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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 43,272 △16.1 △156 ― △239 ― △252 ―
21年3月期第2四半期 51,601 ― 154 ― 35 ― 0 ―

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 △7.42 ―
21年3月期第2四半期 0.00 0.00

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 55,730 12,679 22.7 372.61
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2四半期  12,651百万円 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
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 ― ― ― 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   

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 95,000 △4.2 200 △65.9 50 △82.4 100 ― 2.94
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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 
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ことなる可能性があ
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2四半期 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2四半期  3,920,272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2四半期 33,954,995株 21年3月期第2四半期 33,945,636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2四半期におけるわが国経済は、世界的な景気後退が長期化する中、企業収益は依然として低

迷しており、設備投資は低い水準で推移し雇用情勢も一層の厳しさを増し個人消費も減少するなど

先行きに対する見通しは依然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、個人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２四半期連結累計期間売上高は43,272百万円（前年同

期比16.1％減）、営業損失は156百万円、経常損失は239百万円、四半期純損失は252百万円となりま

した。 

＜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、原料販売価格も下落した

ことや、また、消費者の低価格志向がますます高まりカニなどの高級食材の販売が減少したこと

などにより、連結売上高、営業利益ともに前年同期を下回りました。 

この結果、売上高は26,877百万円（前年同期比25.2％減）、営業利益は113百万円となりました。 

＜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、国内漁業の低迷によ

り底引き資材などの需要が減少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が、

営業利益は前年同期を下回りました。 

この結果、売上高は7,981百万円（前年同期比0.4％増）、営業利益は169百万円となりました。 

＜機械事業＞ 

機械事業におきましては、前期からの繰越となっていた大型案件の受注を確保したことなどに

より、連結売上高ならびに営業利益は前年同期を上回りました。 

この結果、売上高は3,574百万円（前年同期比37.0％増）、営業利益は58百万円となりました。 

＜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の受注が減少し連結売上高は前年同

期を下回りましたが販売管理費の圧縮により営業利益は前年並みとなりました。 

この結果、売上高は4,622百万円（前年同期比4.7％減）、営業利益は51百万円となりました。 

＜バイオティックス事業＞ 

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153百万円（前年同期比13.9％減）、営業利益は18百万円となりました。 

＜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64百万円（前年同期比4.0％増）、営業利益は32百万円となりました。 

 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は55,730百万円前連結会計年度比4,323百万円の増加

（前連結会計年度比8.4％増）となりました。 

総資産の増加は、主にたな卸資産の増加によるものであります。 

（総負債） 

当第２四半期連結会計期間末における総負債は43,051百万円前連結会計年度比4,787百万円の増

（前連結会計年度比12.5％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。 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は12,679百万円（前連結会計年度比3.5％減）となり
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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21年５月15日に公表しました通期の連結業績予想及び個別業績予想を修正いたします。なお、

当該業績予想の修正の詳細につきましては本日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参

照下さい。 
 

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２四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 

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 4,435 3,793

受取手形及び売掛金 16,282 15,791

商品及び製品 17,427 14,932

仕掛品 508 439

原材料及び貯蔵品 1,898 2,306

繰延税金資産 53 31

その他 2,662 2,021

貸倒引当金 △186 △233

流動資産合計 43,083 39,084

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 6,738 6,698

減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,893 △4,818

建物及び構築物（純額） 1,845 1,880

機械装置及び運搬具 4,000 3,845

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,959 △2,883

機械装置及び運搬具（純額） 1,040 961

工具、器具及び備品 565 549

減価償却累計額及び減損損失累計額 △484 △476

工具、器具及び備品（純額） 81 72

土地 2,208 2,218

建設仮勘定 46 89

有形固定資産合計 5,222 5,222

無形固定資産

のれん 47 63

その他 64 66

無形固定資産合計 112 130

投資その他の資産

投資有価証券 5,557 5,307

長期貸付金 501 589

破産更生債権等 2,029 1,871

その他 823 826

貸倒引当金 △1,634 △1,666

投資その他の資産合計 7,277 6,927

固定資産合計 12,612 12,280

繰延資産

社債発行費 35 42

繰延資産合計 35 42

資産合計 55,730 51,407
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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 10,288 8,322

短期借入金 21,866 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 927 2,292

未払法人税等 221 90

賞与引当金 382 355

事業構造改善引当金 143 143

その他 697 1,239

流動負債合計 34,652 31,972

固定負債

社債 3,812 3,875

長期借入金 3,340 1,321

長期未払金 77 77

繰延税金負債 302 212

退職給付引当金 346 294

役員退職慰労引当金 135 124

負ののれん 181 203

その他 202 183

固定負債合計 8,399 6,292

負債合計 43,051 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 9,347 9,770

自己株式 △1,115 △1,114

株主資本合計 12,666 13,089

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 696 555

繰延ヘッジ損益 △128 △53

為替換算調整勘定 △581 △464

評価・換算差額等合計 △14 37

新株予約権 27 15

少数株主持分 0 0

純資産合計 12,679 13,142

負債純資産合計 55,730 51,407
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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 51,601 43,272

売上原価 47,640 39,678

売上総利益 3,961 3,594

販売費及び一般管理費 3,806 3,750

営業利益又は営業損失（△） 154 △156

営業外収益

受取利息 38 38

受取配当金 99 95

持分法による投資利益 52 24

その他 54 105

営業外収益合計 243 265

営業外費用

支払利息 334 269

貸倒引当金繰入額 12 －

その他 15 78

営業外費用合計 362 348

経常利益又は経常損失（△） 35 △239

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 54

特別利益合計 － 54

特別損失

固定資産除却損 － 0

関係会社整理損 － 0

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利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

35 △187

法人税、住民税及び事業税 49 90

法人税等調整額 △14 △26

法人税等合計 35 64

少数株主利益 0 0

四半期純利益又は四半期純損失（△） 0 △252
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△） 35 △187

減価償却費 160 197

のれん償却額 31 32

負ののれん償却額 － △21

繰延資産償却額 5 7

賞与引当金の増減額（△は減少） 2 27

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4 64

貸倒引当金の増減額（△は減少） 46 △77

受取利息及び受取配当金 △128 △123

支払利息 334 269

持分法による投資損益（△は益） △52 △24

有形固定資産除却損 － 0

関係会社整理損 － 0

ゴルフ会員権評価損 － 2

売上債権の増減額（△は増加） △2,825 △651

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,930 △2,189

前渡金の増減額（△は増加） 280 △490

前受金の増減額（△は減少） 83 △343

仕入債務の増減額（△は減少） 190 1,968

割引手形の増減額（△は減少） 3 △15

その他 274 △310

小計 △5,491 △1,865

利息及び配当金の受取額 148 149

利息の支払額 △348 △291

法人税等の支払額 △24 39

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,716 △1,967

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △8 △117

定期預金の払戻による収入 － 20

有形及び無形固定資産の取得による支出 △482 △258

有形及び無形固定資産の売却による収入 － 0

投資有価証券の取得による支出 △13 △4

投資有価証券の売却による収入 － 2

短期貸付けによる支出 △1,330 △480

短期貸付金の回収による収入 1,350 382

長期貸付けによる支出 △291 △56

長期貸付金の回収による収入 14 141

その他 △55 30

投資活動によるキャッシュ・フロー △817 △339
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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 6,129 2,472

長期借入れによる収入 490 2,779

長期借入金の返済による支出 △239 △2,122

社債の償還による支出 △10 △72

自己株式の取得による支出 △3 △0

配当金の支払額 △170 △169

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,197 2,887

現金及び現金同等物に係る換算差額 36 △19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △300 559

現金及び現金同等物の期首残高 2,875 2,835

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,575 3,395
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(4) 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。 

 

(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） 

 

 
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 

35,952  7,948  2,607 4,853 177 61 51,601  －  51,601 

(2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

－  197  － － － － 197  (197) － 

計 35,952  8,145  2,607 4,853 177 61 51,799  (197) 51,601 

営業利益 414  246  24 47 △34 34 733  (578) 154 

 

 

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） 

 

 
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 

26,877  7,981  3,574 4,622 153 64 43,272  －  43,272 

(2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

－  219  － － － － 219  (219) － 

計 26,877  8,201  3,574 4,622 153 64 43,492  (219) 43,272 

営業利益 113  169  58 51 18 32 443  (599) △156 

 

(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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