)となり、営業利益につきましては 27 百万円の営業損失(前年同期は営業損失 61

百万円)となりました。 

通期連結業績の今後の見通しにつきましては、売上高 195,000 百万円、営業利益 680 百

万円、経常利益 920 百万円、当期純利益 640 百万円を見込んでおります。 

 
 (2)財政状態に関する分析 

  
①資産、負債及び純資産の状況 

平成 20 年 4 月の当社連結子会社中央冷凍㈱と㈱ホウスイとの合併により、当社は平成 20

年 3 月末における㈱ホウスイの資産・負債を時価で引き継いでおります。このため、総資産

は引き継いだ資産により増加し、株式市場の低迷による投資有価証券時価評価額の低下はあ

りましたが、前連結会計年度末に比べ 1,697 百万円増加し、38,871 百万円となりました。

負債は上記合併に伴い引き受けた負債により増加し、借入金の減少はありましたが、前連結

会計年度末に比べ 1,505 百万円増加し、18,454 百万円となりました。純資産は、上記合併

により少数株主持分が 2,623 百万円発生し、その他有価証券評価差額金の減少及び当期純損

失を計上したものの前連結会計年度末に比べ 192 百万円増加し、20,416 百万円となりまし

た。 

②連結キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動におい

て増加したものの、投資活動、財務活動において減少し、前連結会計年度末に比べ 338 百万

円減少しましたが、合併に伴う現金及び現金同等物の増加等により 5,976 百万円となりまし

た。 

(営業活動によるキャッシュ･フロー) 
営業活動の結果獲得した資金は、3,237 百万円（前連結会計期間は営業活動によって使用

した資金 2,403 百万円）となりました。これは、仕入債務の減少等資金の減少はあったもの

の、主に売上債権の減少があったことによるものです。 
(投資活動によるキャッシュフロー) 
投資活動の結果使用した資金は、1,962 百万円（前年同期比 22.9%増）となりました。 
これは、主に冷蔵倉庫事業の冷蔵庫用地取得等及び貸付けによる支出があったことによる

ものです。 
(財務活動によるキャッシュフロー) 



財務活動の結果支出した資金は、1,612 百万円（前連結会計期間は財務活動によって使用

した資金 3,566 百万円）となりました。これは、借入金の純減等によるものです。 
 

 (参考)キャッシュ･フロー関連指標の推移 

  第 58 期 

平成 17 年 3月期

第 59 期 

平成 18 年 3月期

第 60 期 

平成 19 年 3月期

第 61 期 

平成 20 年 3月期

第 62 期 

平成 21 年 3月期

自己資本比率(%) 58.2 60.0 59.6 54.4 45.8 

時価ベースの自己資本比率(%) 44.4 48.0 52.8 37.2 25.9 

ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ対有利子負債比率 (年)  8.9  1.5 － － 2.0 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ(倍)  8.3  43.5 － － 32.4 

(注)自己資本比率 : 自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率 : 株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー有利子負債比率: 有利子負債／キャッシュ・フロー 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ : キャッシュ・フロー／利払い   
(注１)各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております｡ 

(注２)株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

(注３)キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

(注４)有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象と

しております。  
  
(3)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 

当社は卸売市場法による水産物卸売業者としての公共的使命のもとで業績向上をはかり、

企業の安定的基盤を確保するとともに、株主の皆様への利益還元を 重要政策の一つと考

えて事業の経営に当っております。 

株主配当金につきましては、業績に対応した配当を行うことを基本としつつ、営業基盤

の強化や財務の健全性あるいは今後の事業展開への備えなどを総合的に勘案し、安定した

配当の継続に意を注いでまいります。 

内部留保資金は企業体質の一層の強化と市場環境の変化に対応する営業力の強化に役立

てる所存であります。 

なお、当期の期末配当金につきましては、誠に遺憾ながら当期純損失を計上するに至り

ましたが、安定配当を継続する方針のもと 1 株につき普通配当 6 円を予定しております。 

次期の期末配当金につきましては、当期と同じく 1 株につき普通配当 6 円を予定してお

ります。 

  
(4)事業等のリスク 

 

当社グループの経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があると考えられる重要

なリスクは以下のとおりです。 
  
① 市況変動等について 

当社グループの主たる事業である水産物卸売事業においては、天候･海流等自然条件によ



る漁獲量の変動、漁業資源に対する漁獲制限･輸入制限、需給動向、為替相場などの要因に

より、水産物の市場入荷量や価格等に大幅な変動が生じる可能性があります。 

② 法的規制について 

当社グループの主たる事業である水産物卸売事業は、市場流通面からは卸売市場法の規

制を受け、食品取扱面からは食品衛生法及びＪＡＳ法等の規制を受けております。したが

って、これらの法改正やこれらの法規制にかかる事故等が生じた場合は、市場業務や業績

等に少なからぬ影響を与える可能性があります。 

特に、改正卸売市場法では買付集荷が自由化され、また、同法に基づく東京都中央卸売

市場条例により平成 21年度からは受託販売にかかる定率手数料の弾力化が予定されており

ます。これにより、市場取引における収益構造に変化が生じて当社グループの業績に大き

な影響を及ぼす可能性があります。 

③ 売掛債権等の貸倒れについて 

当社グループでは、売掛債権等の貸倒れリスクについては与信管理の強化、貸倒引当金

積増しなどの対応策をとっておりますが、魚価下落と市場外流通の増加などの影響により、

各市場における一部販売先にあっては企業体力が弱まり、売掛債権について貸倒れリスク

が高まる可能性があります。一方、出荷者に対する前渡金債権についても、漁獲量の変動

や魚価下落などの影響により、一部出荷者にあっては同様のリスクが高まる可能性があり

ます。 

④ コンピューターシステム障害について 

当社グループ会社間は当社をセンターとしたオンラインシステムで結ばれており、保守

管理やセキュリティには 大限の力を注いでおりますが、外部要因を含めてこれらのシス

テムに何らかの障害が生じた場合は、当社グループ全体の事業運営に大きな影響を及ぼす

可能性があります。 

⑤ 自然災害について 

当社グループの事業活動は首都圏に集中しているため、この地域において地震等大規模

自然災害が生じた場合は、卸売市場設備、冷蔵倉庫設備、不動産設備等が毀損して、人的

被害も含めて甚大な損失が生じる可能性があり、また、当社グループにおけるすべての事

業又は一部の事業が一時的又は中長期的に中断される可能性があります。 

  
なお、上記事項は本書提出日現在における判断であり、不確実要素が含まれておりま

す。また、当社グループにおける将来の経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性

があると考えられる要因は上記事項に限定されるものではありません。 



２.企業集団の状況 
 
当社グループは、当社及び子会社 8社で構成され、主として水産物及びその加工製品の卸売

事業を営むとともに、その事業に関連する冷蔵倉庫事業及び荷役事業を展開しております。又、

当社及び子会社が保有する不動産の一部を賃貸業務に供しております。 
当社グループの事業内容及び当該事業における位置付けは次のとおりです。 
なお、事業区分と事業の種類別セグメント情報の区分は同一であります。 
 
事 業 区 分 事 業 の 内 容 会 社 名 

水産物卸売事業 
東京都内及び千葉県内の公設卸売市場ならびに市場

外において水産物及びその加工製品の卸売業等を営

んでおります。 

中  央  魚  類  (株 ) 
船橋中央魚類 (株 ) 
千葉中央魚類 (株 ) 
柏  魚  市  場  (株 ) 
(株 ) ホ  ウ  ス  イ 
(株 ) 水  産  流  通 
恵  光  水  産  (株 ) 
中 央 フ ー ズ(株) 

   

   

 
東京都中央卸売市場築地市場及び足立市場において

水産物等の荷役業を営んでおります。 中  央  小  揚  (株 ) 

 
(注) 1．平成 20 年４月１日付で､(株)ホウスイと当社の連結子会社であった中央冷凍(株)が合併し、中央冷凍(株)

は解散し、存続会社となった(株)ホウスイが新たに当社の連結子会社となっております。これにより、

(株)ホウスイの連結子会社である(株)水産流通及び恵光水産(株)も当社の連結子会社(孫会社)となって

おります。 
２．平成 20 年８月１日付で、(株)水産流通は当社の非連結子会社であった中央フーズ(株)の全株式の 60%

を取得し同社を子会社化しております。これにより中央フーズ(株)は当社の新たな連結子会社(ひ孫会

社)となっております。 

冷蔵倉庫事業 首都圏において冷蔵倉庫業を営んでおります。 (株 ) ホ  ウ  ス  イ

保有する不動産の一部を賃貸業務に供しております。不動産賃貸事業 中 央 魚 類 (株 )他 

荷 役 事 業 



 
事業の系統図は次のとおりです。 

 
得     意     先 

 

 

                                               
 
 

 
  

当  社 
＜築地市場･足立市場＞ 

(商品) 

 

 

※ 船橋中央魚類(株) 

※ 千葉中央魚類(株) 

※ 柏 魚 市 場 (株) 

＜千葉県内各市場＞ 
 
       (荷役)                                                  

 
 
 

冷蔵倉庫事業(東京都・千葉県・神奈川県内に 8 工場) 

水産物卸売事業＜市場外＞ 

※ 中央小揚(株) 

 

※ (株)ホウスイ 

 

 

 

＜不動産賃貸事業＞  水産物卸売事業＜関連サービス＞ 

※当    社 

※柏魚市場(株) 

※中央小揚(株) 

 ※ (株 )水産流通 
※ 恵光水産 (株 ) 
※ 中央フーズ(株) 

 

 

商品売買の流れ         

役務の流れ  

 

 

※ 連結子会社 
 

(荷役) (冷蔵保管) (商品)  (商品) 

(冷蔵保管) (商品) (商品)

 

(商品) 

水産物卸売事業 水産物卸売事業 

荷  役  事  業 

(冷蔵保管) 



３. 経 営 方 針 

 

(1)会社の経営の基本方針 

 

当社は、東京都中央卸売市場の公認された水産物卸売業者として、全国各地や海

外から集荷した大量の生鮮・冷凍・塩干加工の各水産物の卸売を営む会社を中核とす

るグループを形成しております。 

経営の基本理念として、堅実と信用を旨とし、株主、取引先、従業員そして地域

社会に信頼され且つ貢献していくことを心掛けております。 

水産物卸売事業におきましては、水産物の生産・加工両面での世界各地における

変化や国内消費ニーズの変化を背景に、常に新しい商品や商材の開発を心掛け、種類

と量との豊富な品揃えに注力し、各市場の中核を担う卸売会社として責任を果たして

まいります。 

冷蔵倉庫事業におきましては、首都圏における物流基幹各地に８工場を配置し、

各種冷凍・冷蔵品の保管配送の拠点として食品物流の効率化に努めてまいります。 

不動産賃貸事業は保有する資産の有効活用を図りグループ企業の財務の健全化の

一翼を担い、荷役事業は水産物卸売事業の市場内での物流を担ってまいります。 

 

(2)目標とする経営指標 

 

当社グループでは、経営目標として連結経常利益８億円以上を目指しております。 

 

(3)中長期的な会社の経営戦略 

 

国内外における生産需給事情の変化に即応しつつ取引先との連携を深め、広汎な

情報収集と新商品開発への前向きな取組みによって集荷販売力を強化するとともに、

信用力の根幹である財務体質とコンプライアンス体制の強化に努めてまいります。 

また、期初において(株)ホウスイを子会社化し業容が拡大したことから、グルー

プ各社がもつそれぞれの機能を融合し相互に協働する仕組みを構築して、市場内外に

おける水産物流通機能を強固なものとし、激しさ増す競争に勝ち残り続ける企業とな

ることを目指します。 

 

(4)会社の対処すべき課題 

 

水産物卸売市場業界では、水産資源の減少、漁獲規制の強化、マグロ漁船の減船等

の影響によって商材確保のための集荷コストは上昇し、市場法改正による規制緩和や

流通チャネル多様化によって市場内外における販売競争は激化し、また、少子高齢化

や人口減に加え生活形態の変化によって国内消費者マーケットは縮小傾向にあるな

ど、当社グループを取り巻く経営環境は厳しさを増してきております。 

このような状況の中、水産物卸売事業におきましては、食品の品質や表示等にかか

る様々な問題が続出し消費者に不安や疑念を抱かせているため、卸売市場における公

共的使命を担う企業として食の安全･安心の重要性を従来にも増して強く認識し、消

費者視点に立った食品の信頼性の確保と向上を図ってまいります。また、品質管理委

員設置等による一層の品質管理の向上、債権管理強化等による健全な財務体質の構築、

商品の適正在庫量の管理強化、物流費等のコスト削減、末端ニーズの吸い上げと新商



品の開発、細やかな顧客対応、グループ内人員配置の適正化、グループ会社間の連携

による拡販などに意を用いてまいります。 

冷蔵倉庫事業におきましては、すでに取得している国際品質規格 ISO‐9001 を活用

して顧客満足度をより一層高め、新たに増設した冷蔵倉庫については確実な集荷体制

を構築し、また、グループ会社との連携による保管から末端までの一気通貫の物流サ

ービスを担って、着実な事業の拡充を図ってまいります。 

不動産賃貸事業におきましては、現有賃貸物件のサービス向上やメンテナンス強化

等によって稼働率を高め、安定した収益の確保を目指します。 

荷役事業おきましては、新たに進出した足立市場における荷役業務を安定軌道に乗

せて、築地市場における荷役業務とあわせて合理的な人員配置と効率的な業務運営に

よって収益の確保を図り、また、関連業務のさらなる拡大に力を注いでまいります。 

当社グループは、関連事業も含めて水産物卸売市場業界の中核として取引先各位に

信頼され、社会から必要とされる企業グループとして努力してまいります。 



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   
流動資産   

現金及び預金 3,557 ※1  4,659 

受取手形及び売掛金 11,106 10,829 
前渡金 224 106 
たな卸資産 4,895 － 
商品及び製品 － 5,701 
原材料及び貯蔵品 － 17 
預け金 － 1,362 
繰延税金資産 564 491 
その他 712 833 
貸倒引当金 △1,084 △1,096 

流動資産合計 19,976 22,902 
固定資産   

有形固定資産   
建物及び構築物（純額） ※1  3,714 ※1  4,299 

機械装置及び運搬具（純額） ※1  651 ※1  820 

土地 ※1  3,077 ※1  3,640 

建設仮勘定 535 － 
その他（純額） 91 201 
有形固定資産合計 8,071 8,961 

無形固定資産   
借地権・その他 1,314 1,336 
のれん 2 － 

無形固定資産合計 1,316 1,336 
投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  6,004 ※2  4,272 

長期貸付金 708 740 
差入保証金 175 218 
繰延税金資産 630 293 
その他 1,577 1,026 
貸倒引当金 △1,286 △881 

投資その他の資産合計 7,809 5,670 

固定資産合計 17,197 15,968 

資産合計 37,173 38,871 



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   
流動負債   

支払手形及び買掛金 5,059 6,882 
短期借入金 ※1  5,341 3,990 
1年内返済予定の長期借入金 － ※1  464 

未払法人税等 21 38 
賞与引当金 206 220 
役員賞与引当金 6 15 
その他 916 ※1  1,009 

流動負債合計 11,552 12,620 
固定負債   

長期借入金 ※1  2,367 ※1  2,032 

繰延税金負債 236 268 
退職給付引当金 1,554 1,943 
役員退職慰労引当金 283 322 
本社移転損失引当金 302 302 
負ののれん － 245 
その他 651 718 
固定負債合計 5,396 5,833 

負債合計 16,949 18,454 
純資産の部   

株主資本   
資本金 2,995 2,995 
資本剰余金 1,342 1,342 
利益剰余金 16,004 14,688 
自己株式 △259 △400 

株主資本合計 20,083 18,626 
評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 141 △833 

評価・換算差額等合計 141 △833 

少数株主持分 － 2,623 
純資産合計 20,224 20,416 

負債純資産合計 37,173 38,871 



（２）連結損益計算書 
（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 172,709 195,372 
売上原価 165,254 ※1  186,342 

売上総利益 7,454 9,029 
販売費及び一般管理費   

販売諸掛 161 255 
運送費及び保管費 719 1,359 
市場使用料 564 547 
完納奨励金・出荷奨励金 597 559 
貸倒引当金繰入額 107 5 
給料及び手当 3,043 3,824 
賞与引当金繰入額 137 163 
役員賞与引当金繰入額 6 15 
退職給付費用 146 322 
役員退職慰労引当金繰入額 49 58 
福利厚生費 499 566 
その他 1,069 1,462 
販売費及び一般管理費合計 7,102 9,139 

営業利益又は営業損失（△） 351 △109 

営業外収益   
受取利息 47 53 
受取配当金 110 126 
受取手数料 93 63 
持分法による投資利益 11 － 
その他 125 161 
営業外収益合計 388 404 

営業外費用   
支払利息 84 96 
その他 6 5 
営業外費用合計 91 102 

経常利益 649 193 



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別利益   
貸倒引当金戻入額 31 24 
特別利益合計 31 24 

特別損失   
投資有価証券評価損 714 20 
本社移転費用 － 23 
貸倒引当金繰入額 － 301 
固定資産除却損 37 4 
その他 2 19 
特別損失合計 754 371 

税金等調整前当期純損失（△） △73 △153 

法人税、住民税及び事業税 147 132 
法人税等調整額 △138 1,110 
法人税等合計 9 1,243 

少数株主利益 － 162 
当期純損失（△） △82 △1,559 



（３）連結株主資本等変動計算書 
（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

株主資本   
資本金   

前期末残高 2,995 2,995 
当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,995 2,995 
資本剰余金   

前期末残高 1,342 1,342 
当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,342 1,342 
利益剰余金   

前期末残高 16,470 16,004 
当期変動額   

剰余金の配当 △292 △250 
当期純損失（△） △82 △1,559 
持分法の適用範囲の変動 △91 － 
合併による増加 － 482 
連結範囲の変動 － 12 
当期変動額合計 △466 △1,315 

当期末残高 16,004 14,688 
自己株式   

前期末残高 △258 △259 
当期変動額   

自己株式の取得 △0 △140 

当期変動額合計 △0 △140 

当期末残高 △259 △400 

株主資本合計   
前期末残高 20,550 20,083 
当期変動額   

剰余金の配当 △292 △250 
当期純損失（△） △82 △1,559 
自己株式の取得 △0 △140 
持分法の適用範囲の変動 △91 － 
合併による増加 － 482 
連結範囲の変動 － 12 
当期変動額合計 △467 △1,456 

当期末残高 20,083 18,626 



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2,030 141 
当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,889 △974 

当期変動額合計 △1,889 △974 

当期末残高 141 △833 

評価・換算差額等合計   
前期末残高 2,030 141 
当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,889 △974 

当期変動額合計 △1,889 △974 

当期末残高 141 △833 

少数株主持分   
前期末残高 － － 
当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 2,623 
当期変動額合計 － 2,623 

当期末残高 － 2,623 
純資産合計   

前期末残高 22,580 20,224 
当期変動額   

剰余金の配当 △292 △250 
当期純損失（△） △82 △1,559 
自己株式の取得 △0 △140 
持分法の適用範囲の変動 △91 － 
合併による増加 － 482 
連結範囲の変動 － 12 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,889 1,648 

当期変動額合計 △2,356 192 

当期末残高 20,224 20,416 



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   
税金等調整前当期純損失（△） △73 △153 
減価償却費 463 561 
持分法による投資損益（△は益） △11 － 
役員退職慰労・退職給付・賞与引当金等の増減額
（△は減少）

△17 46 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,083 △433 
受取利息及び受取配当金 △158 △180 
支払利息 84 96 
投資有価証券売却損益（△は益） △0 － 
投資有価証券売却損及び減損額 716 20 
売上債権の増減額（△は増加） △1,910 3,261 
前渡金の増減額（△は増加） 255 268 
たな卸資産の増減額（△は増加） △49 280 
仕入債務の増減額（△は減少） △1,169 △1,006 
その他 638 532 
小計 △2,315 3,293 

利息及び配当金の受取額 158 180 
利息の支払額 △84 △100 
法人税等の支払額 △161 △136 

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,403 3,237 

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 △35 － 
有形固定資産の取得による支出 △1,820 △1,206 
投資有価証券の取得による支出 △95 △280 
子会社株式の取得による支出 － △40 
投資有価証券の売却による収入 12 － 
投資有価証券の解約による収入 50 － 
貸付けによる支出 △621 △661 
貸付金の回収による収入 913 235 
その他 － △10 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,597 △1,962 

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 79,704 － 
短期借入金の返済による支出 △77,614 － 
短期借入金の純増減額（△は減少） － △1,163 
長期借入れによる収入 1,876 344 
長期借入金の返済による支出 △105 △402 
配当金の支払額 △292 △250 
自己株式の取得による支出 △0 △140 

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,566 △1,612 



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △434 △338 

現金及び現金同等物の期首残高 3,955 ※1  3,521 

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 2,679 
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 113 
現金及び現金同等物の期末残高 ※1  3,521 ※1  5,976 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１ 連結の範囲に関する 
    事項 

連結子会社 ５社 
 中央冷凍㈱、千葉中央魚類㈱、柏魚市場

㈱、船橋中央魚類㈱、中央小揚㈱ 
 また、非連結子会社㈲マルナカサービス

他１社は、小規模会社であり、総資産、売

上高、当期純損益及び利益剰余金等は、い

づれも、連結財務諸表に重要な影響を及ぼ

していないため除外している。  

連結子会社 ８社 
 ㈱ホウスイ、千葉中央魚類㈱、柏魚市場

㈱、船橋中央魚類㈱、中央小揚㈱、㈱水産流

通、恵光水産㈱、中央フーズ㈱ 
 また、非連結子会社㈲マルナカサービス

は、小規模会社であり、総資産、売上高、当

期純損益及び利益剰余金等は、いづれも、連

結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないた

め除外している。    
２ 持分法の適用に関する

事項 
該当事項なし。 
 なお、持分法適用会社であったニュー浜

屋冷蔵㈱については連結子会社所有の同社

株式を期中に売却している。 
 また、非連結子会社㈲マルナカサービス

他1社及び関連会社東京足立市場荷役運送 
㈱他1社については、当期純損益及び利益 
剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がないためこれら

の会社に対する投資については、持分法を

適用せず原価法によっている。 

該当事項なし。 
 また、非連結子会社㈲マルナカサービス

及び関連会社北海道ペスカ㈱他1社につい

ては、当期純損益及び利益剰余金等に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ、全体としても

重要性がないためこれらの会社に対する投

資については、持分法を適用せず原価法に

よっている。 
 なお、非持分法適用会社であった東京足

立市場荷役運送㈱については期中に解散し

ている。  
３ 連結子会社の事業年度

等に関する事項 
連結子会社の事業年度末日と連結決算日は

一致している。 
同左 

４ 会計処理基準に関する

事項 
(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

たな卸資産 
個別法による低価法により評価して

いる。 
  
  

─────  

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 
たな卸資産 
 個別法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）により評価してい

る。 
（会計方針の変更） 
  当連結会計年度より、「棚卸資産の

評価に関する会計基準」（企業会計基

準第9号 平成18年7月5日公表分）を適

用している。 
 これにより、営業損失及び税金等調

整前当期純損失は、それぞれ215百万円

増加し、経常利益は215百万円減少して

いる。 
 なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載している。  
  有価証券 有価証券 
  その他有価証券 

時価のあるもの 
     期末決算日の市場価格等に基づ 
           く時価法 
     （評価差額は、全部純資産直入 
     法により処理し、売却原価は移

     動平均法により算定） 

その他有価証券 
時価のあるもの 

         同左 
  
      

  時価のないもの 
移動平均法による原価法 

時価のないもの 
同左 



  
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

          デリバティブ 
     時価法 
(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産 
当社及び連結子会社は、主として定

率法（ただし、平成11年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設備を

除く）は定額法）を採用している。 
なお、主な耐用年数は以下のとおり

である。 
建物及び構築物  30～50年 

   デリバティブ 
         同左 
(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 
① 有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

   (会計方針の変更)  
 当社及び連結子会社は、法人税法改

正に伴い、当連結会計期間より、平成

19年4月1日以降に取得した有形固定資

産については、改正後の法人税法に基

づく減価償却の方法に変更している。

 ただし、移転に伴い除却する有形固

定資産については除いている。 
 この変更により営業利益、経常利益

はそれぞれ2百万円減少し、税金等調 
整前当期純損失は2百万円増加してい 
る。 

───── 

   (追加情報)   
 当社及び連結子会社は、法人税法の

改正に伴い、当連結会計期間より、平

成19年3月31日以前に取得した有形固 
定資産については、改正前の法人税法

に基づき減価償却の方法の適用によ

り、取得価額の5％に到達した連結会 
計年度の翌連結会計年度より、取得価

額の5％相当額と備忘価額との差額を5
年間にわたり均等償却し、減価償却費

に含めて計上している。 
 ただし、移転に伴い除却する有形固

定資産については除いている。 
 この変更により営業利益、経常利益

はそれぞれ32百万円減少し、税金等調

整前当期純損失は32百万円増加してい

る。 
 なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載している。  
─────  

  (追加情報)  
――――― 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

有形固定資産の耐用年数の変更 
 一部の連結子会社は機械装置につい

て、財務省令第32号「減価償却資産の

耐用年数等に関する省令の一部を改正

する省令」に基づき、耐用年数を変更

している。 
 これによる損益に与える影響は軽微

である。 



  

  
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  ─────   
  
  
  
  

─────   

② 無形固定資産（リース資産を除く） 
 一部連結子会社は自社利用のソフトウ

ェアについては社内における利用可能

期間（５年間）に基づく定額法を採用

している。 
③ リース資産 
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 
当社及び連結子会社は、リース期間を

耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法を採用している。 
なお、所有権移転外ファイナンス・リ

ースのうち、リース取引開始日が平成

20年3月31日以前のリース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっている。  
  (3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 
債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権及び破産更生

債権等については会社所定の基準に

より計算した金額を計上している。  

(3）重要な引当金の計上基準 
① 貸倒引当金 

同左 
  

  ② 賞与引当金 
従業員に対して支給する賞与に充て

るため、支給見込額に基づき当期負

担額を計上している。 

② 賞与引当金 
同左 

  ③ 役員賞与引当金 
連結子会社1社は役員の賞与の支給

に充てるため、支給見込額に基づき

計上している。 

③ 役員賞与引当金 
連結子会社2社は役員の賞与の支給

に充てるため、支給見込額に基づき

計上している。 
  ④ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき計

上している。 
過去勤務債務は発生時から、数理計

算上の差異は発生時の翌連結会計年

度からそれぞれ10年の定額法により

費用処理している。 

④ 退職給付引当金 
同左 

  ⑤ 役員退職慰労引当金 
役員の退職慰労金の支出に備えて、

内規による期末退職慰労金の要支給

額を計上している。 

⑤ 役員退職慰労引当金 
同左 



  
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  ⑥ 本社移転損失引当金 
当社及び連結子会社2社は本社移転

に伴い発生する損失に備えるため、

発生が見込まれる固定資産除却損、

移転費用について合理的な見積額を

計上している。  

⑥ 本社移転損失引当金 
同左  

  

  (4) 重要なリース取引の処理方法 
  リース物件の所有権が借主に移転す 
  ると認められるもの以外のファイナ 
  ンス・リース取引については、通常 
 の賃貸借取引に係る方法に準じた会 
 計処理方法によっている。  

───── 
  

  

  (5）重要なヘッジ会計の方法 
① ヘッジ会計の方法 

金利スワップは、特例処理の要件を

充たしているので、特例処理を採用

している。 

(5）重要なヘッジ会計の方法 
① ヘッジ会計の方法 

金利スワップは、特例処理の要件を

充たしているので、特例処理を採用

している。また、為替予約取引につ

いては振当処理を行っている。  
  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段 
    ……金利スワップ 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 
   ヘッジ手段 
    ……金利スワップ・為替予約 

     ヘッジ対象 
    ……借入金の利息 

   ヘッジ対象 
    ……借入金の利息・外貨建債権・ 
      債務 

  ③ ヘッジ方針 
   金利変動リスクを回避するために行

   っている。 

③ ヘッジ方針 
   為替変動リスク及び金利変動リスク

   を回避するために行っている。 
  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップの特例処理の要件を充

たしているので、連結決算日におけ

る有効性の評価を省略している。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 
金利スワップの特例処理の要件を充

たしているので、連結決算日におけ

る有効性の評価を省略している。 
また、為替予約はヘッジ手段の変動

額の累計額とヘッジ対象の変動額の

累計額を比較して有効性の判断を行

っている。 
  (6）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項 
消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっている。 

(6）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項 
消費税等の会計処理 

同左 

５ 連結子会社の資産及び

負債の評価に関する事

項 

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、

全面時価評価法を採用している。 
同左 

６ のれん及び負ののれん

償却に関する事項 
のれん及び負ののれんは、5年間及び10年
間で均等償却している。  

同左 

７ 連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金

の範囲 

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ

月以内に満期日の到来する流動性の高い短

期的な投資である。 

同左 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年4月1日 
至 平成20年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年4月1日 
至 平成21年3月31日） 

―――――  （リース取引に関する会計基準） 
 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いた

が、当連結会計年度より、「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））を適用し、通常の

売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。 
 これによる、損益に与える影響は軽微である。  



表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年4月 1日 
至 平成20年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年4月 1日 
至 平成21年3月31日） 

 (連結貸借対照表) 
───── 

 (連結貸借対照表) 
 財務諸表等の一部を改正する内閣府令（平成20年8月7日
内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年

度において、「たな卸資産」と掲記されていたものは、当

連結会計年度から「商品及び製品」「原材料及び貯蔵品」

に区分掲記いている。なお、前連結会計年度の「たな卸資

産」に含まれる「商品及び製品」は4,895百万円である。 

 (連結損益計算書) 
 「投資有価証券評価損」は、前連結会計年度まで特別

損失の「その他」で表示していたが、特別損失の総額の

100分の10を超えたため区分掲記している。 
 なお、前連結会計年度における「投資有価証券評価

損」の金額は２百万円である。 
 (連結キャッシュ・フロー計算書) 

――――― 
   

 (連結損益計算書) 
───── 

  
  
  
  

 (連結キャッシュ・フロー計算書) 
  財務活動によるキャッシュ・フローの「短期借入金の

純増減額」は、前連結会計年度は「短期借入れによる収

入」及び「短期借入金の返済による支出」として表示し

ていたが、借入から返済までの期間が短く、かつ借入と

返済が頻繁に行われていることから、回転が速い項目と

して、当連結会計年度より「短期借入金の純増減額」と

して表示している。  
 なお、当連結会計年度における「短期借入れによる収

入」は128,366百万円、「短期借入金の返済による支出」

は△129,529百万円である。 



前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株数増加2千株は、単元未満株式の買取りによる増加である。    

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 
  該当事項なし。 
   

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

※ 有形固定資産の減価償却累計額    9,130百万円  
  
※１ 担保に供している資産は次のとおりである。 

※ 有形固定資産の減価償却累計額          10,072百万円 
  
※１ 担保に供している資産は次のとおりである。 

土地       1,476百万円

建物      2,336百万円

構築物       55百万円

機械装置及び運搬具          585百万円

計        4,454百万円

定期預金  
土地 

10百万円

        1,476百万円

建物           2,160百万円

構築物         56百万円

機械装置及び運搬具             581百万円

計            4,275 百万円

担保付債務は、次のとおりである。 担保付債務は、次のとおりである。 
短期借入金   795百万円

長期借入金   2,662百万円

1年内返済予定の長期借入金      334百万円

長期借入金           2,032百万円

その他流動負債(従業員預り金)   7百万円

※２ このうち非連結子会社及び関連会社の株式18百万円

を含んでいる。 
※２ このうち非連結子会社及び関連会社の株式17百万円

を含んでいる。 
※  保証債務 

連結会社以外の借入（銀行）に対し、債務保証を行

っている。 

※  保証債務 
連結会社以外の借入（銀行）に対し、債務保証を行

っている。 
従業員（住宅資金）    42百万円 従業員（住宅資金）     29百万円

（連結損益計算書関係）

 前連結会計年度 
(平成20年3月31日)  

 当連結会計年度 
(平成21年3月31日)  

――――― 
  

 ※1 売上原価には収益性の低下に伴うたな卸資産評価損 
   215百万円が含まれている。  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  43,153  －  －  43,153

合計  43,153  －  －  43,153

自己株式         

普通株式 (注)  1,385  2  －  1,388

合計  1,385  2  －  1,388



３．配当に関する事項 
(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株数増加728千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加725千株、単元未満株

式の買取りによる増加3千株である。                                      

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 
  該当事項なし。 
   

３．配当に関する事項 
(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  
（決議） 株式の種類 配当金の総額

（百万円） 
１株当たり配当
額（円） 基準日 効力発生日

平成19年6月28日 
定時株主総会 

普通株式  292  7 平成19年3月31日 平成19年6月29日 

  
（決議） 株式の種類 配当金の総額

（百万円） 配当の原資
１株当たり配
当額（円） 基準日 効力発生日

平成20年6月27日 
定時株主総会 

普通株式  250 利益剰余金  6 平成20年3月31日 平成20年6月30日 

  前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  43,153  －  －  43,153

合計  43,153  －  －  43,153

自己株式         

普通株式 (注)  1,388  728  －  2,117

合計  1,388  728  －  2,117

  
（決議） 株式の種類 配当金の総額

（百万円） 
１株当たり配当
額（円） 基準日 効力発生日

平成20年6月27日 
定時株主総会 

普通株式  250  6 平成20年3月31日 平成20年6月30日 

  
（決議） 株式の種類 配当金の総額

（百万円） 配当の原資
１株当たり配
当額（円） 基準日 効力発生日

平成21年6月26日 
定時株主総会 

普通株式  246 利益剰余金  6 平成21年3月31日 平成21年6月29日 



（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記

載されている科目の金額との関係 
※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記

載されている科目の金額との関係 

  
  

――――― 

現金及び預金勘定   3,557百万円

預金期間が３ヶ月を超える定期

預金 
  △35百万円

現金及び現金同等物    3,521百万円

  
※当連結会計年度に当社の連結子会社中央冷凍株式会社  

が株式会社ホウスイと合併し、存続会社株式会社ホウス  
イとなったことにより、株式会社ホウスイから引き継いだ

資産及び負債の主な内訳は次のとおりである。また、合併

により増加した資本金等は、3,627百万円である。 
                      (百万円) 
   流動資産                6,498 
   固定資産                      379 
     資産合計                                                        6,878 
   流動負債                         2,849 
   固定負債                                                       400 
     負債合計                                                        3,250  

現金及び預金勘定 
預け金 

      4,659百万円

 1,362百万円

預金期間が３ヶ月を超える定期

預金  
△45百万円

現金及び現金同等物        5,976百万円



（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

――――― 
       

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 
  （繰延税金資産）          

  百万円

貸倒引当金繰入限度超過額 578  
賞与引当金繰入限度超過額 87  
未払事業税 7  
退職給付引当金繰入限度超過額 781  
役員退職慰労引当金 132  
繰越欠損金 798  
連結会社間の未実現利益 15  
その他 479  
繰延税金資産小計 2,882  
評価性引当額 △1,972  
繰延税金資産合計 909  

（繰延税金負債）       
その他有価証券評価差額金 572  
固定資産圧縮積立金 △399  
借地権の評価差額 △236  
前払年金費用 △105  
その他 △223  
繰延税金負債合計 △392  
繰延税金資産の純額 561  
連結貸借対照表表示額       
流動資産 491  
固定資産 293  
固定負債 268  

  ２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間で当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 
    税金等調整前当期純損失を計上しているため、内訳を

記載していない。 



 （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っている。  
２ 各事業の主要な業務 

(1）水産物卸売事業 ……… 水産物及びその加工製品の販売 
(2）冷蔵倉庫事業  ……… 水産物等の冷蔵保管 
(3）不動産賃貸事業 ……… 不動産の賃貸 
(4）荷役事業    ……… 水産物等の運搬作業 

３ 当連結会計年度における営業費用のうち、配賦不能営業費用のものはない。 
４ 当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は7,327百万円であり、

その主なものは、連結財務諸表提出会社での余資運用資金（現金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管

理部門に係る資産等である。 
５ 当連結会計年度における減価償却費には、長期前払費用の償却額が含まれている。 
６ 追加情報 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当社及び連結子会社は、法人税法

の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方

法の適用により取得価額の5％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の5％相当額と備忘

価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上している。この変更に伴い、従来の方

法によった場合と比較して、減価償却費は「冷蔵倉庫事業」で30百万円増加し、営業費用は「冷蔵倉庫事

業」で30百万円増加し、営業利益は同額減少している。なお、「水産卸売事業」、「不動産賃貸事業」及び

「荷役事業」においては、損益に与える影響はそれぞれ軽微である。 
  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

  
水産物 
卸売事業 
(百万円) 

冷蔵
倉庫事業 
(百万円) 

不動産
賃貸事業 
(百万円) 

荷役事業
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益                                    

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売上高  168,439  3,508  343  418  172,709  －  172,709

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  139  190  571  901 (901)  －

計  168,439  3,648  534  989  173,610 (901)  172,709

営業費用  168,504  3,516  203  1,050  173,273 (916)  172,357

営業利益又は営業損失(△)  △64  131  331  △61  336  15  351

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支

出 
                                   

資産  19,713  5,750  4,139  242  29,845  7,327  37,173

減価償却費  48  358  48  6  462  0  463

資本的支出  15  670  1,133  －  1,820  －  1,820



 （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っている。  
２ 各事業の主要な業務 

(1）水産物卸売事業 ……… 水産物及びその加工製品の販売 
(2）冷蔵倉庫事業  ……… 水産物等の冷蔵保管 
(3）不動産賃貸事業 ……… 不動産の賃貸 
(4）荷役事業    ……… 水産物等の運搬作業 

３ 当連結会計年度における営業費用のうち、配賦不能営業費用のものはない。 
４ 当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は5,846百万円であり、

その主なものは、連結財務諸表提出会社での余資運用資金（現金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管

理部門に係る資産等である。 
５ 当連結会計年度における減価償却費には、長期前払費用の償却額が含まれている。 
６ 会計方針の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 
    「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」4.(1)に記載のとおり、当連結会計年度より 
   「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成１８年７月５日公表分）を適用 
   している。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が「水産部卸売事業」で、 
   223百万円減少している。 

  

 前連結会計年度及び当連結会計年度については、在外連結子会社及び在外支店がないため開示を行っていな

い。 

 前連結会計年度及び当連結会計年度については、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

している。 

 (開示の省略) 

 リース取引、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、企業結合等に関する注記事項については、決算短信に

おける開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略している。  

  
当連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  
水産物 
卸売事業 
(百万円) 

冷蔵
倉庫事業 
(百万円) 

不動産
賃貸事業 
(百万円) 

荷役事業
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益                                    

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売上高  191,275  3,405  329  361  195,372  －  195,372

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  126  190  587  904 (904)  －

計  191,275  3,531  520  948  196,276 (904)  195,372

営業費用  191,763  3,466  194  976  196,400 (918)  195,481

営業利益又は営業損失(△)  △487  64  325  △27  △124  14  △109

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支

出 
                                   

資産  23,349  5,338  4,093  242  33,024  5,846  38,871

減価償却費  83  423  47  7  561  －  561

資本的支出  81  1,627  13  26  1,748  －  1,748

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高



 （注） １株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

（１株当たり情報）

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額               484.25円                    433.60 円 

１株当たり当期純損失(△)        △1.98円            △37.58円 

  潜在株式調整後１株当たり当期純利益

については、１株当たり当期純損失で

あり、また潜在株式がないため記載し

ていない。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

については、１株当たり当期純損失で

あり、また潜在株式がないため記載し

ていない。 

  
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当期純損失(△) 
（百万円） 

 △82  △1,559

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純損失(△) 
（百万円） 

 △82  △1,559

期中平均株式数（株）  41,765,893  41,510,627



（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成19年4月1日 
至 平成20年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年4月1日 
至 平成21年3月31日） 

（中央冷凍株式会社と株式会社ホウスイの合併）  
 当社は、平成20年1月10日開催の取締役会におい

て、当社の子会社である中央冷凍株式会社（以下「中

央冷凍」）と株式会社ホウスイ（以下「ホウスイ」）

が合併し、中央冷凍は解散して新たにホウスイが当社

の子会社となることを決議し、同日、両社の間で合併

契約を締結いたいました。当該合併契約については、

中央冷凍では平成20年2月25日開催の臨時株主総会に

おいて、ホウスイでは平成20年2月28日開催の臨時株

主総会において、承認を受けております。 
 合併の目的、その概要は以下の通りであります。  

１．被取得企業の名称および事業の内容、企業結合を行

った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、

結合後企業の名称および取得した議決権比率 
(1)被取得企業の名称および事業の内容 
名称       株式会社ホウスイ 
事業の内容    水産物の買付・加工・卸売業・

小売販売業   

―――――        
  

(2)企業結合を行った主な理由 
当合併は水産物流通ネットワークを構築するため、

ホウスイの卸機能と中央冷凍の物流機能とを融合し

て水産物流通機能の拡大と強化を図り、当社グルー

プの持続的な成長と収益力の向上を実現するため実

施いたしました。 

  

(3)企業結合日 
平成20年4月1日 

  

(4)企業結合の法的形式 
ホウスイを存続会社とし、中央冷凍を消滅会社とし

て、吸収合併いたしました。 

  

(5)結合後企業の名称 
株式会社ホウスイ 

  

(6)取得する議決権比率 
52.1％ 

  

２．発行する株式の種類および合併比率、その算定方法

ならびに交付した株式数 
(1)株式の種類および合併比率 
株式の種類  普通株式 
合併比率    ホウスイ 1： 中央冷凍 45.5 

  

(2)合併比率の算定方法 
 ホウスイおよび中央冷凍の親会社（本合併前の株

式100％保有）である当社は、本合併比率の算定に

あたって公正性を期すため、ホウスイはみずほ証券

株式会社（以下「みずほ証券」）を、当社は野村證

券株式会社（以下「野村證券」）をフィナンシャル

アドバイザーとして任命し、それぞれ合併比率の算

定を依頼いたしました。 
 みずほ証券は、両社の株式についてＤＣＦ（ディ

スカウンテッド・キャッシュフロー）法および類似

企業比較法による分析をそれぞれ行い、野村證券

は、両社の株式についてＤＣＦ法および類似企業比

較法による分析をそれぞれ行いました。      

  



前連結会計年度 
（自 平成19年4月1日 
至 平成20年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年4月1日 
至 平成21年3月31日） 

 ホウスイは、みずほ証券による合併比率の算定結

果を参考に、中央冷凍およびその親会社である当社

は、野村證券による合併比率の算定結果を参考に、

それぞれ両者の財務状況、資産状況、将来見通し等

の要因を総合的に勘案し、慎重に協議を重ねた結

果、 終的に上記合併比率が妥当であるとの判断に

至り、合意いたしました。 
(3)交付した株式数 

 43,680,000株                 

―――――            

３．実施する会計処理の概要 
 当該合併は逆取得に該当するため、連結財務諸表上

は消滅会社である中央冷凍を取得企業としてパーチェ

ス法を適用いたします。 
４．合併当事者会社の概要（平成20年3月31日現在） 

(1)中央冷凍の概要 
商号 中央冷凍株式会社 
本店所在地 東京都中央区築地五丁目2番1号 
資本金 480百万円 
発行済株式総数 960,000株  
純資産 1,764百万円  
総資産 5,150百万円  
売上高(平成20年3月期) 3,648百万円  
当期純利益(平成20年3月期) 74百万円  
主な事業内容 冷蔵倉庫事業  
代表者 代表取締役社長 乃美昭俊

従業員数 121人  

  

  (2)ホウスイの概要  
商号 株式会社ホウスイ   

本店所在地 
東京都中央区八丁堀一丁目6番1
号  

資本金 2,005百万円 
発行済株式総数 40,110千株 
純資産 3,627百万円 
総資産 6,878百万円 
売上高(平成20年3月期) 18,059百万円 
当期純利益(平成20年3月期) △3百万円 

主な事業内容 水産物の買付・加工・卸売業・小売販

売業 
代表者 代表取締役社長 須山博行 
従業員数 75人 

  

 なお、合併会社は当社の連結子会社となります。    



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   
流動資産   

現金及び預金 1,567 1,864 
受取手形 2 1 
売掛金 8,627 6,611 
商品 4,767 4,390 
短期貸付金 370 631 
前渡金 224 106 
繰延税金資産 393 199 
その他 323 121 
貸倒引当金 △769 △746 

流動資産合計 15,508 13,179 
固定資産   

有形固定資産   
建物（純額） 1,076 1,025 
車両運搬具（純額） 0 1 
備品（純額） 50 47 
土地 2,606 2,606 
リース資産（純額） － 6 
有形固定資産合計 3,734 3,686 

無形固定資産   
借地権 706 706 
電話加入権 9 9 
無形固定資産合計 715 715 

投資その他の資産   
投資有価証券 5,758 4,064 
関係会社株式 1,618 2,031 
長期貸付金 761 1,039 
従業員に対する長期貸付金 22 30 
長期営業債権 126 145 
破産更生債権等 898 328 
前払年金費用 297 258 
繰延税金資産 299 － 
その他 171 168 
貸倒引当金 △1,173 △750 

投資その他の資産合計 8,779 7,316 

固定資産合計 13,228 11,719 

資産合計 28,737 24,899 



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   
流動負債   

支払手形 96 149 
受託販売未払金 444 379 
買掛金 3,059 2,706 
短期借入金 6,220 5,720 
未払消費税等 59 81 
リース債務 － 1 
未払費用 259 231 
賞与引当金 111 100 
その他 108 76 
流動負債合計 10,360 9,447 

固定負債   
長期借入金 1,200 1,200 
預り保証金 566 535 
リース債務 － 5 
繰延税金負債 － 31 
退職給付引当金 458 388 
役員退職慰労引当金 189 180 
本社移転損失引当金 141 141 
固定負債合計 2,556 2,482 

負債合計 12,916 11,929 
純資産の部   

株主資本   
資本金 2,995 2,995 
資本剰余金   

資本準備金 1,337 1,337 
その他資本剰余金 5 5 
資本剰余金合計 1,342 1,342 

利益剰余金   
利益準備金 748 748 
その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 383 709 
固定資産圧縮特別勘定積立金 326 － 
別途積立金 9,900 9,650 
繰越利益剰余金 261 △1,255 

利益剰余金合計 11,620 9,852 

自己株式 △264 △404 

株主資本合計 15,694 13,786 
評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 126 △817 

評価・換算差額等合計 126 △817 

純資産合計 15,821 12,969 

負債純資産合計 28,737 24,899 



（２）損益計算書 
（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 126,402 122,259 
売上原価 120,816 117,279 
売上総利益 5,586 4,979 
販売費及び一般管理費   

販売諸掛 590 562 
運搬費 213 233 
保管費 294 310 
市場使用料 401 391 
完納奨励金 206 203 
貸倒引当金繰入額 92 5 
通信費 22 19 
交際費 80 63 
出荷奨励金 273 245 
役員報酬 146 176 
給料及び手当 1,890 1,756 
賞与引当金繰入額 111 100 
退職給付費用 58 103 
役員退職慰労引当金繰入額 19 30 
福利厚生費 336 319 
減価償却費 42 39 
賃借料 27 40 
その他 691 649 
販売費及び一般管理費合計 5,499 5,252 

営業利益又は営業損失（△） 86 △272 

営業外収益   
受取利息 46 40 
受取配当金 299 137 
受取手数料 89 59 
雑収入 75 61 
営業外収益合計 510 298 

営業外費用   
支払利息 55 73 
雑支出 2 0 
営業外費用合計 58 74 

経常利益又は経常損失（△） 539 △48 



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別利益   
関係会社株式売却益 － 12 
貸倒引当金戻入額 31 29 
特別利益合計 31 41 

特別損失   
貸倒引当金繰入額 － 294 
退職特別加算金 － 18 
関係会社清算損 － 1 
投資有価証券評価損 714 20 
特別損失合計 714 334 

税引前当期純損失（△） △143 △341 

法人税、住民税及び事業税 3 2 
法人税等調整額 △109 1,172 

法人税等合計 △106 1,175 

当期純損失（△） △37 △1,516 



（３）株主資本等変動計算書 
（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   
資本金   

前期末残高 2,995 2,995 
当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,995 2,995 
資本剰余金   

資本準備金   
前期末残高 1,337 1,337 
当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,337 1,337 
その他資本剰余金   

前期末残高 5 5 
当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 5 5 
利益剰余金   

利益準備金   
前期末残高 748 748 
当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 748 748 
その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   
前期末残高 383 383 
当期変動額   

当期変動額合計 － 326 
当期末残高 383 709 

固定資産圧縮特別勘定積立金   
前期末残高 326 326 
当期変動額   

当期変動額合計 － △326 

当期末残高 326 － 

別途積立金   
前期末残高 9,500 9,900 
当期変動額   

別途積立金の積立 400 － 
別途積立金の取崩 － △250 

当期変動額合計 400 △250 

当期末残高 9,900 9,650 



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

繰越利益剰余金   
前期末残高 991 261 
当期変動額   

剰余金の配当 △292 △250 
当期純損失（△） △37 △1,516 
別途積立金の積立 △400 － 
別途積立金の取崩 － 250 

当期変動額合計 △729 △1,517 

当期末残高 261 △1,255 

自己株式   
前期末残高 △263 △264 
当期変動額   

自己株式の取得 △0 △140 

当期変動額合計 △0 △140 

当期末残高 △264 △404 

株主資本合計   
前期末残高 16,025 15,694 
当期変動額   

剰余金の配当 △292 △250 
当期純損失（△） △37 △1,516 
自己株式の取得 △0 △140 

当期変動額合計 △330 △1,907 

当期末残高 15,694 13,786 
評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   
前期末残高 1,986 126 
当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,860 △943 

当期変動額合計 △1,860 △943 

当期末残高 126 △817 

評価・換算差額等合計   
前期末残高 1,986 126 
当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,860 △943 

当期変動額合計 △1,860 △943 

当期末残高 126 △817 



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産合計   
前期末残高 18,011 15,821 
当期変動額   

剰余金の配当 △292 △250 
当期純損失（△） △37 △1,516 
自己株式の取得 △0 △140 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,860 △943 

当期変動額合計 △2,190 △2,851 

当期末残高 15,821 12,969 



 

 
 
 
 
 
 
個 別 売 上 高 比 較 表 

 
(単位 数量トン、金額 百万円、単価 kg 当たり円、増減率 %) 

前 期(19.4～20.3) 当 期(20.4～21.3) 増 減(△) 率 期別 

区分 数量 金額 単価 数量 金額 単価 数量 金額 単価 

鮮      魚 

 

56,605 

 

 

51,163 

 

904 55,301 49,730 899

 

△2.3 

 

△2.8 △0.6

冷  凍  魚 

 

54,516 

 

 

48,285 

 

886 68,586 47,660 695

 

25.8 

 

△1.3 △21.6

塩干加工品 

 

28,733 

 

 

26,447 

 

920 28,197 24,377 865

 

△1.9 

 

△7.8 △6.0

卸売部門計 

 

139,855 

 

125,897 

 

900 152,085 121,768 801

 

8.7 

 

△3.3 △11.0

不動産賃貸部門 

 

 

505 

 

491

 

△2.9

合     計 

 

126,402 

 

122,259

 

△3.3

  



６．役員の異動  
 

 
・退任予定取締役 

伊 達  毅 (現 取 締 役)  ※ 船橋中央魚類(株)代表取締役社長は継続 

中 村 博 之 (現 取 締 役)  ※ 柏魚市場(株)取締役は継続 

 

 
 

上記異動は平成 21 年 6 月 26 日付の予定です。 
 

以 上 
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