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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 8,750 16.5 26 △71.1 54 △58.8 14 △84.0

21年3月期第1四半期 7,508 ― 93 ― 131 ― 89 ―

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 0.17 ―

21年3月期第1四半期 1.07 ―

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 11,777 5,201 42.9 60.38
21年3月期 11,879 5,344 43.9 62.19

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  5,057百万円 21年3月期  5,208百万円

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 ― ― ― 2.00 2.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 2.00 2.00

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

17,400 5.5 120 △25.0 160 △28.9 130 △2.3 1.55

通期 36,000 1.2 320 76.8 400 33.3 320 17.6 3.82
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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  有  
(注）詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他(2）をご覧ください。 

(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 

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当たっての注意事項等について
は４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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 83,790,000株 21年3月期  83,790,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  37,070株 21年3月期  34,525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 83,753,882株 21年3月期第1四半期 83,759,494株
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 当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日～６月30日）における国内経済は、一部で輸出や生産に持ち直しの

動きが見られるものの、昨年からの世界的な金融危機による景気後退の影響は大きく、企業収益や設備投資は大幅に

減少し、雇用状勢の悪化・個人消費の低迷等引き続き厳しい状況が続いております。 

 水産・食品業界におきましても、昨年度来の国内景気の悪化を背景に、消費者の節約志向が続く厳しい経営環境に

ありました。 

 このような厳しい状況のなかで、当社グループは、引き続き、冷蔵保管機能、水産卸機能やリテールサポート機能

を相互に融合して協働させることにより、収益の確保に努めて参りました。その結果、当社グループの当第１四半期

連結累計期間の業績は、売上高87億50百万円（前年同期比12億42百万円増）、経常利益54百万円（前年同期比77百万

円減）、四半期純利益は14百万円（前年同期比75百万円減）となりました。 

 なお、事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

(1) 冷蔵倉庫事業 

 冷蔵倉庫事業は、売上高は８億73百万円（前年同期比12百万円増）となり、保管料単価が減少したものの、在庫量

が増加したため、前年同期並の売上高となりましたが、減価償却費や修繕費の増加等があったため、13百万円の営業

損失（前年同期比54百万円減）となりました。 

(2) 水産物卸売事業 

 水産物卸売事業は、リテールサポート部門を含み、売上高は78億77百万円（前年同期比12億29百万円増）となり、

前年同期比では、昨年８月に子会社化した中央フーズの影響もあり増加となりました。しかしながら、粗利益率の低

下や諸経費の増加等により営業利益は40百万円（前年同期比30百万円減）にとどまりました。 

  

 (1) 当第１四半期連結会計期間末の資産、負債及び純資産の状況 

 ① 資産の部 

  当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前期末比１億１百万円減少し、117億77百万円となりました。 

  流動資産は、売上債権の減少や棚卸資産の増加等により前期末比78百万円減少の64億56百万円となりました。

  固定資産については、リース資産等の増加があったものの、減価償却費の計上により、前期末比22百万円減少

し、53億21百万円となりました。 

  ② 負債の部 

  当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前期末比42百万円増加し、65億76百万円となりました。 

  流動負債は、賞与引当金の減少があったものの、仕入債務の増加があったため、前期末比１億36百万円増加の

37億10百万円となりました。 

  固定負債は、借入金の返済、負ののれんの償却等により、前期末比94百万円減少し、28億66百万円となりまし

た。 

  ③ 純資産の部 

  当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、第１四半期累計期間純利益が14百万円となったものの、株主配

当金の支払１億67百万円等により前期末比１億43百万円減少の52億１百万円となりました。 

  

(2) 当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、税金等調整前四半期純利益

54百万円となりましたが、他方で、棚卸資産の増加、借入金の返済、株主配当金の支払などによる資金の減少があ

り、当第１四半期連結会計期間末の資金は、前連結会計年度末比15百万円減少し、21億99百万円となりました。 

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増加があったものの、売上債権の減少、固定資産の減価償

却費の増加等により、３億82百万円の増加となりました。 

  （投資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・フローは、固定資産の取得による支出等により、１億10百万円の減少となりまし

た。 

  （財務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・フローは、長期借入金の返済、株主配当金の支払等により、２億88百万円の減少

となりました。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 平成21年５月14日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

該当事項はありません。  

  

  

① 固定資産の減価償却の方法 

  連結会計年度に係る減価償却の額を期間按分して算定しております。 

② 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものから変動がないと認められるため、前連結会計年度において

用いた一般債権の貸倒実績率を使用しております。 

③ 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実行税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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
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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 

（単位：百万円）

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 483 862

受取手形及び売掛金 2,518 2,737

商品及び製品 1,403 1,217

原材料及び貯蔵品 30 17

関係会社預け金 1,725 1,362

繰延税金資産 159 159

その他 164 210

貸倒引当金 △29 △31

流動資産合計 6,456 6,535

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,146 9,130

減価償却累計額 △5,982 △5,916

建物及び構築物（純額） 3,163 3,213

機械装置及び運搬具 2,485 2,459

減価償却累計額 △1,686 △1,645

機械装置及び運搬具（純額） 799 813

工具、器具及び備品 205 203

減価償却累計額 △137 △132

工具、器具及び備品（純額） 67 71

土地 827 827

リース資産 102 65

減価償却累計額 △11 △6

リース資産（純額） 91 59

有形固定資産合計 4,949 4,985

無形固定資産   

無形固定資産合計 36 29

投資その他の資産   

投資有価証券 84 81

長期貸付金 11 12

繰延税金資産 148 150

その他 89 85

投資その他の資産合計 335 329

固定資産合計 5,321 5,344

資産合計 11,777 11,879
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（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,649 2,560

1年内返済予定の長期借入金 334 334

1年内返済予定の関係会社長期借入金 130 130

リース債務 22 13

未払法人税等 38 38

賞与引当金 21 69

役員賞与引当金 0 9

その他 514 418

流動負債合計 3,710 3,574

固定負債   

長期借入金 748 832

関係会社長期借入金 476 509

リース債務 69 48

退職給付引当金 1,042 1,018

役員退職慰労引当金 45 40

本社移転損失引当金 147 147

長期預り保証金 14 34

負ののれん 320 329

固定負債合計 2,866 2,960

負債合計 6,576 6,534

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,485 2,485

資本剰余金 1,222 1,222

利益剰余金 1,348 1,501

自己株式 △0 △0

株主資本合計 5,055 5,208

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1 △0

評価・換算差額等合計 1 △0

少数株主持分 143 135

純資産合計 5,201 5,344

負債純資産合計 11,777 11,879
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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） 

（単位：百万円）

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 7,508 8,750

売上原価 6,873 7,996

売上総利益 634 754

販売費及び一般管理費 540 727

営業利益 93 26

営業外収益   

受取利息 5 3

受取配当金 0 0

雑収入 35 22

負ののれん償却額 9 9

営業外収益合計 51 35

営業外費用   

支払利息 12 8

雑支出 1 0

営業外費用合計 13 8

経常利益 131 54

税金等調整前四半期純利益 131 54

法人税、住民税及び事業税 30 32

法人税等合計 30 32

少数株主利益 11 7

四半期純利益 89 14
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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利益 131 54

減価償却費 98 120

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △2

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15 24

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1 5

賞与引当金の増減額（△は減少） 15 △48

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △8

受取利息及び受取配当金 △5 △3

支払利息 12 8

負ののれん償却額 △9 △9

売上債権の増減額（△は増加） △150 218

たな卸資産の増減額（△は増加） △194 △200

仕入債務の増減額（△は減少） △65 88

未払消費税等の増減額（△は減少） △58 18

その他 10 140

小計 △203 406

利息及び配当金の受取額 3 4

利息の支払額 △12 △8

法人税等の支払額 △16 △20

営業活動によるキャッシュ・フロー △228 382

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △609 △80

無形固定資産の取得による支出 － △9

預り保証金の受入による収入 － 0

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

差入保証金の回収による収入 19 0

預り保証金の返還による支出 － △20

貸付金の回収による収入 20 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △569 △110

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 56 －

短期借入金の返済による支出 △167 －

長期借入れによる収入 344 －

長期借入金の返済による支出 △116 △116

自己株式の取得による支出 △0 △0

リース債務の返済による支出 － △4

配当金の支払額 － △167

財務活動によるキャッシュ・フロー 116 △288

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △681 △15
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（単位：百万円）

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) 

現金及び現金同等物の期首残高 2,679 2,215

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 317 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,314 2,199
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 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.事業区分の方法は業種別の区分によるセグメンテーションを行なっている。 

２.各事業の主要な業務 

   (1) 冷蔵倉庫事業  水産物等の冷蔵保管 

   (2) 水産物卸売事業  水産物及びその加工製品の販売、リテールサポート 

  

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） 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、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） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため記載を省略しております。 

   

 該当事項はありません。 

   

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〕

  
冷蔵倉庫事業
（百万円） 

水産物卸売事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  860  6,647  7,508  －  7,508

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 9  －  9 (9)  －

計  869  6,647  7,517 (9)  7,508

営業利益  41  70  111 18  93

  
冷蔵倉庫事業
（百万円） 

水産物卸売事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  873  7,877  8,750  －  8,750

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 8  8  17 (17)  －

計  881  7,886  8,767 (17)  8,750

営業利益  △13  40  26 －  26

〔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

６．その他の情報
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