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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 17,917 8.6 116 △27.6 167 △25.4 92 △30.4

21年3月期第2四半期 16,496 ― 160 ― 225 ― 133 ―

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 1.11 ―

21年3月期第2四半期 1.59 ―

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 12,186 5,285 42.1 61.32
21年3月期 11,879 5,344 43.9 62.19

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  5,135百万円 21年3月期  5,208百万円

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 ― ― ― 2.00 2.00

22年3月期 ― ―

22年3月期 
（予想）

― 2.00 2.00

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 36,000 1.2 320 76.8 400 33.3 320 17.6 3.82
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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４ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他（２）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 

本資料に記載されている業績予想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。 

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 83,790,000株 21年3月期  83,790,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  38,210株 21年3月期  34,525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 83,752,975株 21年3月期第2四半期 83,758,897株
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 当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日～９月30日）における国内経済は、一部製造業において、減産緩和

や輸出回復など持ち直しの動きが見られるものの、昨年来の世界的な金融危機による景気後退の影響は大きく、企業

収益や設備投資は大幅に減少しており、また、失業率の上昇など雇用状勢の悪化は続いております。 

 水産・食品業界におきましても、国内景気の悪化を背景に、消費者の節約志向が強まり、買い控えや低価格品への

シフトが続く厳しい経営環境にありました。 

 このような厳しい状況のなかで、当社グループは引き続き冷蔵保管機能、水産卸売機能やリテールサポート機能を

相互に融合して協働させることにより、収益の確保に努めて参りました。その結果、当社グループの当第２四半期連

結累計期間の業績は、売上高179億17百万円（前年同期比14億21百万円増）、経常利益１億67百万円（前年同期比57

百万円減）、四半期純利益は92百万円（前年同期比40百万円減）となりました。 

 なお、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) 冷蔵倉庫事業 

 冷蔵倉庫事業の売上高は、昨年の船橋冷蔵庫の増築により、17億78百万円（前年同期比31百万円増）となりました

が、需要低迷に伴う荷動きの停滞、保管料率の低下、また、減価償却費や修繕費などの経費も増加したため、営業利

益は25百万円（前年同期比37百万円減）にとどまりました。 

(2) 水産物卸売事業 

 水産物卸売事業（リテールサポート部門を含む）は、昨年８月の中央フーズ株式会社の連結子会社化により、売上

高は161億39百万円（前年同期比13億89百万円増）となりましたが、販管費が増加したため、営業利益は91百万円

（前年同期比53百万円減）にとどまりました。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

① 資産の部 

 当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末比３億７百万円増加の121億86百万円となりまし

た。 

 流動資産は、設備投資等による預金支出により、前連結会計年度末比６億４百万円減少の59億30百万円となり、

固定資産については、冷蔵庫の設備投資により、前連結会計年度末比９億11百万円増加の62億55百万円となりまし

た。 

② 負債の部 

 当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末比３億65百万円増加の69億円となりました。 

 流動負債は、連結子会社の借入金の増加等により、前連結会計年度末比５億62百万円増加の41億36百万円とな

り、固定負債は、借入金の返済、負ののれんの償却等により、前連結会計年度末比１億96百万円減少の27億63百万

円となりました。 

③ 純資産の部 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、第２四半期累計期間純利益が92百万円となったものの、株主配 

当金の支払１億67百万円等により前連結会計年度末比58百万円減少の52億85百万円となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

 当第２四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、税金等調整前四半期純利益 

１億76百万円となりましたが、固定資産の取得、関係会社預け金の増加、長期借入金の返済、株主配当金の支払など

による資金の減少があり、当第２四半期連結会計期間末の資金は、前連結会計年度末比16億17百万円減少し、５億97

百万円となりました。  

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加、仕入債務の減少があったものの、固定資産の減価償却費

の増加等により、５億14百万円の増加となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出、関係会社預け金の増加等により、22億69百万

円の減少となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済、株主配当金の支払等があったものの、連結子会社の短

期借入金の収入により、１億37百万円の増加となりました。 

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
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 平成21年５月14日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っていません。 

  

（ご参考）  

 当社の個別業績につきましては、売上高は売上数量の増加により、計画を達成しましたものの、景気低迷の影響か

ら売上高総利益率が低下したため、第２四半期累計期間の個別業績予想を修正いたしました（連結業績予想に関しま

しては、連結グループ各社の業績が順調に推移しているため、上述のとおり修正を行っておりません）。詳細は平成

21年10月16日付で別途開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

 なお、平成21年５月14日に公表いたしました個別業績予想との差異は以下のとおりです。 

  

＜平成22年３月期第２四半期累計期間 個別業績予想＞ 

  

該当事項はありません。 

  

  

① 固定資産の減価償却の方法 

 連結会計年度に係る減価償却の額を期間按分して算定しております。 

② 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものから変動がないと認められるため、前連結会計年度において 

用いた一般債権の貸倒実績率を使用しております。 

③ 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 

計適用後の実行税率を合理的に見積もり、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。 

  

  

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 

前回発表予想（Ａ） 7,400 80 105 100 1.19 

今回修正予想（Ｂ） 7,500 50 85 55 0.66 

増減額（Ｂ－Ａ） 100 △30 △20 △45 － 

増減率（％） 1.4 △37.5 △19.0 △45.0 － 

（ご参考）前期第2四半期実績

（平成21年3月期第2四半期） 
7,458 67 112 84 1.01 

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
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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 272 862

受取手形及び売掛金 2,808 2,737

商品及び製品 1,130 1,217

原材料及び貯蔵品 20 17

関係会社預け金 1,434 1,362

繰延税金資産 159 159

その他 131 210

貸倒引当金 △25 △31

流動資産合計 5,930 6,535

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,170 9,130

減価償却累計額 △6,048 △5,916

建物及び構築物（純額） 3,122 3,213

機械装置及び運搬具 2,498 2,459

減価償却累計額 △1,726 △1,645

機械装置及び運搬具（純額） 771 813

工具、器具及び備品 210 203

減価償却累計額 △145 △132

工具、器具及び備品（純額） 64 71

リース資産 116 65

減価償却累計額 △17 △6

リース資産（純額） 98 59

土地 1,161 827

建設仮勘定 665 －

有形固定資産合計 5,883 4,985

無形固定資産 38 29

投資その他の資産   

投資有価証券 82 81

長期貸付金 11 12

繰延税金資産 149 150

その他 89 85

投資その他の資産合計 333 329

固定資産合計 6,255 5,344

資産合計 12,186 11,879
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（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 2,496 2,560

短期借入金 550 －

1年内返済予定の長期借入金 334 334

1年内返済予定の関係会社長期借入金 130 130

リース債務 24 13

未払法人税等 74 38

賞与引当金 85 69

役員賞与引当金 － 9

その他 440 418

流動負債合計 4,136 3,574

固定負債   

長期借入金 664 832

関係会社長期借入金 444 509

退職給付引当金 1,050 1,018

役員退職慰労引当金 57 40

本社移転損失引当金 147 147

長期預り保証金 13 34

リース債務 73 48

負ののれん 311 329

固定負債合計 2,763 2,960

負債合計 6,900 6,534

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,485 2,485

資本剰余金 1,222 1,222

利益剰余金 1,426 1,501

自己株式 △0 △0

株主資本合計 5,133 5,208

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1 △0

評価・換算差額等合計 1 △0

少数株主持分 150 135

純資産合計 5,285 5,344

負債純資産合計 12,186 11,879
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（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 16,496 17,917

売上原価 15,147 16,320

売上総利益 1,349 1,597

販売費及び一般管理費 1,188 1,481

営業利益 160 116

営業外収益   

受取利息 10 7

受取配当金 1 1

負ののれん償却額 18 18

雑収入 59 46

営業外収益合計 89 73

営業外費用   

支払利息 22 16

雑支出 2 5

営業外費用合計 25 21

経常利益 225 167

特別利益   

前期損益修正益 － 8

特別利益合計 － 8

特別損失   

本社移転費用 23 －

特別損失合計 23 －

税金等調整前四半期純利益 201 176

法人税等合計 47 65

少数株主利益 20 18

四半期純利益 133 92
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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 201 176

減価償却費 202 244

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3 △5

退職給付引当金の増減額（△は減少） 29 32

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4 17

賞与引当金の増減額（△は減少） 19 16

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △9

受取利息及び受取配当金 △10 △8

支払利息 22 16

負ののれん償却額 △18 △18

売上債権の増減額（△は増加） 92 △70

たな卸資産の増減額（△は増加） △595 84

仕入債務の増減額（△は減少） 303 △63

未払消費税等の増減額（△は減少） △78 8

その他 △136 126

小計 39 546

利息及び配当金の受取額 9 9

利息の支払額 △22 △17

法人税等の支払額 △16 △24

営業活動によるキャッシュ・フロー 8 514

投資活動によるキャッシュ・フロー   

関係会社預け金の増減額（△は増加） － △1,100

有形固定資産の取得による支出 △1,014 △1,134

無形固定資産の取得による支出 △1 △13

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

94 －

短期貸付けによる支出 △10 －

長期貸付金の回収による収入 0 0

短期貸付金の回収による収入 20 －

差入保証金の回収による収入 33 0

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

預り保証金の返還による支出 － △21

預り保証金の受入による収入 － 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △878 △2,269
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（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) 

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 － 550

短期借入金の返済による支出 △340 －

長期借入れによる収入 400 －

長期借入金の返済による支出 △269 △232

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 － △171

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △8

財務活動によるキャッシュ・フロー △209 137

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,079 △1,617

現金及び現金同等物の期首残高 2,679 2,215

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 317 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,917 597

-5 -



 該当事項はありません。 

  

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） 

（注）１.事業区分の方法は業種別の区分によるセグメンテーションを行なっている。 

２.各事業の主要な業務 

   (1) 冷蔵倉庫事業    水産物等の冷蔵保管 

   (2) 水産物卸売事業  水産物及びその加工製品の販売、リテールサポート 

３．当連結会計年度より、管理部門に係る費用を各セグメントに負担させることとした。 

  この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計会計期間の営業利益は、冷蔵倉庫

 事業で14百万円、水産物卸売事業で25百万円減少している。 

  

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） 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

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％未満のため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〕

  
冷蔵倉庫事業
（百万円） 

水産物卸売事業
（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  1,746  14,749  16,496  －  16,496

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 22  －  22 (22)  －

計  1,768  14,749  16,518 (22)  16,496

営業利益  63  144  207 (46)  160

  
冷蔵倉庫事業
（百万円） 

水産物卸売事業
（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  1,778  16,139  17,917  －  17,917

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 18  14  32 (32)  －

計  1,796  16,153  17,950 (32)  17,917

営業利益  25  91  116 －  116

〔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
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 該当事項はありません。 

  

６．その他の情報
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