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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 7,469 △21.0 △267 ― △216 ― △180 ―
21年3月期第1四半期 9,461 ― △122 ― △71 ― △126 ―

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

22年3月期第1四半期 △16.34 ―
21年3月期第1四半期 △11.22 ―

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

22年3月期第1四半期 20,498 17,525 85.5 1,590.29
21年3月期 20,658 17,791 86.1 1,614.45

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  17,525百万円 21年3月期  17,791百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 8.00 8.00

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

15,276 △12.9 70 ― 126 ― 66 ― 6.03

通期 31,000 △6.2 38 ― 135 ― 71 ― 6.44



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  無  

(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） 

(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．平成21年５月15日発表の平成22年３月期の連結業績予想の修正は行っておりません。 
２．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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提条件に基づい
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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等に
ついては、３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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 11,556,084株 21年3月期  11,556,084株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  535,994株 21年3月期  535,904株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 11,020,126株 21年3月期第1四半期 11,292,793株



 当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日～平成21年６月30日）におけるわが国経済は、一部で生産や株価

に回復の兆しが見られるものの、昨年来の世界的な金融危機が及ぼす影響は根強く、企業収益や雇用情勢の悪化、

個人消費の低迷等、引き続き厳しい状況で推移いたしました。       

 また、当社グループを取り巻く養殖業界におきましても、経営環境は依然厳しい状況が続いております。  

 この様な状況の中、当社グループでは引き続き経営の効率化を推進し、物流コストの抑制、与信管理の厳格化及

び滞留債権の早期回収に努めてまいりました。 

 しかし、国内市場の消費低迷の影響により、「鮮魚の販売事業」は低調に推移し、また「餌料・飼料の販売事

業」でも市況を反映し、両事業での販売数量の減少と価格低下要因により減収となりました。 

 また、経費面では経営の効率化やコスト削減に努め、販売費及び一般管理費全体では前年同期比18.9％（２億

56百万円）減少いたしましたが、しかし、販売価格の下落で適正な利益確保が出来ず売上総利益率の低下等によ

り、各利益も前年同期を大幅に下回る結果となりました。 

  

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は前年同期比21.0％減の74億69百万円、営業損失は２億67百

万円（前第１四半期連結会計期間は、営業損失１億22百万円）、経常損失は２億16百万円（前第１四半期連結会計

期間は、経常損失71百万円）、四半期純損失は１億80百万円（前第１四半期連結会計期間は、四半期純損失１億26

百万円）となりました。 

  

 事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。   

（注）１．鮮魚の販売事業における対前年同期比較の「数量差異」及び「価格差異」は、鮮魚販売のみで集計・比較し

ており、単位の異なる稚魚及び人工ふ化稚魚の販売は除外しております。 

２．セグメント間の取引については、相殺消去しております。  

  

 当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ１億60百万円減少の204億98百万円となりま

した。また、負債合計は、前連結会計年度末に比べ１億５百万円増加の29億73百万円、純資産合計は、前連結会計

年度末に比べ２億66百万円減少の175億25百万円となり、この結果、自己資本比率は85.5％となりました。 

 尚、資産減少の主な要因については、受取手形及び売掛金（５億81百万円の増加）等の増加要因はあるものの、

一方で、現金及び預金（１億36百万円の減少）、仕掛品（１億５百万円の減少）、投資その他の資産（３億20百万

円の減少）等が減少したことによるものであります。 

 次に、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ１億36百万円減少

の57億72百万円となりました。  

   

  

 当第１四半期連結会計期間の業績は、対計画比においても乖離した状況にありますが、当社グループを取り巻く

養殖業界や市場環境、景気の先行き等の見極めが、現時点では困難なため、平成21年５月15日公表の連結及び個別

の業績予想数値の修正は行わず、据え置くことと致します。 

 尚、今後「業績予想の修正等」に関する開示の必要性が生じた場合には、速やかに発表させていただきます。  

  

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

区分 
平成21年３月期 
第１四半期金額
（百万円） 

平成22年３月期
第１四半期金額
（百万円） 

対前年同期比較 

金額差異
（百万円）

増減率
（％） 

数量差異 
（トン） 

価格差異
(円/1㎏当り）

鮮魚の販売事業  7,140  5,873 △1,266  △17.7  △609 △58.4

餌料・飼料の販売事業  2,271  1,555 △716  △31.5  △3,442 △18.6

その他の事業  48  40 △8  △16.6  － －

合  計  9,461  7,469 △1,991  △21.0  － －

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



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。   

  

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



５．四半期連結財務諸表 
(1) 四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,283,137 10,419,159

受取手形及び売掛金 6,353,476 5,771,994

有価証券 401,063 401,537

商品及び製品 325,700 313,910

仕掛品 38,967 144,509

貯蔵品 10,678 11,717

短期貸付金 1,322,012 1,258,146

その他 74,617 70,874

貸倒引当金 △1,553,713 △1,311,580

流動資産合計 17,255,939 17,080,270

固定資産   

有形固定資産 2,004,988 2,020,295

無形固定資産 8,961 9,450

投資その他の資産   

その他 1,359,308 2,120,903

貸倒引当金 △130,960 △572,002

投資その他の資産合計 1,228,347 1,548,901

固定資産合計 3,242,297 3,578,647

資産合計 20,498,236 20,658,918

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,727,005 1,587,184

未払法人税等 4,202 63,186

繰延税金負債 202 153

賞与引当金 4,147 26,595

その他 704,722 351,504

流動負債合計 2,440,280 2,028,624

固定負債   

繰延税金負債 25,213 25,381

退職給付引当金 155,374 151,931

役員退職慰労引当金 352,186 661,441

固定負債合計 532,774 838,754

負債合計 2,973,055 2,867,379



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,187,615 2,187,615

資本剰余金 2,521,825 2,521,825

利益剰余金 13,167,106 13,435,344

自己株式 △390,928 △390,903

株主資本合計 17,485,617 17,753,881

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 39,534 37,628

評価・換算差額等合計 39,534 37,628

少数株主持分 29 29

純資産合計 17,525,181 17,791,538

負債純資産合計 20,498,236 20,658,918



(2) 四半期連結損益計算書 
 (第１四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 9,461,042 7,469,581

売上原価 8,228,196 6,638,101

売上総利益 1,232,846 831,479

販売費及び一般管理費 1,355,049 1,098,916

営業損失（△） △122,203 △267,437

営業外収益   

受取利息 32,521 37,599

受取配当金 1,944 2,954

投資不動産賃貸料 17,357 18,081

その他 16,386 13,594

営業外収益合計 68,210 72,230

営業外費用   

支払利息 1,486 834

投資不動産賃貸費用 8,226 7,270

投資事業組合運用損 － 11,709

その他 7,785 1,697

営業外費用合計 17,498 21,512

経常損失（△） △71,491 △216,719

特別利益   

固定資産売却益 250 －

貸倒引当金戻入額 － 40,692

特別利益合計 250 40,692

特別損失   

前期損益修正損 17,675 －

固定資産売却損 318 246

固定資産除却損 291 932

特別損失合計 18,285 1,179

税金等調整前四半期純損失（△） △89,527 △177,206

法人税、住民税及び事業税 2,600 2,870

法人税等調整額 34,574 －

法人税等合計 37,175 2,870

少数株主利益又は少数株主損失（△） － △0

四半期純損失（△） △126,702 △180,077



(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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損失（△） △89,527 △177,206

減価償却費 33,029 32,699

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,860 3,442

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △75,459 △309,254

賞与引当金の増減額（△は減少） △26,560 △22,448

貸倒引当金の増減額（△は減少） 287,011 △198,909

受取利息及び受取配当金 △34,466 △40,553

支払利息 1,486 834

固定資産売却損益（△は益） 68 246

固定資産除却損 291 932

投資不動産賃貸収入 △17,357 △18,081

投資不動産賃貸費用 8,226 7,270

売上債権の増減額（△は増加） △416,767 △202,712

たな卸資産の増減額（△は増加） △314,303 94,792

仕入債務の増減額（△は減少） 420,209 139,821

未払消費税等の増減額（△は減少） 22,791 40,885

その他 55,164 333,206

小計 △142,300 △315,034

利息及び配当金の受取額 47,505 35,257

利息の支払額 △1,486 △834

法人税等の支払額 △201,644 △57,091

営業活動によるキャッシュ・フロー △297,925 △337,702

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 43,200 △300

有価証券の償還による収入 100,000 －

投資有価証券の取得による支出 △204,931 △1,859

有形固定資産の取得による支出 △19,733 △27,406

有形固定資産の売却による収入 1,551 190

投資不動産の賃貸による収入 17,357 18,081

投資不動産の賃貸による支出 △4,927 △4,199

貸付けによる支出 △245,373 △237,438

貸付金の回収による収入 387,715 237,448

その他 115,223 305,714

投資活動によるキャッシュ・フロー 190,080 290,231

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △44 △25

配当金の支払額 △180,708 △88,254

財務活動によるキャッシュ・フロー △180,752 △88,279

現金及び現金同等物に係る換算差額 81 △571

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △288,516 △136,321

現金及び現金同等物の期首残高 7,009,449 5,908,859

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,720,933 5,772,537



 該当事項はありません。 

  

前第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） 

   

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１．事業区分は、当社及び連結子会社が行う事業の類似性を考慮して決定しております。 

２．各区分に属する主要な品目は次のとおりであります。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

４．会計方針の変更及び追加情報 

前第１四半期連結累計期間  

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 当第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 平成18年７

月５日）を適用しております。この変更に伴う損益に与える影響はありません。  

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

 平成20年度税制改正において、減価償却資産の耐用年数等に関する省令が改正されたことに伴い、資産の

利用状況等を見直した結果、当第１四半期連結会計期間より機械装置の耐用年数を４～13年から５～12年に

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に比べ、「鮮魚の販売事業」の営業損失が561千円減少し、

「餌料・飼料の販売事業」の営業利益が16千円減少しております。 

  

当第１四半期連結累計期間  

 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) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
鮮魚の販売
事業 
（千円） 

餌料・飼料
の販売事業 
（千円） 

その他の事
業（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

売上高             

(1) 外部顧客に対する売上高  7,140,524  2,271,923  48,594  9,461,042  －  9,461,042

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  76,589  76,589 (76,589)  －

計  7,140,524  2,271,923  125,184  9,537,632 (76,589)  9,461,042

営業利益又は営業損失（△）  △209,848  86,664  △596  △123,781  1,577  △122,203

  
鮮魚の販売
事業 
（千円） 

餌料・飼料
の販売事業 
（千円） 

その他の事
業（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

売上高             

(1) 外部顧客に対する売上高  5,873,530  1,555,531  40,519  7,469,581  －  7,469,581

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  567  57,696  58,264 (58,264)  －

計  5,873,530  1,556,098  98,216  7,527,845 (58,264)  7,469,581

営業利益又は営業損失（△）  △296,330  24,692  2,206  △269,431  1,994  △267,437

部門 主要品目

鮮魚の販売事業 タイ、ハマチ、カンパチ、雑魚（天然魚含む）、稚魚、人工ふ化稚魚、加工品 

餌料・飼料の販売事業 生餌、配合飼料、モイストペレット等 

その他の事業 一般貨物運送事業、マグロ養殖事業 



 前第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） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店はないため、該当事項はありません。 

   

 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店はないため、該当事項はありません。 

  

 前第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） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。  

   

 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。  

  

 当社は、配当原資を確保するため別途積立金９億円を取崩しいたしました。この結果、配当金の支払い後利益

剰余金が減少し、当第１四半期連結会計期間末の利益剰余金は131億67百万円となっております。 

  

   

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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