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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 84,915 △11.2 △336 ― △180 ― △96 ―

21年3月期第2四半期 95,642 ― 167 ― 333 ― 87 ―

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 △2.34 ―

21年3月期第2四半期 2.09 ―

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 38,517 19,623 44.2 414.73
21年3月期 38,871 20,416 45.8 433.60

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  17,018百万円 21年3月期  17,793百万円

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 ― ― ― 6.00 6.00

22年3月期 ― ―

22年3月期 
（予想）

― 6.00 6.00

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  有  
（注）詳細は、3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

通期 180,000 △7.9 80 ― 330 71.0 430 ― 10.48



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 

平成21年7月31日に公表いたしました連結業績予想を、修正いたしました。上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成し
たものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値が異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、3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2四半期 43,153,000株 21年3月期  43,153,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  2,118,271株 21年3月期  2,117,176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 41,034,926株 21年3月期第2四半期 41,763,900株



 当第2四半期連結累計期間における国内経済は、外需による輸出の改善等により景気は底打ちの兆しがみられたも

のの、雇用環境の悪化や消費者の家計防衛意識の高まりなどにより個人消費は低迷し続け、水産物卸売業界において

も魚価は全体として低下傾向となっており、数量・金額はともに減少するなど依然として厳しい状況のうちに推移い

たしました。 

 このような状況のもと、当社グループは主力事業である水産物卸売における売上高の減少と卸売利益の減益が響

き、売上高は84,915百万円（前年同期比11.2％減）となり、営業損益は336百万円の損失（前年同期は167百万円の営

業利益）となり、経常損益は180百万円の損失（前年同期は333百万円の経常利益）となりました。第2四半期純損益

は貸倒引当金戻入益など特別利益の計上がありましたが、96百万円の損失（前年同期は87百万円の四半期純利益）と

なりました。  

  

  

 当第2四半期連結会計期間末の総資産は、設備投資による固定資産の増加等がありましたが、売上債権の減少や在

庫の圧縮等により、前連結会計期間末に比べ、354百万円減の38,517百万円となりました。純資産はその他有価証券

評価差額金の減少等があり、前連結会計期間末に比べ、793百万円減の19,623百万円となり、自己資本比率は44.2%と

なりました。  

  

  

 平成22年3月期の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通期の連結予想を修正

しております。詳細につきましては、平成21年10月30日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。 

 なお、平成21年7月31日に公表いたしました通期の連結業績予想との差異は以下の通りです。 

（通期） 

  

  

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

３．連結業績予想に関する定性的情報

  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

前回発表予想（A）   189,000 500 750  570 13.89

今回発表予想（B）  180,000 80 330  430 10.48

増減額（B－A）  △9,000 △420 △420  △140 －

増減率（％） △4.8 △84.0 △56.0  △24.6 －

（ご参考）前期実績 

（平成21年3月期）  
195,372 △109 193  △1,559 △37.58



 該当事項はありません。  

  

  

１．簡便な会計処理 

 ①棚卸資産の評価方法 

 棚卸資産の簿価切下げに関して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もり、簿価

切下げを行っております。  

 ②一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 前連結会計年度に用いた貸倒実績率を使用して算定しております。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用については、当第2四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

会計適用後の実効税率を合理的に見積り、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。  

  

  

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



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 4,534 4,659

受取手形及び売掛金 8,993 10,829

前渡金 209 106

商品及び製品 5,278 5,701

原材料及び貯蔵品 20 17

預け金 1,434 1,362

その他 1,959 1,324

貸倒引当金 △909 △1,096

流動資産合計 21,521 22,902

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 4,176 4,299

土地 3,974 3,640

その他（純額） 1,677 1,021

有形固定資産合計 9,828 8,961

無形固定資産   

その他 1,346 1,336

無形固定資産合計 1,346 1,336

投資その他の資産   

投資有価証券 4,465 4,272

長期貸付金 847 740

繰延税金資産 277 293

その他 1,119 1,244

貸倒引当金 △889 △881

投資その他の資産合計 5,820 5,670

固定資産合計 16,995 15,968

資産合計 38,517 38,871



（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,833 6,882

短期借入金 4,404 4,454

未払法人税等 109 38

引当金 242 236

その他 1,037 1,009

流動負債合計 12,627 12,620

固定負債   

長期借入金 1,871 2,032

繰延税金負債 828 268

退職給付引当金 1,979 1,943

役員退職慰労引当金 318 322

本社移転損失引当金 302 302

負ののれん 233 245

その他 730 718

固定負債合計 6,265 5,833

負債合計 18,893 18,454

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,995 2,995

資本剰余金 1,342 1,342

利益剰余金 14,345 14,688

自己株式 △400 △400

株主資本合計 18,284 18,626

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,265 △833

評価・換算差額等合計 △1,265 △833

少数株主持分 2,605 2,623

純資産合計 19,623 20,416

負債純資産合計 38,517 38,871



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 95,642 84,915

売上原価 91,084 80,697

売上総利益 4,558 4,217

販売費及び一般管理費 4,390 4,554

営業利益又は営業損失（△） 167 △336

営業外収益   

受取利息 21 19

受取配当金 84 89

その他 112 86

営業外収益合計 217 195

営業外費用   

支払利息 48 33

その他 2 5

営業外費用合計 51 38

経常利益又は経常損失（△） 333 △180

特別利益   

貸倒引当金戻入額 56 175

前期損益修正益 － 8

受取保険金 － 71

特別利益合計 56 255

特別損失   

事務所移転費用 23 －

貸倒引当金繰入額 104 －

特別損失合計 128 －

税金等調整前四半期純利益 262 75

法人税等 102 110

少数株主利益 72 61

四半期純利益又は四半期純損失（△） 87 △96



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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