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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） 

（注）平成21年３月期第２四半期から連結財務諸表の作成を始めたため、平成21年３月期の数値は記載しておりません。 

(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 3,583 ― △258 ― △266 ― △564 ―
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
円 銭 円 銭

22年3月期第1四半期 ― ―
21年3月期第1四半期 ― ―

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 8,057 △5,315 △65.9 △89,548.59
21年3月期 8,643 △4,772 △55.2 △80,401.22

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  △5,315百万円 21年3月期  △4,772百万円

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  
（注）平成22年３月期の配当に関しましては、具体的な金額は未定であります。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」に記載の事業譲受による当社業績に与える影響などを慎重に考慮し、事業譲受けに係る子会社化を目途として、決定次第お知らせいたします。 

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 0.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想） ― ― ― ―

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  
（注）平成22年３月期の連結業績予想につきましては、業績が大きく変動することが予想されるため、現時点では非開示といたしますが、判明次第速やか
に開示いたします。詳細は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。 

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 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―



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」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） 

（注）詳細は４ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧ください。 

(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．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。 
２．「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）
を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に伴い四半期連結財務諸表を作成しております。 

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 59,360株 21年3月期  59,360株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  ―株 21年3月期  ―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 59,360株 21年3月期第1四半期 59,360株



当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な景気の後退の影響を受け、雇用環境の悪化、個人

消費の冷え込み、企業設備も大幅に減少するなど依然として景気の減速傾向は高まっており、極めて厳しい状況

が続いております。 

当社グループの属する食品業界におきましては、「食」の安全・安心に対する社会的関心の高まりに伴い品質

管理体制のより一層の強化が要求されるなど、業界内の競争環境は従来にも増して厳しい状況にあります。 

このような環境下において当社グループは、あなご商品をはじめとしてお客様から信頼いただける食材を、リ

ーズナブルな価格でいつでも提供させていただくことを存在意義としまして、事業を展開してまいりました。 

当第１四半期連結会計期間における経営成績は、売上高3,583百万円、営業損失258百万円、経常損失266百万円、

四半期純損失564百万円となりました。 

品目別売上につきましては、あなご商品が1,182百万円、鶏卵商品が1,214百万円、うなぎ商品が114百万円、その

他商品が989百万円、タレ・調味料等が83百万円となりました。 

売上原価につきましては、3,083百万円となりました。この結果、売上原価率は86.1％となり、売上総利益は499

百万円となりました。 

販売費及び一般管理費につきましては、758百万円となりました。その内訳は、販売費が348百万円、人件費が175

百万円、管理費が196百万円、施設費が37百万円であります。この結果、258百万円の営業損失となりました。 

営業外収益として投資不動産賃貸料8百万円、雑収入21百万円などがあったものの、営業外費用として支払利息33

百万円、賃貸収入原価5百万円などがあったことにより、経常損失266百万円となりました。 

また特別利益として賞与引当金戻入12百万円、前期損益修正益88百万円、特別損失として貸倒引当金繰入額107百

万円、たな卸資産評価損269百万円などがあったことにより、税金等調整前四半期純損失563百万円となりました。 

なお、特定子会社である舟山谷林食品有限公司については、当第１四半期連結会計期間では、同社の３月31日に

おける財務諸表を連結で処理しております。 

  

（1）財政状態の分析 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ586百万円減少し、8,057百万円となり

ました。これは主に原料及び貯蔵品の減少136百万円、預け金の減少227百万円などにより資産が減少したことによ

るものであります。 

当第１四半期連結会計期間末における負債の合計は、前連結会計年度末に比べ43百万円減少し、13,372百万円と

なりました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加288百万円、関係会社短期借入金の増加300百万円などにより

負債が増加したものの、短期借入金の減少591百万円などにより負債が減少したことによるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ542百万円減少し、△5,315百万円とな

りました。これは四半期純損失の計上564百万円などにより純資産が減少したことによるものであります。 

（2）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、372百万円となりまし

た。 

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は、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） 

当第１四半期連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は、194百万円となりました。これは主に、税

金等調整前四半期純損失563百万円、売上債権の増加額503百万円、利息の支払額14百万円などにより資金が減少

したものの、仕入債務の増加額273百万円、前渡金の減少額157百万円、たな卸資産の減少額170百万円などにより

資金が増加したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果得られた資金は、287百万円となりました。これは主に、保

険の満期による収入26百万円、預け金の減少額230百万円などにより資金が増加したことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は、319百万円となりました。これは主に、短

期借入金の純減少額291百万円などにより資金が減少したことによるものであります。 

  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報



平成20年４月21日付公表の「水産事業譲受けに係る基本合意の締結に関するお知らせ」に記載のとおり、当社グ

ループは株式会社加ト吉の水産事業本部が営む水産加工品事業等及び川万水産株式会社の全事業譲受けについて検

討を開始することで合意し、平成20年４月21日に基本合意書を締結し,平成21年４月27日付公表の「子会社の異動

（取得）に係る日程に関するお知らせ」に記載のとおり、平成21年４月27日付公表の「株式会社加ト吉による当社

株式に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ」に記載の当社が株式会社加ト吉の完全子会社化となっ

た以降、平成21年10月１日を目途に当該事業譲受けに係る当該子会社の全株式の譲受けを実行することといたしま

した。 

現在、平成21年10月１日を目途に当該子会社化を行なう準備を行なっており、未定となっている事項が多いことか 

ら、当該子会社化による当社グループの業績に与える影響については確定しておりません。当該事業譲受けにより

平成22年３月期の業績が大きく変動する可能性があり、現時点では平成22年３月期連結業績予想を非開示といたし

ます。当該子会社化が当社グループ業績に与える影響及び平成22年３月期連結業績予想につきましては、平成21年

10月１日の当該子会社化を目途に、判明次第お知らせいたします。   

  

該当事項はありません。  

  

  

 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理  

当第１四半期連結会計期間における税金費用については、簡便法による税効果会計を適用しているため、

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 485,742 707,282

受取手形及び売掛金 2,779,113 2,723,821

商品及び製品 1,422,636 1,290,089

仕掛品 3,687 68,421

原材料及び貯蔵品 35,875 172,212

前渡金 735,923 1,603,311

その他 126,426 763,825

貸倒引当金 △34,842 △219,133

流動資産合計 5,554,562 7,109,830

固定資産   

有形固定資産 808,374 832,542

無形固定資産 9,012 2,594

投資その他の資産   

破産更生債権等 3,292,147 3,371,361

長期未収入金 1,612,051 －

その他 648,117 634,221

貸倒引当金 △3,867,214 △3,307,111

投資その他の資産合計 1,685,100 698,471

固定資産合計 2,502,488 1,533,608

資産合計 8,057,051 8,643,439

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,286,913 1,997,913

短期借入金 1,651,936 2,243,563

関係会社短期借入金 8,650,000 8,350,000

未払法人税等 1,767 －

引当金 － 15,486

その他 421,039 420,823

流動負債合計 13,011,657 13,027,786

固定負債   

長期借入金 348,502 373,609

その他 12,496 14,660

固定負債合計 360,998 388,269

負債合計 13,372,655 13,416,056



（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 627,500 627,500

資本剰余金 744,792 744,792

利益剰余金 △6,565,861 △6,001,794

株主資本合計 △5,193,568 △4,629,502

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △580 △564

為替換算調整勘定 △121,455 △142,550

評価・換算差額等合計 △122,035 △143,114

純資産合計 △5,315,604 △4,772,616

負債純資産合計 8,057,051 8,643,439



（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）

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 3,583,522

売上原価 3,083,934

売上総利益 499,587

販売費及び一般管理費 758,384

営業損失（△） △258,797

営業外収益  

受取利息 743

受取配当金 1

投資不動産賃貸料 8,714

雑収入 21,372

その他 2,110

営業外収益合計 32,941

営業外費用  

支払利息 33,901

賃貸収入原価 5,453

その他 1,597

営業外費用合計 40,952

経常損失（△） △266,808

特別利益  

固定資産売却益 7

前期損益修正益 88,614

その他 12,094

特別利益合計 100,716

特別損失  

減損損失 19,830

たな卸資産評価損 269,198

貸倒引当金繰入額 107,897

特別損失合計 396,926

税金等調整前四半期純損失（△） △563,018

法人税等 1,047

四半期純損失（△） △564,066



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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（△） △563,018

減価償却費 6,731

減損損失 19,830

貸倒引当金の増減額（△は減少） 370,331

受取利息及び受取配当金 △744

支払利息 33,901

為替差損益（△は益） 1,996

有形固定資産売却損益（△は益） △7

前期損益修正損益（△は益） △88,614

売上債権の増減額（△は増加） △503,288

前渡金の増減額（△は増加） 157,188

たな卸資産の増減額（△は増加） 170,694

仕入債務の増減額（△は減少） 273,973

その他 △57,488

小計 △178,513

利息及び配当金の受取額 199

利息の支払額 △14,479

法人税等の支払額 △1,374

営業活動によるキャッシュ・フロー △194,168

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 △545

有形固定資産の売却による収入 70

投資有価証券の取得による支出 △149

貸付金の回収による収入 37,837

その他 250,137

投資活動によるキャッシュ・フロー 287,351

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） △291,627

長期借入金の返済による支出 △25,107

リース債務の返済による支出 △2,513

配当金の支払額 △36

財務活動によるキャッシュ・フロー △319,284

現金及び現金同等物に係る換算差額 561

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △225,540

現金及び現金同等物の期首残高 598,531

現金及び現金同等物の四半期末残高 372,990



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) 

当連結グループは、同一セグメントに属するあなご商品等水産加工品及び鶏卵商品等の食料品の製造、加

工、販売を行っており、当該事業以外に事業の種類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) 

 本邦の売上高及び資産の金額は、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

める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

   

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％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

   

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〕

〔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



（１）四半期連結損益計算書 

平成21年３月期第２四半期から連結財務諸表の作成を始めたため、前年同四半期に係る四半期連結損益計算書

は記載しておりません。 

  

（２）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

平成21年３月期第２四半期から連結財務諸表の作成を始めたため、前年同四半期に係る四半期連結キャッシ

ュ・フロー計算書は記載しておりません。  

「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表



「参考資料２」

前年同四半期に係る財務諸表（非連結）

（１）四半期損益計算書

  
前年同四半期累計期間   
（自 平成20年４月１日  
至 平成20年６月30日）  

 区分  金額（千円） 
百分率 
（％）

Ⅰ 売上高  3,453,433 100.0

Ⅱ 売上原価   3,104,548 89.9

売上総利益    348,884  10.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費    418,107 12.1

営業損失（△）   △69,222 △2.0

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息   4,408

２．受取配当金   6

３．投資不動産賃貸料   9,335

４．為替差益   12,339

５．その他  5,840 31,929 0.9

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息   30,937

２．その他   5,494 36,431 1.1

経常損失（△）    △73,724 △2.1

Ⅵ 特別利益   

１．固定資産売却益  3,292

２．貸倒引当金戻入額  1,773 5,065  0.1

Ⅶ 特別損失   

１．固定資産除却損   24,847 24,847 0.7

税引前四半期純損失
（△）  

  △93,507  △2.7

法人税、住民税及び
事業税 

  △28,363 △0.8

四半期純損失（△）   △65,143  △1.9



（２）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日） 

 区分  金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ 

ュ・フロー  
  

税引前四半期純損失（△）   △93,507

減価償却費 14,827

貸倒引当金の増減額（△は減

少）  
 △1,773

受取利息及び受取配当金   △4,414

支払利息   30,937

為替差損益（△は益）   △6,924

有形固定資産売却損益（△は
益）  

 △3,292

有形固定資産除却損  24,847

売上債権の増減額（△は増
加）  

372,344

たな卸資産の増減額（△は増
加）  

 △157,600

仕入債務の増減額（△は減
少）  

 △82,488

前渡金の増減額（△は増加）  △467,245

差入保証金の増減額（△は増

加）  
312,826

その他   △66,907

小計   △128,369

利息及び配当金の受取額   694

利息の支払額   △30,323

法人税等の還付額  467

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
 △157,531



   

  
前年同四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日） 

 区分  金額（千円） 

Ⅱ 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 
△34,160

有形固定資産の売却による収
入 

 15,761

投資有価証券の取得による支
出 

 △149

貸付けによる支出   △440,000

貸付金の回収による収入 3,840

その他 △225,729

投資活動によるキャッシ 

ュ・フロー   
△680,437

Ⅲ 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） 

950,000

長期借入金の返済による支出 △25,107

配当金の支払額 △32,592

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー  
892,300

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 

換算差額  
6,924

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減 

額（△は減少） 
61,257

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首 

残高  
834,708

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半 

期末残高 
 895,965
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