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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 11,897 △1.9 251 18.1 143 △60.0 70 △53.5
21年3月期第2四半期 12,129 ― 213 ― 357 ― 152 ―

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2四半期 4.85 ―
21年3月期第2四半期 10.43 ―

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2四半期 14,714 12,249 83.2 837.86
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2四半期  12,249百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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 
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2四半期 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2四半期  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2四半期 14,619,900株 21年3月期第2四半期 14,619,941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２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、昨年秋以降の世界的な景気後退により企業業績は低迷が続

いておりますが、一部には政府の景気対策や在庫調整の進展により回復の兆しが表れております。 

個人消費に関しては、所得の減少や雇用環境に対する懸念から、生活防衛意識が強まり、引き続き厳しい状況に

あります。 

その中で、単なる低価格志向、節約志向とは異なる商品価値と価格の相対的バランスによる購買や、エコを意識

した商品への関心が高まるなどの傾向も見られるようになっております。 

このような環境のもと、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２四半期連結累計期間の売上高は118億97百万円（前年同期比1.9％減）、営業利益は２億51百

万円（前年同期比18.1％増）、経常利益は、営業外収益で受取利息等が前年同期に比べ約１億円減少したことに加

え、急激な対ドル為替の変動により、為替差損・デリバティブ評価損等が１億54百万円発生したこともあり１億43

百万円（前年同期比60.0％減）、四半期純利益は70百万円（前年同期比53.5％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、既存店舗の販売力強化に取り組み、顧客の買上単価の低下はありましたが、お買上客

数増加もあり、前年同期の売上高を維持す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、９月に丸

広百貨店飯能店内に飯能店(埼玉県飯能市)をオープンいたしました。 

その結果、売上高は、前年退店した店舗の影響もあり94億83百万円（前年同期比0.1％増）と微増に留まりまし

た。営業利益は、前期及び当期の新店経費負担もあり３億87百万円（前年同期比7.2％減）となりました。 

②飲食事業 

飲食事業におきましては、不況の影響から外食産業の多くが厳しい経営環境となりましたが、当社店舗において

は、旬のメニューの品揃えの強化やサービスの向上を継続するとともに社会のニーズに応えた低価格メニューの導

入や販促企画の実施等による集客に力を注ぎました。 

しかしながら、ランチの来店客数及び売上高は前年並みを確保できたものの、ディナーにおいて厳しい結果とな

り、既存店舗の売上高は、前年同期比で4.5％減の状況となりました。 

その結果、売上高は５億69百万円（前年同期比1.1％減）、営業損失は10百万円（前年同期は営業損失９百万

円）となりました。 

③卸売事業 

卸売事業におきましては、国内では魚卵のメーカーへの販売が前年の２割以下に減少したことに加え、主要取引

先であるスーパーマーケットの鮮魚売上低下の影響で当社の卸売上高も減少し、国内事業では前年同期の83％まで

落ち込みました。 

しかしながら、米国内で海産物の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、２年目に入り順

調に取引先拡大が図られ、売上高は５億85百万円、営業利益は26百万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18億45百万円（前年同期比11.2％減）、営業利益は18百万円（前年同期は営

業損失61百万円）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は147億14百万円となり、前期末比１億74百万円の増加となりました。 

流動資産は前期末比55百万円減の44億71百万円となりました。その主な内訳は現金及び預金20億15百万円（前期

末比１億53百万円増）、受取手形及び売掛金11億94百万円（前期末比３億26百万円減）、商品及び製品10億36百万

円（前期末比１億56百万円増）等であります。 

固定資産は前期末比２億30百万円増の102億42百万円となりました。その主な内訳は投資有価証券55億39百万円

（前期末比５億２百万円増）、有形固定資産25億83百万円等であります。 

負債合計は前期末比89百万円増の24億64百万円となりました。その主な内訳は支払手形及び買掛金８億71百万円、

賞与引当金２億36百万円等であります。 

純資産は前期末比85百万円増の122億49百万円となりました。その主な内訳は利益剰余金108億49百万円（前期末

比２億21百万円減）、資本金15億63百万円等であり、自己資本比率は83.2％となりました。 

 

 

 



 

 

 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四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、20億８百万円と

なり、前連結会計年度末と比較して１億52百万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、５億62百万円の収入（前年同期は３億55百万円の収入）となりまし

た。主なプラス要因は、売上債権の減少額３億18百万円、減価償却費１億51百万円、税金等調整前四半期純利益１

億30百万円等であります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、97百万円の支出（前年同期は７億20百万円の支出）となりました。

主な要因は、投資有価証券の売却による収入１億41百万円、投資有価証券の取得による支出１億29百万円、有形固

定資産の取得による支出94百万円等であります。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、２億91百万円の支出（前年同期は３億64百万円の支出）となりまし

た。これは全て配当金の支払額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 

当第２四半期の連結業績は、出店が１店上期に前倒しになったことによる初期費用負担が、営業利益の低下要因

となっております。経常利益で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したことにより計

画を下回りました。これらを除く経営数値は、当初予想の範囲内で推移しているものと考えており、通期の連結業

績予想につきましては、平成21年７月31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、上記為替相場の変動は考慮しておりませんので、為替の相場状況によりましては業績への影響は考えら

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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 2,015,963 1,862,542

受取手形及び売掛金 1,194,518 1,521,296

商品及び製品 1,036,799 880,443

原材料及び貯蔵品 20,043 21,364

その他 204,411 241,624

流動資産合計 4,471,735 4,527,272

固定資産   

有形固定資産 2,583,773 2,641,671

無形固定資産 119,298 99,614

投資その他の資産   

投資有価証券 5,539,261 5,036,920

その他 2,000,036 2,233,810

投資その他の資産合計 7,539,297 7,270,730

固定資産合計 10,242,368 10,012,016

資産合計 14,714,104 14,539,289

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 871,539 905,298

未払法人税等 92,050 －

賞与引当金 236,955 231,439

その他 768,318 837,002

流動負債合計 1,968,863 1,973,740

固定負債   

退職給付引当金 24,273 10,290

その他 471,328 391,317

固定負債合計 495,602 401,607

負債合計 2,464,465 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 10,849,416 11,070,934

自己株式 △119 △119

株主資本合計 13,854,863 14,076,381

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △569,615 △874,899

土地再評価差額金 △1,039,645 △1,039,645

為替換算調整勘定 3,842 2,104

評価・換算差額等合計 △1,605,417 △1,912,440

少数株主持分 193 －

純資産合計 12,249,638 12,163,941

負債純資産合計 14,714,104 14,539,289



（２）四半期連結損益計算書 
  （第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 12,129,916 11,897,892

売上原価 7,247,083 7,024,417

売上総利益 4,882,832 4,873,474

販売費及び一般管理費 4,669,587 4,621,712

営業利益 213,245 251,762

営業外収益   

受取利息 52,062 3,009

受取配当金 15,240 21,208

不動産賃貸料 12,780 13,808

デリバティブ評価益 17,700 －

為替差益 39,442 －

雑収入 14,781 14,850

営業外収益合計 152,007 52,875

営業外費用   

支払利息 427 278

不動産賃貸費用 7,350 6,960

デリバティブ評価損 － 83,737

為替差損 － 70,559

その他 － 4

営業外費用合計 7,777 161,539

経常利益 357,474 143,098

特別利益   

固定資産売却益 152 －

特別利益合計 152 －

特別損失   

固定資産売却損 5 －

固定資産除却損 18,925 12,665

減損損失 13,202 －

その他 4,160 －

特別損失合計 36,294 12,665

税金等調整前四半期純利益 321,333 130,433

法人税、住民税及び事業税 166,558 75,892

法人税等調整額 10,579 △16,338

法人税等合計 177,138 59,553

少数株主損失（△） △8,320 －

四半期純利益 152,514 70,879



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 321,333 130,433

減価償却費 161,235 151,388

賞与引当金の増減額（△は減少） 29,213 5,515

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,284 13,982

受取利息及び受取配当金 △67,302 △24,217

支払利息 427 278

為替差損益（△は益） △25,740 61,379

デリバティブ評価損益（△は益） △17,700 83,737

売上債権の増減額（△は増加） 37,138 318,317

たな卸資産の増減額（△は増加） 133,398 △165,064

仕入債務の増減額（△は減少） 57,560 △32,457

その他 △20,161 △69,298

小計 610,687 473,994

利息及び配当金の受取額 65,967 23,123

利息の支払額 △427 △278

法人税等の支払額 △320,271 △1,977

法人税等の還付額 － 67,799

営業活動によるキャッシュ・フロー 355,955 562,661

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 △354,545 △94,787

投資有価証券の取得による支出 △438,973 △129,065

投資有価証券の売却による収入 117,405 141,470

その他 △44,224 △15,062

投資活動によるキャッシュ・フロー △720,338 △97,445

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 400,000 400,000

短期借入金の返済による支出 △400,000 △400,000

自己株式の取得による支出 △119 －

配当金の支払額 △364,438 △291,353

財務活動によるキャッシュ・フロー △364,558 △291,353

現金及び現金同等物に係る換算差額 25,045 △20,955

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △703,895 152,907

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 1,273,996 2,008,139



 

 

(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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９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 9,475,752 575,658 2,078,505 12,129,916 － 12,129,916

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － 38,048 38,048 (38,048) －

計 9,475,752 575,658 2,116,554 12,167,965 (38,048) 12,129,916

営業利益又は営業損失（△） 417,727 △9,171 △61,203 347,352 (134,107) 213,245

 

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９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 9,483,340 569,204 1,845,347 11,897,892 － 11,897,892

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － 254,818 254,818 (254,818) －

計 9,483,340 569,204 2,100,165 12,152,711 (254,818) 11,897,892

営業利益又は営業損失（△） 387,859 △10,663 18,567 395,762 (144,000) 251,762

(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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21年９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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21年９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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