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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 20,955 △13.7 △378 ― △364 ― △335 ―
21年3月期第1四半期 24,289 ― △156 ― △148 ― △149 ―

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 △9.86 ―
21年3月期第1四半期 △4.40 ―

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 55,472 12,807 23.1 376.70
21年3月期 51,407 13,142 25.5 386.57

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  12,791百万円 21年3月期  13,126百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 5.00 5.00

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

50,000 △3.1 △50 ― △100 ― △150 ― △4.42

通期 105,000 5.8 800 36.0 500 75.4 400 ― 11.78
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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、３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） 

(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 
業績予想につきましては、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。 

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 37,874,000株 21年3月期  37,874,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  3,918,712株 21年3月期  3,917,396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 33,955,876株 21年3月期第1四半期 33,946,805株
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【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１四半期におけるわが国経済は、一部の製造業等で回復の兆しが見え始めたものの、全体的

には設備投資の減少傾向は強まり、雇用情勢も一層の厳しさを増す中で個人消費も減少するなど先

行き不透明な状況で推移いたしました。 

このような経済環境のなか、当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

分野におきましても、消費の低迷や設備投資の減少等により引き続き厳しい状況下におかれました。 

こうした情勢のもとで、当社グループの第１四半期連結累計期間売上高は20,955百万円（前年同

期比13.7％減）、営業損失は378百万円、経常損失は364百万円、四半期純損失は335百万円となりま

した。 

 尚、当グループにおける損益の特徴として売上高は下期偏重となっております。そのため、売上

高に対する費用負担の大きい第1四半期につきましては利益面ではマイナスとなっております。 
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。 

＜食品事業＞ 

食品事業におきましては、すり身の需要が前期と比べ大幅に減少したことによる販売減や、消

費者の低価格志向の影響によるカニなどの高級食材の販売減により、連結売上高は前年同期を下

回りました。 

この結果、売上高は13,898百万円（前年同期比19.5％減）、営業損失は67百万円となりました。 

＜海洋事業＞ 

海洋事業におきましては、官庁関係や海外旋網の受注増がありましたが、漁獲量の大幅な減少

と魚価安による底引き資材などの需要低迷により、連結売上高は前年同期を上回りましたが、営

業損失は前年同期並みとなりました。 
この結果、売上高は3,422百万円（前年同期比3.1％増）、営業損失は26百万円となりました。 

＜機械事業＞ 

機械事業におきましては、前期からの繰越案件の受注を確保したことなどにより、連結売上高

は前年同期を上回りました。 

この結果、売上高は1,420百万円（前年同期比16.1％増）、営業損失は２百万円となりました。 

＜資材事業＞ 

資材事業におきましては、建材用フィルムや農畜資材などが受注減となり連結売上高は前年同

期を下回りました。 

この結果、売上高は2,110百万円（前年同期比10.1％減）、営業利益は10百万円となりました。 

＜バイオテイックス事業＞ 

バイオティックス事業におきましては、売上高は前年同期を下回りましたが、販売管理費の圧

縮などにより営業利益の改善をはかりました。 

この結果、売上高は68百万円（前年同期比19.2％減）、営業利益は10百万円となりました。 

＜その他の事業＞ 

その他の事業といたしましては、不動産の賃貸、生命保険および損害保険の代理業を行ってお

り、売上高は35百万円（前年同期比20.0％増）、営業利益は16百万円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は55,472百万円前連結会計年度比4,064百万円の増加

（前連結会計年度比7.9％増）となりました。 

総資産の増加は、たな卸資産の増加によるものであります。 

（総負債） 

当第１四半期連結会計期間末における総負債は42,664百万円前連結会計年度比4,400百万円の増

（前連結会計年度比11.4％増）となりました。 

総負債の増加は、支払手形及び買掛金の増加や借入金の増加によるものであります。 
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（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は12,807百万円（前連結会計年度比2.5％減）となり

ました。 

純資産の減少は、四半期純損失によるものであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年3月期の業績予想につきましては、前回公表（平成21年5月15日）いたしました業績予想に

変更ありません。 
 

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） 

該当事項ありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい

変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定

しております。 

② 棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計年度末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計

年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味

売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

③ 固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積を考慮した予算に基づく年間償却予定額

を期間按分する方法によっております。 

④ 法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに

限定する方法によっております。 

(3) 四半期財務諸表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。 
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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 4,270 3,793

受取手形及び売掛金 15,657 15,791

商品及び製品 17,034 14,932

仕掛品 582 439

原材料及び貯蔵品 2,136 2,306

繰延税金資産 38 31

その他 3,087 2,021

貸倒引当金 △246 △233

流動資産合計 42,560 39,084

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 6,721 6,698

減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,856 △4,818

建物及び構築物（純額） 1,865 1,880

機械装置及び運搬具 4,027 3,845

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,927 △2,883

機械装置及び運搬具（純額） 1,099 961

工具、器具及び備品 554 549

減価償却累計額及び減損損失累計額 △481 △476

工具、器具及び備品（純額） 72 72

土地 2,216 2,218

建設仮勘定 37 89

有形固定資産合計 5,291 5,222

無形固定資産

のれん 47 63

その他 67 66

無形固定資産合計 115 130

投資その他の資産

投資有価証券 5,667 5,307

長期貸付金 519 589

破産更生債権等 2,073 1,871

その他 829 826

貸倒引当金 △1,623 △1,666

投資その他の資産合計 7,466 6,927

固定資産合計 12,873 12,280

繰延資産

社債発行費 38 42

繰延資産合計 38 42

資産合計 55,472 51,407
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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 9,620 8,322

短期借入金 22,049 19,394

1年内償還予定の社債 125 135

1年内返済予定の長期借入金 2,560 2,292

未払法人税等 69 90

賞与引当金 211 355

事業構造改善引当金 143 143

その他 1,163 1,239

流動負債合計 35,943 31,972

固定負債

社債 3,875 3,875

長期借入金 1,590 1,321

長期未払金 77 77

繰延税金負債 355 212

退職給付引当金 321 294

役員退職慰労引当金 129 124

負ののれん 192 203

その他 179 183

固定負債合計 6,721 6,292

負債合計 42,664 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 9,265 9,770

自己株式 △1,115 △1,114

株主資本合計 12,583 13,089

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 770 555

繰延ヘッジ損益 △67 △53

為替換算調整勘定 △495 △464

評価・換算差額等合計 207 37

新株予約権 15 15

少数株主持分 0 0

純資産合計 12,807 13,142

負債純資産合計 55,472 51,407
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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 24,289 20,955

売上原価 22,552 19,484

売上総利益 1,737 1,470

販売費及び一般管理費 1,893 1,849

営業損失（△） △156 △378

営業外収益

受取利息 12 17

受取配当金 96 95

持分法による投資利益 26 9

その他 38 71

営業外収益合計 173 194

営業外費用

支払利息 146 128

貸倒引当金繰入額 14 －

その他 4 51

営業外費用合計 165 180

経常損失（△） △148 △364

特別利益

貸倒引当金戻入額 5 34

特別利益合計 5 34

特別損失

ゴルフ会員権評価損 － 2

特別損失合計 － 2

税金等調整前四半期純損失（△） △143 △331

法人税、住民税及び事業税 9 13

法人税等調整額 △3 △9

法人税等合計 5 3

少数株主利益又は少数株主損失（△） 0 △0

四半期純損失（△） △149 △335
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(3) 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。 

 

 

(4) 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） 

 

 
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
ィックス
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)

売上高     

(1)外部顧客に対す
る売上高 

17,285 3,318 1,222 2,348 85 29 24,289 － 24,289

(2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

－ 129 － － － － 129 (129) －

計 17,285 3,448 1,222 2,348 85 29 24,419 (129) 24,289

営業利益 181 △27 △26 14 △23 19 137 (293) △156

 

 

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） 

 

 
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
ィックス
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)

売上高     

(1)外部顧客に対す
る売上高 

13,898 3,422 1,420 2,110 68 35 20,955 － 20,955

(2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

－ 163 － － － － 163 (163) －

計 13,898 3,585 1,420 2,110 68 35 21,118 (163) 20,955

営業利益 △67 △26 △2 10 10 16 △58 (319) △378

 

 

(5) 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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