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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 99,181 1.5 587 35.4 284 48.8 △73 ―
20年3月期 97,706 △2.7 434 91.0 191 324.7 113 △37.5

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 △2.17 ― △0.5 0.5 0.6
20年3月期 3.34 3.33 0.7 0.3 0.4

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  125百万円 20年3月期  119百万円

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 51,407 13,142 25.5 386.57
20年3月期 52,648 14,389 27.3 423.40

（参考） 自己資本   21年3月期  13,126百万円 20年3月期  14,373百万円

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 938 △2,292 1,279 2,835
20年3月期 477 △534 △885 2,875

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 ― ― ― 5.00 5.00 170 149.8 1.0
21年3月期 ― ― ― 5.00 5.00 170 ― 1.2
22年3月期 

（予想） ― ― ― 5.00 5.00 42.5

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

50,000 △3.1 △50 ― △100 ― △150 ― △4.42

通期 105,000 5.8 800 36.0 500 75.4 400 ― 11.78

－　1　－



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、20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、30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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 37,874,000株 20年3月期 37,874,000株
② 期末自己株式数 21年3月期  3,917,396株 20年3月期  3,925,309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 81,024 △0.8 341 97.7 127 △9.5 △482 ―
20年3月期 81,713 △4.3 172 ― 141 ― 290 ―

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 △14.17 ―
20年3月期 8.52 8.50

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 42,080 11,826 28.1 346.91
20年3月期 44,035 13,016 29.5 381.96

（参考） 自己資本 21年3月期  11,810百万円 20年3月期  13,001百万円

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 
上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後の様々な要因により異なる可能性がありま
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

第2四半期 
累計期間

35,000 △16.4 △300 ― △400 ― △400 ― △11.75

通期 85,000 4.9 400 17.1 200 56.4 200 ― 5.87

－　2　－
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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の経済は、米国での金融危機に端を発した世界的な景気後退の

影響を受け、急激な円高や株式市場の大幅な下落が進み、企業収益は著しく減少し、雇用や所得

環境も厳しさを増すなど、景気は大幅に悪化いたしました。 

このような経済環境のなか、当社グループの事業基盤であります水産、水産加工・流通、食品

の各分野では、各国経済の大幅な悪化にともない、世界的な買付環境が変化するなか、特に昨年

の秋以降は、国内市場の消費低迷がより一層進み、末端販売価格のさらなる下落に加え、販売量

も低調に推移するなど、大変厳しい環境下におかれました。 

こうした情勢のもとで、当社グループは、中期経営計画「PLAN-125」の2年度として、各事業

での選択と集中を推し進めるとともに、顧客のニーズに対応した積極的な営業展開に努めてまい

りました。 

この結果、当連結会計年度の業績は売上高は991億81百万円と前連結会計年度比14億75百万円

の増加となりました。経常利益は、販売費及び一般管理費などの圧縮に努めました結果、２億84

百万円の利益となり、前連結会計年度比93百万円の増加となりました。しかしながら、特別損益

におきましては、特別利益として16百万円を計上しましたものの、特別損失として投資有価証券

評価損２億26百万円など３億７百万円を計上いたしました結果、当期純損益は73百万円の損失と

なり、前連結会計年度比１億87百万円の減少となりました。 

当連結会計年度の事業部別の概況は次のとおりであります。 

＜食品事業＞ 

すり身部門では、米国からの原料供給が減少するなか、相場が堅調に推移いたしました結果、

売上が増加いたしました。鮮凍水産物部門では、カニは景気後退による消費低迷が影響し、売

上が減少いたしました。一方、助子は製品需要の伸長、北方凍魚は取扱量の拡大などにより、

売上が増加いたしました。また、加工食品部門では、ツナ製品で原料価格に見合った販売価格

の見直しを行ったことなどにより、売上が増加いたしました。 

なお、平成20年12月1日にすり身部門の強化をより一層推し進めるために「北海道産すり

身」の製造・販売を行っております株式会社ヤマイチ水産の全株式を取得いたしました。 

これらの結果、連結売上高は694億53百万円となり、前連結会計年度比44億73百万円の増加

となりました。 

＜海洋事業＞ 

漁網・漁具資材部門および船舶・機械部門では、昨年までの定置漁具や大型案件受注の減少、

燃油高騰による休漁や購買意欲の減退が影響し、それぞれ売上が減少いたしました。一方、養

殖部門におきましては、マグロ養殖用資材の販売が増加いたしました結果、売上は増加いたし

ました。 

この結果、連結売上高は146億65百万円となり、前連結会計年度比５億４百万円の減少とな

りました。 

＜機械事業＞ 

機械事業は、国内において大手冷凍食品メーカー向け介護食プラントや環境設備などの大型

受注がありましたものの、設備投資の鈍化、世界的な景気後退や急激な円高による輸出の大幅

な減少が影響し、売上が減少いたしました。 

この結果、連結売上高は52億48百万円となり、前連結会計年度比18億88百万円の減少となり

ました 

＜資材事業＞ 

合成樹脂部門では、利益重視の営業展開に努めてまいりましたものの、建材用フィルムなど

の市況下落により、売上が減少いたしました。環境資材部門では、包装資材・農畜資材ともに

原料価格の乱高下の影響を受け、売上が減少いたしました。 

この結果、連結売上高は93億56百万円となり、前連結会計年度比５億77百万円の減少となり

ました。 
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＜バイオテイックス事業＞ 

バイオティックス事業では、効率的な営業展開を図り、各種健康食品およびアグリマックス

（健康食品用素材）の拡販に努めてまいりましたものの、連結売上高は３億38百万円となり、

前連結会計年度比21百万円の減少となりました。 

＜その他の事業＞ 

その他事業といたしましては、不動産の賃貸、生命保険及び損害保険の代理業を行っており、

連結売上高は1億19百万円となり、前連結会計年度比△５百万円の減少となりました。 

 

（次期の見通し） 

食品事業におきましては、さらなる在庫の圧縮を図り、原料から製品までの一貫体制の整備

を進めるとともに、新規顧客の開拓、既存顧客への拡販などに努めてまいります。海洋事業に

おきましては、近海魚部門における営業基盤の構築など、新規販路の開拓に努めてまいります。

機械事業・資材事業・バイオティックス事業におきましては、利益確保に重点を置き、既存商

材のさらなる拡販に努めてまいります。 

これにより、次期の連結売上高は1,050億円、連結営業利益は８億円、連結経常利益は５億円、

連結当期純利益は４億円と予想しております。 

 

（中期経営計画の進捗状況） 

平成20年度は、中期経営計画「PLAN-125」の２年目にあたり、食品事業におきましては加工

食品分野での拡販や、海洋・機資材事業におきましては販路の拡大を目指して進めて参りまし

たが、市況の低迷などが影響し計画を下回ることとなりました。平成21年度につきましても、

厳しい状況が予想されておりますが、食品事業を中心として収益確保をはかり目標達成を目指

してまいります。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

連結キャッシュ・フローの状況について 

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務が21億45百万円減少いたしましたが、売上

債権が６億円減少、たな卸資産が14億97百万円減少したことなどにより9億38百万円のプラス

となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、連結の範囲の変更に伴う子会社株式の取得による10

億13百万円の支出、有形・無形固定資産の取得による８億19百万円の支出などにより22億92百

万円のマイナスとなりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期及び長期借入金の借入により、12億79百万円の

プラスとなりました。 

（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率（％） 28.3 29.6 28.7 27.3 25.5

時価ベースの自己資本比率

（％） 
20.0 16.9 12.7 10.1 8.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） － － 2,430.9 5,298.6 2,877.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  － － 1.6 0.8 1.5

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・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

※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います。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※キャッシュ･フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ･フローを使用してお
ります。 

※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。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 
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(3)利益配分に関する基本方針 

利益配分につきましては、株主への安定的な配当の維持を基本としながら、企業体質の一層

の強化及び将来の事業展開に備えるため、内部留保の充実を勘案し配分を決定することで考え

ております。 

なお、当社では期末日を基準とした年１回の配当を基本としております。 

 

(4)事業等のリスク 

当社グループの総売上高の約７割を食品事業が占めますが、その中での主要商材として「す

り身」「助子」「カニ」「凍魚」等あります。これらの商材は、その調達や販売においては世

界的な漁獲規制やその年の漁獲高、そして市況の動向等がグループの業績に大きく影響を与え

る可能性があります。そのため、安定的な原料販売を行うために、テクニシャン（技術指導

員）を派遣乗船させ品質を確保し安定顧客への販売に努めていることや、常に漁獲の状況等の

情報収集を行い需給動向に沿った事業運営を行っております。 

また、原料買付けはそのほとんどが海外からの買付けとなることより、為替変動の影響を受

けることとなります。そのため、円建て決済、為替予約等によるリスクヘッジを行い、為替の

変動による業績への影響をできるだけ少なくする対応をとっております。 
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２．企業集団の状況 

（1）当企業集団が営んでいる主な事業内容は、以下のとおりです。 

食品事業 

鮮凍魚・魚卵・すり身を中心に取り扱っていますが子会社による加工、海外子会社より輸入を行い、当社及

び子会社において販売しております。 

海洋事業 

子会社が漁網・ロープ類の製造、漁具の仕立・修理を行い、他の漁業資材・養殖用資材・船舶機器と共に当

社及び子会社において販売しております。 

機械事業 

子会社ならびに主要な取引先で製造を行った食品加工機械等を、当社及び子会社において販売しておりま

す。 

資材事業 

合成樹脂、包装資材及び農畜資材を当社で販売しております。 

バイオティックス事業 

発酵大豆製品を子会社で製造し、健康食品と共に販売しております。 

（注）１．※は連結子会社です。 

   ２．★は関連会社です。 

   ３．無印は非連結子会社です。 

   ４．関連会社のうち、日本サン石油㈱、日本測器㈱、日本船燈㈱は持分法適用会社です。 

   ５．連結子会社のうち、㈱ヤマイチ水産は株式の取得に伴い連結の範囲に含めております。 

海洋事業 親会社 食品事業

国内 国内

(漁網・漁具・ロープ類製造販売) (食品販売)

※ 北海道ニチモウ㈱ 製品の供給 商品の供給 ※ ニチモウフーズ㈱

※ 西日本ニチモウ㈱ ㈱福産

(網の仕立修理) ★ ㈱ニポロス

東北ニチモウ㈱ (食品加工製造)

山陰日網㈲ 製品の供給 ※ はねうお食品㈱

(漁業資材船舶機器資材販売) ニチモウ㈱ 原料の供給 ※ ㈱博多っ子本舗

トーエイ㈱ ※ ㈱ヤマイチ水産

ニチモウクラフト㈲ 和貴食品㈲

※ ㈱ニチモウワンマン 商品の供給 ★ ㈱和田商店

★ 日本測器㈱ (その他)

★ 日本船燈㈱ ニチモウ物流㈱

★ アサヒテックス㈱ ㈲北海道マリンサービス

(養殖) 商品の輸入 海外

※ ㈱ニチモウマリカルチャー 商品の輸出 ※ ﾆﾁﾓｳｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙINC.

大連日網貿易有限公司

海外 漁具資材の輸出

※ ﾉｰﾙｲｰｽﾀﾝﾄﾛｰﾙｼｽﾃﾑｽﾞINC.

ｴｸｽﾀﾝﾄｺﾏｰｼｬﾙｶﾝﾊﾟﾆｰLTD. 機械事業

★ 江蘇日網紫菜機械有限公司 国内

商品の供給 (機械製造販売)

ﾊﾞｲｵﾃｨｯｸｽ事業 ※ ㈱ビブン

国内 ※ ㈱ソーエー

※ ニチモウバイオティックス㈱

その他

資材事業 国内

国内 商品の供給 ※ 日網興産㈱

★ ㈱ジェイネットコーティング ★ 日本サン石油㈱
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３．経営方針 

（1）経営の基本方針 

ニチモウグループは、創業以来「会社は社会の公器であることの精神に立ち業界をリードする

技術とサービスをもって広く社会の発展に貢献する。」ことを経営理念としてきております。今

日のニチモウグループは顧客のニーズに応え得る提案営業力（サービス）と商品開発（技術）を

もって「健康な生活づくり」に、主として「食」の分野で貢献することを目指しております。 

（2）目標とする経営指標 

中期経営計画「PLAN-125」において、収益目標ならびに財務体質の改善目標を設定し、この目

標達成にむけ、各事業分野において収益面での回復や、より一層の財務体質の改善をはかってま

いります。 

（3）中長期的な会社の経営戦略 

中期経営計画「PLAN-125」において、ニチモウグループとして安定的な利益が確保できる事業

構造を構築してまいります。そのために、シナジー効果の薄い事業多角化から転舵し、経営資源

を集中して、ニチモウ本体と事業別の専門企業の集団へと移行させ、小回りのきく機能的な体制

とすることで、より顧客に密着したスピード経営を実現してまいります。 

（4）会社の対処すべき課題 

対処すべき課題といたしましては、企業の社会的責任を果たすべく、リスク管理やコンプライ

アンスを徹底し、市場の変化に迅速な対応を図り、顧客に密着したスピード経営を実現すること

と考えております。また、中期経営計画「PLAN-125」の 終年度として、引き続き事業の選択と

集中を推し進めるとともに、食の安全や品質管理体制の向上に注力してまいる所存であります。 
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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 3,208  3,793

  受取手形及び売掛金 15,680  15,791

  商品及び製品 15,852  14,932

  仕掛品 527  439

  原材料及び貯蔵品 2,401  2,306

  前渡金 1,148  1,528

  繰延税金資産 21  31

  短期貸付金 20  9

  その他 890  484

  貸倒引当金 △243  △233

  流動資産合計 39,507  39,084

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 ※2 5,995 ※2 6,698

   減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,325  △4,818

   建物及び構築物（純額） 1,670  1,880

   機械装置及び運搬具 3,088  3,845

   減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,399  △2,883

   機械装置及び運搬具（純額） 689  961

   工具器具備品 561  549

   減価償却累計額及び減損損失累計額 △489  △476

   工具器具及び備品（純額） 71  72

   土地 ※2 2,045 ※2 2,218

   建設仮勘定 42  89

   有形固定資産合計 4,518  5,222

  無形固定資産  

   のれん 382  63

   その他 65  66

   無形固定資産合計 447  130

  投資その他の資産  

   投資有価証券 ※1,2 7,025 ※1,2 5,307

   長期貸付金 251  589

   破産更生債権等 1,796  1,871

   その他 688  826

   貸倒引当金 △1,625  △1,666

   投資その他の資産合計 8,137  6,927

  固定資産合計 13,104  12,280

 繰延資産  

  社債発行費 37  42

 資産合計 52,648  51,407
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  (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 10,279  8,322

  短期借入金 ※2 18,296 ※2 19,394

  1年内償還予定の社債 20  135

  1年内返済予定の長期借入金 ※2 434 ※2 2,292

  未払金 218  383

  未払法人税等 79  90

  前受金 278  648

  賞与引当金 380  355

  事業構造改善引当金 143  143

  その他 250  208

  流動負債合計 30,380  31,972

 固定負債  

  社債 3,510  3,875

  長期借入金 ※2 3,044 ※2 1,321

  長期未払金 77  77

  退職給付引当金 294  294

  役員退職引当金 56  124

  長期繰延税金負債 690  212

  負ののれん －  203

  その他 205  183

  固定負債合計 7,878  6,292

 負債合計 38,258  38,264

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 4,411  4,411

  資本剰余金 22  22

  利益剰余金 10,277  9,770

  自己株式 △1,120  △1,114

  株主資本合計 13,590  13,089

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 1,278  555

  繰延ヘッジ損益 △185  △53

  為替換算調整勘定 △309  △464

  評価・換算差額等合計 783  37

 新株予約権 15  15

 少数株主持分 0  0

 純資産合計 14,389  13,142

負債純資産合計 52,648  51,407
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(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 97,706  99,181

売上原価 ※1 89,633 ※1 91,303

売上総利益 8,073  7,878

販売費及び一般管理費 ※2 7,638 ※2 7,290

営業利益 434  587

営業外収益  

 受取利息 112  86

 受取配当金 102  128

 持分法による投資利益 119  125

 その他 145  133

 営業外収益合計 479  474

営業外費用  

 支払利息 642  644

 貸倒引当金繰入額 30  67

 その他 48  65

 営業外費用合計 722  777

経常利益 191  284

特別利益  

 土地売却益 －  15

 投資有価証券売却益 146  0

 特別利益合計 146  16

特別損失  

 投資有価証券評価損 －  226

 投資有価証券売却損 5  －

 固定資産売却損 －  1

 固定資産除却損 20  6

 不正関連損失 77  －

 ゴルフ会員権評価損 －  26

 持分変動損失 －  45

 特別退職金 21  －

 特別損失合計 123  307

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） 213  △6

法人税、住民税及び事業税 116  77

法人税等調整額 △18  △9

法人税等合計 98  67

少数株主利益 1  0

当期純利益又は当期純損失（△） 113  △73

 

ニチモウ株式会社（8091）　平成２１年３月期　決算短信



 

― 11 ― 

(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 4,411  4,411

  当期末残高 4,411  4,411

 資本剰余金  

  前期末残高 22  22

  当期末残高 22  22

 利益剰余金  

  前期末残高 10,333  10,277

  当期変動額  

   のれん償却による修正 －  △257

   剰余金の配当 △170  △170

   当期純利益又は当期純損失（△） 113  △73

   自己株式の処分 －  △4

   当期変動額合計 △56  △506

  当期末残高 10,277  9,770

 自己株式  

  前期末残高 △1,118  △1,120

  当期変動額  

   自己株式の取得 △2  △4

   自己株式の処分 －  10

   当期変動額合計 △2  5

  当期末残高 △1,120  △1,114

 株主資本合計  

  前期末残高 13,649  13,590

  当期変動額  

   のれん償却による修正 －  △257

   剰余金の配当 △170  △170

   当期純利益又は当期純損失（△） 113  △73

   自己株式の取得 △2  △4

   自己株式の処分 －  5

   当期変動額合計 △59  △500

  当期末残高 13,590  13,089

評価・換算差額等  

 その他有価証券評価差額金  

  前期末残高 3,713  1,278

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,434  △723

   当期変動額合計 △2,434  △723

  当期末残高 1,278  555

 繰延ヘッジ損益  

  前期末残高 24  △185

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △210  132

   当期変動額合計 △210  132

  当期末残高 △185  △53

ニチモウ株式会社（8091）　平成２１年３月期　決算短信



 

― 12 ― 

  (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) 

 為替換算調整勘定  

  前期末残高 34  △309

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △343  △155

   当期変動額合計 △343  △155

  当期末残高 △309  △464

 評価・換算差額等合計  

  前期末残高 3,772  783

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,988  △746

   当期変動額合計 △2,988  △746

  当期末残高 783  37

新株予約権  

 前期末残高 8  15

 当期変動額  

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6  0

  当期変動額合計 6  0

 当期末残高 15  15

少数株主持分  

 前期末残高 8  0

 当期変動額  

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8  △0

  当期変動額合計 △8  △0

 当期末残高 0  0

純資産合計  

 前期末残高 17,438  14,389

 当期変動額  

  のれん償却による修正 －  △257

  剰余金の配当 △170  △170

  当期純利益又は当期純損失（△） 113  △73

  自己株式の取得 △2  △4

  自己株式の処分 －  5

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,989  △746

  当期変動額合計 △3,049  △1,246

 当期末残高 14,389  13,142
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(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利益又は税金等調整前当期純
損失（△） 

213  △6

 減価償却費 313  330

 のれん償却額 120  63

 負ののれん償却費 －  △14

 繰延資産償却額 10  11

 賞与引当金の増減額 △9  △22

 退職給付引当金の増減額 △42  △6

 貸倒引当金の増減額 △556  △9

 受取利息及び受取配当金 △214  △215

 持分法適用会社からの受取配当金 52  54

 支払利息 642  644

 持分法による投資利益 △119  △125

 投資有価証券等売却損益 △141  △0

 投資有価証券評価損 －  226

 持分変動損失 －  45

 有形固定資産売却損益 －  △14

 有形固定資産除却損 20  6

 ゴルフ会員権評価損 －  26

 不正関連損失 77  －

 売上債権の増減額 3,267  633

 たな卸資産の増減額 167  1,497

 前渡金の増減額 304  △379

 前受金の増減額 △207  369

 仕入債務の増減額 △2,326  △2,145

 割引手形の増減額 △104  62

 その他 △518  458

 小計 950  1,490

 利息及び配当金の受取額 209  211

 利息の支払額 △588  △641

 法人税等の支払額 △93  △120

 営業活動によるキャッシュ・フロー 477  938

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 定期預金の預入 △300  △426

 定期預金の払戻 178  0

 有形・無形固定資産等の取得による支出 △339  △819

 有形・無形固定資産等の売却による収入 0  20

 投資有価証券の取得による支出 △265  △137

 投資有価証券の売却による収入 218  500

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出 

－  △1,013

 短期貸付による支出 △1,224  △2,762

 短期貸付金の回収による収入 1,205  2,773

 長期貸付金による支出 △345  △460
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  (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) 

 長期貸付金の回収による収入 258  122

 その他 79  △88

 投資活動によるキャッシュ・フロー △534  △2,292

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 短期借入金純増減額 △1,089  887

 長期借入れによる収入 1,183  573

 長期借入金の返済による支出 △791  △464

 社債の発行による収入 －  483

 社債の償還による支出 △20  △20

 自己株式の支払額 △2  △4

 配当金の支払額 △170  △171

 その他 5  △4

 財務活動によるキャッシュ・フロー △885  1,279

現金及び現金同等物に係る換算差額 △92  △55

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,034  △129

現金及び現金同等物の期首残高 3,909  2,875

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 －  89

現金及び現金同等物の期末残高 2,875  2,835

 

 

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

該当事項はありません。 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

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 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社 

社数：13社 

主要な連結子会社 

西日本ニチモウ㈱、ﾉｰﾙｲｰｽﾀﾝ

ﾄﾛｰﾙｼｽﾃﾑｽﾞINC. 

当連結会計年度にニチモウオラン

ダB.V.を会社清算したため、連結

の範囲より除いております。 

(2) 主要非連結子会社の名称等 

トーエイ㈱ 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社の総資産、売上

高、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等のいずれもがそれぞ

れ小さく、連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないため、

連結の範囲から除いておりま

す。 

(1) 連結子会社 

社数：14社 

主要な連結子会社 

西日本ニチモウ㈱、ﾉｰﾙｲｰｽﾀﾝ

ﾄﾛｰﾙｼｽﾃﾑｽﾞINC. 

当連結会計年度より㈱ヤマイチ水

産を重要性により、連結の範囲に

含めております。 

(2) 主要非連結子会社の名称等 

同左 

 

 

 

２ 持分法の適用に関する事

項 

(1) 持分法を適用した関連会社 

社数:3社 

社名 

日本サン石油㈱、日本測器㈱、

日本船燈㈱ 

(2) 持分法を適用しない非連結子会社

及び関連会社の主要な会社等に名

称 

非連結子会社 

トーエイ㈱ 

関連会社 

㈱ニポロス 

(3) 持分法の適用範囲から除いた理由

持分法を適用しない非連結子会社

及び関連会社はそれぞれ当期純損

益（持分に見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う額）等に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ、全体

として重要性がないため持分法の

適用範囲から除いております。 

(4) 持分法を適用した日本サン石油㈱

の決算期は12月ですが、当社の連結会

計年度である3月末に仮決算を行うこ

とが困難であるため、平成19年12月31

日現在の財務諸表を基礎として、持分

法を適用しております 

(1) 持分法を適用した関連会社 

同左 

 

 

 

(2) 持分法を適用しない関連会社数 

同左 

 

 

 

 

 

(3) 持分法の適用範囲から除いた理由

同左 

 

 

 

 

 

(4) 持分法を適用した日本サン石油㈱

の決算期は12月ですが、当社の連結会

計年度である3月末に仮決算を行うこ

とが困難であるため、平成20年12月31

日現在の財務諸表を基礎として、持分

法を適用しております 
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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) 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

国内連結子会社の内11社の決算日

は、連結決算日と一致しておりま

す。在外連結子会社2社の決算日

は、2月末ですが、連結決算日と

の差異が３ヶ月以内のため、連結

財務諸表作成の基礎となる財務諸

表を作成するための仮決算は行っ

ておりません。 

国内連結子会社の内12社の決算日

は、連結決算日と一致しておりま

す。在外連結子会社2社の決算日

は、2月末ですが、連結決算日と

の差異が３ヶ月以内のため、連結

財務諸表作成の基礎となる財務諸

表を作成するための仮決算は行っ

ておりません。 

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 

 

 

(イ)有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は、全部資

本直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 

 

(イ)有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

 (ロ)たな卸資産 

主として総平均法による低価法 

 

(ロ)たな卸資産 

総平均法による原価法（収益の低下

による簿価切下げの方法） 

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

(イ)有形固定資産 

建物（建物附属設備を除く） 

(ｲ) 平成10年3月31日以前に取得
したもの･･･旧定率法 

(ﾛ) 平成10年4月1日から平成19
年3月31日までに取得したもの･･･
旧定額法 

(ﾊ) 平成19年4月1日以降に取得
したもの･･･定額法 

建物以外 

(ｲ) 平成19年3月31日以前に取得
したもの･･･旧定率法 

(ﾛ) 平成19年4月1日以降に取得
したもの･･･定率法 

なお、連結子会社5社は建物以
外について、定額法によっており
ます。 

また、平成19年3月31日以前に
取得したものについては、償却可
能限度額まで償却が終了した翌年
から5年間で均等償却する方法に
よっております。 

（ロ）無形固定資産 

定額法によっております。 

 

(イ)有形固定資産(リース資産を除く)

建物（建物附属設備を除く） 

同左 

 

 

 

 

建物以外 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ロ)無形固定資産(リース資産を除く)

 

同左 

（ハ）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 

リース期間を耐用年数とし、残存
価格をゼロとして算定する方法によ
っております。 
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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) 

 (3) 重要な繰延資産の処理

方法 

社債発行費 

社債償還期間(5年)にわたり、定額

法で償却しております。 

同左 

 (4) 重要な引当金の計上基

準 

(イ)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

績率によって計上しております。貸

倒懸念債権等特定の債権について

は、個別に回収可能性を検討し回収

不能見込額を計上しております。 

(イ)貸倒引当金 

同左 

 (ロ)賞与引当金 

従業員の賞与支払に備えるため、

当連結会計年度の負担すべき支給見

込額を計上しております。 

(ロ)賞与引当金 

同左 

 (ハ)事業構造改善引当金 

事業構造改善に伴い発生する費用

及び損失に備えるため、その発生見

込額を計上しております。 

(ハ)事業構造改善引当金 

同左 

 (ニ)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、当連結会計年度末において発生

していると認められる額を計上して

おります。 

なお、会計基準変更時差異（△45

百万円）については、10年による按

分額を費用処理しております。 

数理計算上の差異については、そ

の発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(12年)による按

分額（定額法）を翌連結会計年度よ

り費用処理することとしておりま

す。 

(ホ)役員退職慰労引当金 

子会社において、役員の退職慰労

金の支給に備えるため、内規に基づ

く当連結会計年度末要支給額を引当

計上しております。 

(ニ)退職給付引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ホ)役員退職慰労引当金 

同左 

 (5) 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

するもの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

た会計処理によっております。 
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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) 

 (6) 重要なヘッジ会計の方

法 

(イ)ヘッジ会計の方法 

原則として繰延ヘッジ処理によ

ております。 

なお、為替予約・通貨オプショ

ンについては、振当処理の要件を

満たしている場合は振当処理を行

っております。 

金利スワップについては、特例

処理の要件を満たしている場合

は、特例処理によっております。

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

為替予約取引・通貨オプション

金利スワップ取引 

ヘッジ対象 

金利変動等による損失の可能

性があり、相場変動等が評価に

反映されていないもの及びキャ

ッシュ・フローが固定されその

変動が回避されるもの 

外貨建債権・債務及び外貨建予

定取引 

借入金利息 

(ハ)ヘッジ方針 

当社の内部規程である「市場リ

スク管理規定」に基づき為替変動

リスク及び金利変動リスクをヘッ

ジすることとしております。 

(ニ)ヘッジの有効性評価の方法 

ヘッジ手段との重要な条件が同

一であり、相場変動、キャッシ

ュ・フロー変動を完全に相殺する

ものと想定することができるため

有効性の判断は省略しておりま

す。 

(イ)ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ハ)ヘッジ方針 

同左 

 

 

 

(ニ)ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

 (7) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

(1) 消費税の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜き処理によっておりま

す。 

(2) 連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用しておりま

す。 

 

 

 

 

 

(1) 消費税の会計処理 

同左 

 

 

(2) 連結納税制度の適用 

同左 

 

(3) リース取引会計基準の改正適用初

年度開始前の所有権移転外ファイ

ナンス・リース取引については、

引き続き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お

ります。 
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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) 

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、全面時価評価法によってお

ります。 

同左 

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

のれんは5年間で均等償却してお

ります。但し、僅少なものについて

は、発生年度に全額償却しておりま

す。 

のれん及び負ののれんは5年間で

均等償却しております。但し、僅少

なものについては、発生年度に全額

償却しております。 

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等物）

は、手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から3ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資等

からなっております。 

同左 
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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) 

 

 

 

 

 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関する

会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年7月5日

公表分 企業会計基準第9号）を適用しております。

この変更に伴う損益への影響は軽微であります。 

 

（リース取引に関する会計基準） 

当連結会計年度より、「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成5年6月17日（企

業審議会第一部会） 終改正平成19年3月30日 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」（企業会計基準委員会 平成6年1

月18日（日本公認会計士協会会計制度委員会） 終

改正平成19年3月30日 企業会計基準適用指針第16

号）を適用しております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権

移転外ファイナンス・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を引き続

き採用しております。 

この変更に伴う損益への影響は軽微であります。 

 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に

関する当面の取扱い） 

当連結会計年度より、「連結財務諸表作成におけ

る在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年5月17日）を適用

し、連結決算上必要な修正を行っております。 

この変更に伴う損益への影響はありません。 
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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） 

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」として掲記

されたものは、当連結会計年度から「商品及び製

品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記し

ております。 

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」「仕掛品」「原材料及び貯蔵

品」は、それぞれ15,852百万円、527百万円、2,401

百万円であります。 
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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） 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次の
とおりであります。 

投資有価証券 2,027百万円

  

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次の
とおりであります。 

投資有価証券 2,052百万円
 

※２ 担保に供している資産並びに担保付債務は次の
とおりであります。 

  担保に供している資産 

建物 356百万円

土地 456百万円

投資有価証券 2,639百万円

合計 3,451百万円

  

※２ 担保に供している資産並びに担保付債務は次の
とおりであります。 

  担保に供している資産 

建物 393百万円

土地 587百万円

投資有価証券 1,867百万円

合計 2,847百万円

  

  担保権によって担保されている債務 

短期借入金 12,700百万円

一年以内返済長期借入金 365百万円

長期借入金 2,461百万円

合計 15,527百万円
 

  担保権によって担保されている債務 

短期借入金 12,580百万円

一年以内返済長期借入金 2,123百万円

長期借入金 447百万円

合計 15,150百万円

  

３ 手形割引及び裏書譲渡高 

受取手形割引高 55百万円

  

３ 手形割引及び裏書譲渡高 

受取手形割引高 118百万円
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（連結損益計算書関係） 

 

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 たな卸資産の低価基準による低価減32百万円が
含まれております。 

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費部門の管理費
を含め278百万円であります。 

  

※１ たな卸資産の低価基準による低価減30百万円が
含まれております。 

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費は研究開発部
門の管理費を含め201百万円であります。 
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

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） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末（株） 増加（株） 減少（株） 当連結会計年度（株） 

 普通株式 37,874,000 － － 37,874,000
 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末（株） 増加（株） 減少（株） 当連結会計年度末（株）

 普通株式 3,912,872 12,437 － 3,925,309
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単位未満株式の買取りによる増加 12,437株 

 

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

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 170 5.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日

 

(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 
配当の原資

(百万円) 

配当金の総額

（千円） 

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 170 利益剰余金 5.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日
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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 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末(株) 増加(株) 減少(株) 当連結会計年度末(株)

 普通株式 37,874,000 － － 37,874,000
 

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末(株) 増加(株) 減少(株) 当連結会計年度末(株)

 普通株式 3,925,309 27,087 35,000 3,917,396

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単位未満株式の買取りによる増加 27,087株 

減少数に主な内容は、次の通りであります。 

 株式報酬型ストックオプションの権利行使による減少 35,000株 

 

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

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 170 5.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日

 

(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 配当の原資
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21年６月26日 
 定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 170 5.00 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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（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) 

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

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

（百万円）

現金及び預金勘定 3,208

預け入が３ヶ月を超える定期預金 △333

現金及び現金同等物 2,875

  

（百万円）

現金及び預金勘定 3,793

預け入が３ヶ月を超える定期預金 △958

現金及び現金同等物 2,835
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（セグメント情報） 

【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) 

 
食品事業 

(百万円) 

海洋事業 

(百万円) 

機械事業

(百万円)

資材事業

(百万円)

バイオテ
イックス
事業 

(百万円)

その他の
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 

64,980 15,170 7,136 9,933 360 125 97,706 － 97,706

 (2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

－ 160 － － － － 160 （160） －

計 64,980 15,330 7,136 9,933 360 125 97,866 （160） 97,706

 営業費用 63,989 14,882 7,034 9,811 581 53 96,351 920 97,272

 営業利益（損失は△
表示） 

991 448 102 122 △220 71 1,515 （1,081） 434

Ⅱ 資産、減価償却費
及び資本的支出 

    

 資産 23,557 12,918 2,985 3,474 445 877 44,258 8,390 52,648

 減価償却費 146 150 81 3 2 13 399 34 433

 資本的支出 98 218 6 － － 5 329 9 339

(注) １ 事業区分の方法 

   事業区分は、水産食品を扱う食品事業、水産業界に対し漁業用資材を扱う海洋事業、食品加工機械を

扱う機械事業、住宅建材用原材料・包装資材・こふな米・農畜資材を扱う資材事業、発酵大豆製品・健

康食品を扱うバイオティックス事業、不動産事業を行うその他事業にセグメンテーションしております。 

２ 各事業区分の主要商品 

事 業 区 分 売 上 区 分 主 要 商 品

すり身・鮮凍品 すり身、鮮魚、冷凍魚、魚卵 
食 品 事 業 

加工食品 切身加工品、魚卵加工品、くん製加工品 

漁 網・漁 具 底引漁具、旋網漁具、養殖用資材 
海 洋 事 業 

船 舶・機 械 船体、船用機器、船用品 

機 械 事 業 陸上機械 食品加工機械 

資 材 事 業 
合成樹脂・包装資材・

農畜資材 

塩化ビニールシート、ダンボール、紙器、 

農畜資材、米穀 

バ イ オ 事 業 発酵大豆製品 発酵大豆製品、健康食品 

そ の 他 事 業 不動産賃貸他 不動産賃貸 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは親会社本社の総務・財務 
    ・業務部門に係る費用920百万円円であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは余資運用資金(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8,390百万円であります。 

５ 「連結財務諸表作成のために基本となる重要事項」に記載のとおり、有形固定資産の減価償却について
は、取得価格の５％まで償却しておりましたが、当連結会計年度より備忘価額まで償却することに変更
しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、海洋事業において31百万円の営
業費用が増加し営業利益は同額減少しております。なお、他の事業についての影響は軽微であります。 

ニチモウ株式会社（8091）　平成２１年３月期　決算短信



 

― 28 ― 

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) 

 

 
食品事業 

(百万円) 

海洋事業 

(百万円) 

機械事業

(百万円)

資材事業

(百万円)

バイオテ
イックス
事業 

(百万円)

その他の
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 

69,453 14,665 5,248 9,356 338 119 99,181 － 99,181

 (2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

－ 199 － － － － 199 （199） －

計 69,453 14,864 5,248 9,356 338 119 99,381 （199） 99,181

 営業費用 68,303 14,527 5,211 9,247 430 57 97,778 815 98,593

 営業利益（損失は△
表示） 

1,149 337 37 108 △92 61 1,602 （1,014） 587

Ⅱ 資産、減価償却費
及び資本的支出 

    

 資産 24,614 13,642 2,173 3,062 228 860 44,583 6,824 51,407

 減価償却費 103 168 79 3 1 13 370 23 393

 資本的支出 117 686 9 5 － － 819 0 819

(注) １ 事業区分の方法 

   事業区分は、水産食品を扱う食品事業、水産業界に対し漁業用資材を扱う海洋事業、食品加工機械を

扱う機械事業、住宅建材用原材料・包装資材・農畜資材を扱う資材事業、発酵大豆製品・健康食品を扱

うバイオティックス事業、不動産事業を行うその他事業にセグメンテーションしております。 

２ 各事業区分の主要商品 

事 業 区 分 売 上 区 分 主 要 商 品

すり身・鮮凍品 すり身、鮮魚、冷凍魚、魚卵 
食 品 事 業 

加工食品 切身加工品、魚卵加工品、くん製加工品 

漁 網・漁 具 底引漁具、旋網漁具、養殖用資材 
海 洋 事 業 

船 舶・機 械 船体、船用機器、船用品 

機 械 事 業 陸上機械 食品加工機械 

資 材 事 業 
合成樹脂・包装資材・

農畜資材 

塩化ビニールシート、ダンボール、紙器、 

農畜資材 

バ イ オ 事 業 発酵大豆製品 発酵大豆製品、健康食品 

そ の 他 事 業 不動産賃貸他 不動産賃貸 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは親会社本社の総務・財務 

    ・業務部門に係る費用815百万円円であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは余資運用資金(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6,824百万円であります。 
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【所在地別セグメント情報】 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が

いずれも９０％をこえているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

【海外売上高】 

前連結会計年度及び当連結会計年度においては、海外売上高が、連結売上高の１０％未満の

ため、海外売上高の記載を省略しております。 
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（１株当たり情報） 

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) 

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 423円40銭

１株当たり当期純利益 3円34銭

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益の算定
に用いられる当期純利
益調整額の主要な内訳 

0

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益の算定
に用いられた普通株式
増加数の主要な内訳新
株予約権 

61,478

希薄化効果を有しない
ため、潜在株式調整後
１株当たり当期純利益
の算定に含まれなかっ
た潜在株式の概要 

－

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益 

3円33銭

  

  

１株当たり純資産額 386円57銭

１株当たり当期純損失 2円17銭

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益の算定
に用いられる当期純利
益調整額の主要な内訳 

－

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益の算定
に用いられた普通株式
増加数の主要な内訳新
株予約権 

－

希薄化効果を有しない
ため、潜在株式調整後
１株当たり当期純利益
の算定に含まれなかっ
た潜在株式の概要 

－

 潜在株式統制後１株当たり当期純利益については、
当期純損失のため記載しておりません。 

    
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
前連結会計年度末 

(平成20年３月31日) 

当連結会計年度末 

(平成21年３月31日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 14,389 13,142

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 15 16

 （うち新株予約権）（百万円） (15) (15)

 （うち少数株主持分）（百万円） (0) (0)

普通株式に係る純資産額（百万円） 14,373 13,126

普通株式の発行済株式数（株） 37,874,000 37,874,000

普通株式の自己株式数（株） 3,925,309 3,917,396

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数
（株） 

33,948,691 33,956,604

２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 
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)

当期純利益又は当期純損失(△)（百万円） 113 △73

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)（百万円） 113 △73

普通株式の期中平均株式数（株） 33,954,101 33,952,423

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いられる
当期純利益調整額の主要な内訳（百万円） 

(0) (－)

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いられた
普通株式増加数の主要な内訳新株予約権（株） 

(61,478) (－)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当
期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 

(－) (－)

 

ニチモウ株式会社（8091）　平成２１年３月期　決算短信



 

― 31 ― 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 

（開示の省略） 

リース取引関係、関連当事者との取引、有価証券関係、デリバティブ取引関係、退職給付関

係、ストックオプション等関係、税効果会計関係、企業結合等関係に関する注記事項について

は、決算短信における必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 
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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 1,189  1,576

  受取手形 2,579  2,869

  売掛金 10,945  9,937

  商品 13,321  12,077

  前渡金 1,159  1,503

  短期貸付金 20  1

  関係会社短期貸付金 387  50

  未収入金 589  209

  その他 157  119

  貸倒引当金 △162  △151

  流動資産合計 30,187  28,193

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物 3,971  4,160

   減価償却累計額 △2,958  △3,039

   建物（純額） 1,012  1,120

   構築物 755  771
   減価償却累計額 △699  △709

   構築物（純額） 55  61

   機械及び装置 954  1,087
   減価償却累計額 △747  △803

   機械及び装置（純額） 206  283

   車両運搬具 5  4
   減価償却累計額 △5  △4

   車両運搬具（純額） 0  0

   工具、器具及び備品 440  428
   減価償却累計額及び減損損失累計額 △397  △388

   工具、器具及び備品（純額） 42  39

   土地 1,977  2,007
   建設仮勘定 －  24

   有形固定資産合計 3,296  3,537

  無形固定資産  

   借地権 13  13

   ソフトウエア 28  30

   その他 1  0

   電話加入権 11  11

   無形固定資産合計 54  55

  投資その他の資産  

   投資有価証券 4,849  3,103

   関係会社株式 4,720  5,728

   関係会社出資金 4  －

   長期貸付金 101  472

   関係会社長期貸付金 137  496

   破産更生債権等 1,563  1,544

   その他 599  643

   貸倒引当金 △1,516  △1,737

   投資その他の資産合計 10,460  10,251

  固定資産合計 13,811  13,844

 繰延資産  

  社債発行費 37  42

  繰延資産合計 37  42

 資産合計 44,035  42,080
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  (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 2,587  2,710

  買掛金 4,710  3,606

  短期借入金 15,457  15,150

  1年内償還予定の社債 －  125

  1年内返済予定の長期借入金 230  2,045

  未払金 65  31

  未払費用 38  39

  未払法人税等 23  29

  未払消費税等 －  105

  前受金 138  556

  預り金 27  28

  賞与引当金 230  228

  事業構造改善引当金 143  143

  その他 108  12

  流動負債合計 23,761  24,811

 固定負債  

  社債 3,500  3,875

  長期借入金 2,465  790

  長期未払金 77  77

  退職給付引当金 169  172

  繰延税金負債 849  381

  その他 195  144

  固定負債合計 7,257  5,441

 負債合計 31,019  30,253

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 4,411  4,411

  資本剰余金  

   資本準備金 22  22

  利益剰余金  

   利益準備金 611  628

   その他利益剰余金  

    別途積立金 5,600  5,600

    固定資産圧縮積立金 29  27

    繰越利益剰余金 2,429  1,757

   利益剰余金合計 8,670  8,012

  自己株式 △1,110  △1,104

  株主資本合計 11,993  11,341

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 1,193  522

  繰延ヘッジ損益 △185  △53

  評価・換算差額等合計 1,007  469

 新株予約権 15  15

 純資産合計 13,016  11,826

負債純資産合計 44,035  42,080
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(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 81,713  81,024

売上原価  

 商品期首たな卸高 14,049  13,321

 当期商品仕入高 75,838  74,779

 合計 89,887  88,101

 商品他勘定振替高 18  52

 商品期末たな卸高 13,321  12,077

 売上原価合計 76,547  75,971

売上総利益 5,165  5,052

 販売費及び一般管理費 4,992  4,711

営業利益 172  341

営業外収益  

 受取利息 66  71

 受取配当金 416  310

 地代家賃収入 30  31

 雑収入 53  38

 営業外収益合計 566  452

営業外費用  

 支払利息 557  559

 貸倒引当金繰入額 －  45

 雑損失 40  61

 営業外費用合計 598  666

経常利益 141  127

特別利益  

 固定資産売却益 －  14

 投資有価証券売却益 146  －

 貸倒引当金戻入額 93  －

 特別利益合計 239  14

特別損失  

 固定資産除却損 －  6

 投資有価証券評価損 －  223

 減損損失 15  －

 貸倒引当金繰入損 －  250

 ゴルフ会員権評価損 －  26

 関係会社株式評価損 －  133

 特別退職金 21  －

 不正関連損失 77  －

 特別損失合計 113  640

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 267  △497

法人税、住民税及び事業税 △21  △13

法人税等調整額 △1  △1

法人税等合計 △22  △15

当期純利益又は当期純損失（△） 290  △482
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(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 4,411  4,411

  当期末残高 4,411  4,411

 資本剰余金  

  資本準備金  

   前期末残高 22  22

   当期末残高 22  22

  資本剰余金合計  

   前期末残高 22  22

   当期末残高 22  22

 利益剰余金  

  利益準備金  

   前期末残高 594  611

   当期変動額  

    剰余金の配当 17  17

    当期変動額合計 17  17

   当期末残高 611  628

  その他利益剰余金  

   固定資産圧縮積立金  

    前期末残高 31  29

    当期変動額  

     固定資産圧縮積立金の取崩 △2  △2

     当期変動額合計 △2  △2

    当期末残高 29  27

   別途積立金  

    前期末残高 5,600  5,600

    当期末残高 5,600  5,600

   繰越利益剰余金  

    前期末残高 2,324  2,429

    当期変動額  

     剰余金の配当 △187  △187

     固定資産圧縮積立金の取崩 2  2

     当期純利益又は当期純損失（△） 290  △482

     自己株式の処分 －  △4

     当期変動額合計 105  △672

    当期末残高 2,429  1,757

  利益剰余金合計  

   前期末残高 8,550  8,670

   当期変動額  

    剰余金の配当 △170  △170

    当期純利益又は当期純損失（△） 290  △482

    自己株式の処分 －  △4

    当期変動額合計 119  △657

   当期末残高 8,670  8,012

 自己株式  

  前期末残高 △1,107  △1,110

  当期変動額  

   自己株式の取得 △2  △4

   自己株式の処分 －  10

   当期変動額合計 △2  5

  当期末残高 △1,110  △1,104
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  (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) 

 株主資本合計  

  前期末残高 11,876  11,993

  当期変動額  

   剰余金の配当 △170  △170

   当期純利益又は当期純損失（△） 290  △482

   自己株式の取得 △2  △4

   自己株式の処分 －  5

   当期変動額合計 117  △651

  当期末残高 11,993  11,341

評価・換算差額等  

 その他有価証券評価差額金  

  前期末残高 3,551  1,193

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,357  △670

   当期変動額合計 △2,357  △670

  当期末残高 1,193  522

 繰延ヘッジ損益  

  前期末残高 24  △185

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △210  132

   当期変動額合計 △210  132

  当期末残高 △185  △53

 評価・換算差額等合計  

  前期末残高 3,575  1,007

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,567  △538

   当期変動額合計 △2,567  △538

  当期末残高 1,007  469

新株予約権  

 前期末残高 8  15

 当期変動額  

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6  0

  当期変動額合計 6  0

 当期末残高 15  15

純資産合計  

 前期末残高 15,460  13,016

 当期変動額  

  剰余金の配当 △170  △170

  当期純利益又は当期純損失（△） 290  △482

   自己株式の取得 △2  △4

   自己株式の処分 －  5

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,561  △538

  当期変動額合計 △2,443  △1,189

 当期末残高 13,016  11,826
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

該当事項はありません。 

 

 

６．役員の異動 

(1)代表者の異動 

該当事項はありません。 

 

(1)その他の役員の異動 

該当事項はありません。 
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