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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 6,069 △4.0 177 △15.4 128 △60.0 63 △60.3
21年3月期第1四半期 6,323 ― 209 ― 320 ― 160 ―

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 4.36 ―
21年3月期第1四半期 10.98 ―

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 14,824 12,186 82.2 833.53
21年3月期 14,539 12,163 83.7 832.01

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  12,186百万円 21年3月期  12,163百万円

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 ― 20.00 20.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 20.00 20.00

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

12,000 △1.1 335 57.1 360 0.7 180 18.0 12.31

通期 25,600 0.8 1,050 20.9 1,100 7.5 570 ― 38.99



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．その他をご覧下さい。 

(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 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は業況の変
化により、上記予想数値と異なる場合があります。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、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下さい。 

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 14,620,000株 21年3月期  14,620,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  100株 21年3月期  100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 14,619,900株 21年3月期第1四半期 14,619,970株



 

 

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 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、世界的な景気低迷の影響により企業収益が圧迫され、また、

厳しい雇用情勢が継続いたしました。 

小売業界においても、消費者が生活の先行き不安や所得の低下などを背景に節約志向が強まるなど、購買行動は

より慎重となり、消費環境は依然として厳しい状況のまま推移いたしました。 

一方、生産調整や在庫処理も進み、一部業種においては輸出の回復が見られるなど、本格的な回復にはまだ時間

を要するものの、景気が底打ちしたとする見方も一部では出てまいりました。 

このような状況の中、当社グループは、｢大きな時代の変化をとらえ次のステップへ進む｣年と位置づけ、既存事

業の活性化と経営体質の刷新に努めてまいりました。 

これらの結果、第１四半期連結会計期間の売上高は60億69百万円（前年同期比4.0％減）、営業利益は１億77百

万円（前年同期比15.4％減）、経常利益は為替差損等が発生したこともあり１億28百万円（前年同期比60.0％減）、

四半期純利益は63百万円（前年同期比60.3％減）となりました。 

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小売事業 

小売事業におきましては、既存店舗の活性化に取り組み、顧客の低価格志向により一品当たり単価の低下が進み

ましたが、来店客数が増加したことにより、売上高でほぼ前年同期並みの実績を上げることができました。 

また、平成21年５月に京急久里浜駅ショッピングプラザウィング内に久里浜店(神奈川県横須賀市)をオープンい

たしました。 

その結果、売上高は48億67百万円（前年同期比2.3％減）、営業利益は２億47百万円（前年同期比18.0％減）と

なりました。 

②飲食事業 

飲食事業におきましては、不況の波を受けて外食産業の多くが厳しい経営状況にある中、当社店舗では、旬のメ

ニューの品揃えの強化やさまざまなサービスの提供を行い、集客に努めました。 

また、ランチの売上高は確保できたものの、ディナーでは厳しい営業状況となり、既存店舗の売上高は前年同期

比で５％減の状況となりましたが、前年第２四半期出店の店舗を加えた売上高は若干の増収となりました。 

その結果、売上高は２億80百万円（前年同期比0.9％増）、営業損失は５百万円（前年同期比－％）となりまし

た。 

③卸売事業 

卸売事業におきましては、国内では魚卵メーカーへの販売が前年の２割以下まで減少したことにより、売上高は

前年の７割強にまで落ち込み６億37百万円にとどまりました。 

一方、２年目を迎えた米国内卸売事業を展開する子会社ウオリキ・フレッシュ・インクは順調に業績を伸ばし、

売上高２億83百万円、営業利益９百万円を計上いたしました。 

その結果、グループ全体の売上高は９億21百万円（前年同期比13.2％減）、営業利益は５百万円（前年同期比

－％）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は148億24百万円となり、前期末比２億85百万円の増加となりました。 

流動資産は前期末比１億43百万円増の46億70百万円となりました。その主な内訳は現金及び預金21億44百万円

（前期末比２億81百万円増）、受取手形及び売掛金12億61百万円（前期末比２億59百万円減）、商品及び製品９億

35百万円等であります。 

固定資産は前期末比１億42百万円増の101億54百万円となりました。その主な内訳は投資有価証券53億86百万円

（前期末比３億49百万円増）、有形固定資産26億16百万円等であります。 

負債合計は前期末比２億63百万円増の26億38百万円となりました。その主な内訳は支払手形及び買掛金９億８百

万円、賞与引当金３億50百万円（前期末比１億19百万円増）等であります。 

純資産は配当金の支払２億92百万円による利益剰余金の減少がありましたが、その他有価証券評価差額金△６億

24百万円（前期末比△２億50百万円減）等もあり、前期末比22百万円増の121億86百万円となり、自己資本比率は

82.2％となりました。 

 

 

 

 

 



 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

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（以下「資金」という。）の残高は、21億37百万円と

なり、前連結会計年度末と比較して２億81百万円の増加となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、６億９百万円の収入（前年同期は68百万円の収入）となりました。

主なプラス要因は、売上債権の減少額２億57百万円、賞与引当金の増加額１億19百万円、税金等調整前四半期純利

益１億16百万円等であります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、31百万円の支出（前年同期は２億75百万円の支出）となりました。

主な要因は、有形固定資産の取得による支出89百万円、投資有価証券の売却による収入69百万円等であります。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、配当金の支払額による２億92百万円の支出（前年同期は３億65百万

円の支出）となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期の連結業績は、為替相場の変動による為替差損及びデリバティブ評価損を計上いたしましたが、こ

れを除く経営数値は、当初予想の範囲内で推移しているものと考えており、第２四半期連結累計期間及び通期の連

結業績予想につきましては、平成21年５月７日に公表いたしました予想に変更はございません。 

ただし、上記為替の変動による業績への影響は若干考えられると予想しております。 

 

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） 

該当事項はありません。 

 

(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 

（簡便な会計処理） 

固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

っております。 

 

(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 

該当事項はありません。 

 



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 2,144,430 1,862,542

受取手形及び売掛金 1,261,515 1,521,296

商品及び製品 935,982 880,443

原材料及び貯蔵品 20,934 21,364

その他 307,638 241,624

流動資産合計 4,670,501 4,527,272

固定資産   

有形固定資産 2,616,226 2,641,671

無形固定資産 103,252 99,614

投資その他の資産   

投資有価証券 5,386,259 5,036,920

その他 2,048,485 2,233,810

投資その他の資産合計 7,434,744 7,270,730

固定資産合計 10,154,223 10,012,016

資産合計 14,824,724 14,539,289

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 908,164 905,298

未払法人税等 126,946 －

賞与引当金 350,663 231,439

その他 800,585 837,002

流動負債合計 2,186,359 1,973,740

固定負債   

退職給付引当金 18,700 10,290

その他 433,508 391,317

固定負債合計 452,208 401,607

負債合計 2,638,568 2,375,348

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,563,620 1,563,620

資本剰余金 1,441,946 1,441,946

利益剰余金 10,842,294 11,070,934

自己株式 △119 △119

株主資本合計 13,847,740 14,076,381

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △624,823 △874,899

土地再評価差額金 △1,039,645 △1,039,645

為替換算調整勘定 2,805 2,104

評価・換算差額等合計 △1,661,663 △1,912,440

少数株主持分 77 －

純資産合計 12,186,155 12,163,941

負債純資産合計 14,824,724 14,539,289



（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 6,323,105 6,069,724

売上原価 3,789,443 3,589,864

売上総利益 2,533,661 2,479,860

販売費及び一般管理費 2,323,831 2,302,388

営業利益 209,830 177,472

営業外収益   

受取利息 16,308 591

受取配当金 6,321 5,776

不動産賃貸料 6,390 7,094

デリバティブ評価益 41,188 －

為替差益 35,867 －

雑収入 8,778 4,208

営業外収益合計 114,855 17,671

営業外費用   

不動産賃貸費用 3,839 3,570

デリバティブ評価損 － 44,156

為替差損 － 18,999

その他 － 4

営業外費用合計 3,839 66,730

経常利益 320,846 128,412

特別損失   

固定資産売却損 5 －

固定資産除却損 1,457 12,108

減損損失 13,202 －

特別損失合計 14,665 12,108

税金等調整前四半期純利益 306,180 116,304

法人税、住民税及び事業税 186,245 118,158

法人税等調整額 △35,944 △65,611

法人税等合計 150,301 52,547

少数株主損失（△） △4,703 －

四半期純利益 160,583 63,757



（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利益 306,180 116,304

減価償却費 79,063 74,423

賞与引当金の増減額（△は減少） 122,669 119,223

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,454 8,409

受取利息及び受取配当金 △22,629 △6,368

為替差損益（△は益） △27,310 15,909

デリバティブ評価損益（△は益） △41,188 44,156

売上債権の増減額（△は増加） △262,580 257,133

たな卸資産の増減額（△は増加） 162,557 △57,950

仕入債務の増減額（△は減少） 59,088 3,200

その他 △15,133 29,974

小計 363,171 604,415

利息及び配当金の受取額 21,908 5,778

法人税等の支払額 △316,915 △628

営業活動によるキャッシュ・フロー 68,165 609,565

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 △288,684 △89,800

投資有価証券の取得による支出 △39,781 －

投資有価証券の売却による収入 65,060 69,745

その他 △11,841 △10,963

投資活動によるキャッシュ・フロー △275,245 △31,018

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 △58 －

配当金の支払額 △365,681 △292,502

財務活動によるキャッシュ・フロー △365,739 △292,502

現金及び現金同等物に係る換算差額 22,708 △4,162

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △550,112 281,881

現金及び現金同等物の期首残高 1,893,721 1,855,232

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

84,171 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,427,780 2,137,114



 

 

(４) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(５) セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

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） 

 
小売事業 

(千円) 

飲食事業 

(千円) 

卸売事業 

(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 4,983,141 278,575 1,061,388 6,323,105 － 6,323,105

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － 13,797 13,797 (13,797) －

計 4,983,141 278,575 1,075,186 6,336,903 (13,797) 6,323,105

営業利益又は営業損失（△） 302,105 2,136 △29,269 274,973 (65,142) 209,830

 

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） 

 
小売事業 

(千円) 

飲食事業 

(千円) 

卸売事業 

(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 4,867,531 280,980 921,212 6,069,724 － 6,069,724

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － 162,616 162,616 (162,616) －

計 4,867,531 280,980 1,083,828 6,232,340 (162,616) 6,069,724

営業利益又は営業損失（△） 247,834 △5,063 5,135 247,906 (70,434) 177,472

(注) １．事業区分の方法 

  事業区分は、販売方法の類似性を考慮し、小売事業、飲食事業、卸売事業に区分しております。 

２．各区分に属する主要な事業内容 

事業区分 主要な事業内容 

小売事業 鮮魚（冷凍品、加工品、塩干魚、鮮魚惣菜等含む）、寿司の小売販売 

飲食事業 一般寿司店、海鮮居酒屋の経営 

卸売事業 国内外食品スーパー、飲食店、食品メーカー等への魚介類卸売 

 

〔所在地別セグメント情報〕 

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）及び当第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） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が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。 

 

〔海外売上高〕 

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）及び当第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。 

 

(６) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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