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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 41,590 △6.3 △46 ― 43 ― 42 ―

21年3月期第2四半期 44,370 ― △199 ― △199 ― △128 ―

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 1.88 ―

21年3月期第2四半期 △5.73 ―

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 20,302 7,754 38.2 345.38
21年3月期 21,051 7,651 36.3 340.77

（参考） 自己資本  22年3月期第2四半期  7,754百万円 21年3月期  7,651百万円

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 85,000 △4.4 100 ― 210 ― 200 ― 8.91
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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】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 

本資料に記載されている業績予想は現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであります。 
実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる結果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 22,475,208株 21年3月期 22,475,208株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 24,124株 21年3月期 22,066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 22,451,544株 21年3月期第2四半期 22,454,245株
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 当第２四半期連結累計期間における我が国の経済は、需給環境の改善や在庫調整の進展、資金繰りの好転が進み、

これに伴い株価も回復しつつありますが、急速な円高による企業業績の悪化が懸念され、雇用情勢に明るい兆しは見

えず、個人消費も低迷し、先行き不透明感が拭えない状況にあります。 

 水産物卸売業界は、卸売市場経由率の低下傾向、単価の低迷、生産コストの値上がりなど、厳しい状況下に置かれ

てきました。また、消費者の食に対する安全、安心指向は、産地偽装表示問題などを反映し一層の高まりをみせ、当

業界におきましても、品質・衛生管理の徹底、産地表示、生産の履歴など的確な情報提供が今まで以上に求められて

おります。 

  このような状況下で当社グループは、積極的な営業活動の展開と、与信管理、また内部統制制度に基づいた内部管

理体制の強化をこれまでにもまして一段と強化してきました。さらに、生鮮食料品等を供給する者として、消費者の

食に対する安全、安心指向に応えるため、消費者の視点に立ったコンプライアンス意識、衛生管理及び品質管理の確

立、生産並びに産地履歴の明確化に努めてまいりました。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、水産物の取扱数量が前年同期と比較してほぼ横ばいながらも、

平均単価の下落により、415億90百万円（前年同期は443億70百万円）、営業損失は46百万円（前年同期は１億99百万

円の営業損失）、経常利益は43百万円（前年同期は１億99百万円の経常損失）、四半期純利益は42百万円（前年同期

は１億28百万円の四半期純損失）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。 

 水産物卸売事業部門においては、売上高412億32百万円（前年同期は440億58百万円）、営業損失１億８百万円（前

年同期は２億26百万円の営業損失）となりました。魚種別では、鮮魚はブリやイカなどが減少、鮮マグロも単価下落

により金額は減少しました。冷凍魚は冷タコは好調で数量・金額ともに増加、冷マグロは取扱数量は増加しましたが

金額はほぼ横ばいとなりました。塩干加工品は、全般的に低調でした。冷蔵倉庫業部門においては、取扱量の減少に

より、売上高２億36百万円（前年同期は２億78百万円）、営業利益２百万円（前年同期は11百万円の営業利益）とな

りました。不動産賃貸業部門は売上高１億21百万円（前年同期は34百万円）、営業利益60百万円（前年同期は15百万

円の営業利益）となりました。 

  

  

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は203億２百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億49百万円減少いたし

ました。流動資産は108億59百万円となり、11億88百万円減少いたしました。これは主に現金及び預金の減少による

ものです。固定資産は94億42百万円となり、４億39百万円増加いたしました。これは主に賃貸用不動産の取得による

ものです。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債は125億48百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億52百万円減少いたしま

した。流動負債は105億９百万円となり、11億95百万円減少いたしました。これは主に短期借入金の減少によるもの

です。固定負債は20億39百万円となり、３億43百万円増加いたしました。これは主に有形固定資産取得にかかる長期

借入金の増加によるものです。 

 上記の結果、当第２四半期連結会計期間末の純資産は77億54百万円となり、自己資本比率は、前連結会計年度末の

36.3％から38.2％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。）は、前連結会計年度末に比

べ10億47百万円減少し、15億14百万円となりました。 

（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・フローは荷主前渡金の増加等により３億19百万円の支出（前年同期は16億95百万円

の支出）となりました。当連結会計年度では、いままで増加傾向であったたな卸資産の残高を減少させることによ

り、営業活動によって資金を生み出す方針であります。 

（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・フローは収益物件である固定資産の取得により１億53百万円の支出（前年同期は４

億88百万円の支出）となりました。賃貸用不動産の取得は、中長期的な経営戦略の中の有価証券依存型の企業体質

からの転換の一環であります。 

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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（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・フローは借入金の返済と配当金の支払により５億74百万円の支出（前年同期は22億

23百万円の収入）となりました。設備投資資金として４億円の借入を行いましたが、運転資金である短期借入金は

７億44百万円減少いたしました。 

  

  

  平成22年３月期の連結業績予想につきましては、第２四半期連結累計期間における実績が予想を下回ったことを 

勘案し、平成21年５月12日に公表いたしました内容から、売上高、営業利益、経常利益および当期純利益をそれぞ 

れ下方修正いたしました。修正業績予想につきましては、本日（平成21年11月９日）公表いたしました「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、上記の業績見通しは、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。 

 今後、事業環境が大きく変化し、業績予想数値に修正が生じる場合は速やかに開示いたします。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

 法人税等の計上、固定資産の減価償却の方法、たな卸資産の評価方法及び引当金の計上について、一部簡便な

方法を採用しております。  

  

  

 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

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 1,514 2,562

受取手形及び売掛金 4,914 4,975

前渡金 529 303

商品及び製品 3,884 4,177

原材料及び貯蔵品 113 89

その他 316 354

貸倒引当金 △412 △413

流動資産合計 10,859 12,048

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,133 1,852

その他（純額） 1,211 861

有形固定資産合計 3,345 2,714

無形固定資産 84 83

投資その他の資産   

投資有価証券 5,920 6,110

その他 262 250

貸倒引当金 △170 △155

投資その他の資産合計 6,012 6,204

固定資産合計 9,442 9,003

資産合計 20,302 21,051

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,375 2,432

短期借入金 7,141 7,810

1年内償還予定の社債 500 500

未払法人税等 8 16

賞与引当金 46 50

その他 436 894

流動負債合計 10,509 11,704

固定負債   

長期借入金 766 490

長期未払金 67 －

繰延税金負債 85 86

退職給付引当金 513 493

役員退職慰労引当金 － 93

その他 605 532

固定負債合計 2,039 1,696

負債合計 12,548 13,400
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,037 2,037

資本剰余金 1,309 1,309

利益剰余金 4,611 4,681

自己株式 △4 △4

株主資本合計 7,953 8,023

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △143 △316

繰延ヘッジ損益 0 0

土地再評価差額金 △56 △56

評価・換算差額等合計 △199 △372

純資産合計 7,754 7,651

負債純資産合計 20,302 21,051
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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 44,370 41,590

売上原価 42,182 39,427

売上総利益 2,188 2,162

販売費及び一般管理費 2,387 2,209

営業損失（△） △199 △46

営業外収益   

受取利息 52 32

受取配当金 81 53

有価証券運用益 － 54

その他 27 12

営業外収益合計 161 153

営業外費用   

支払利息 46 58

有価証券運用損 103 －

その他 11 5

営業外費用合計 162 63

経常利益又は経常損失（△） △199 43

特別利益   

投資有価証券売却益 516 －

貸倒引当金戻入額 16 －

特別利益合計 533 －

特別損失   

投資有価証券評価損 460 －

特別損失合計 460 －

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（△）

△127 43

法人税等 1 1

四半期純利益又は四半期純損失（△） △128 42
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 22,061 20,340

売上原価 21,007 19,269

売上総利益 1,053 1,071

販売費及び一般管理費 1,220 1,092

営業損失（△） △166 △20

営業外収益   

受取利息 28 17

受取配当金 27 6

有価証券運用益 － 13

その他 11 4

営業外収益合計 67 42

営業外費用   

支払利息 26 29

有価証券運用損 83 －

その他 5 2

営業外費用合計 115 31

経常損失（△） △213 △9

特別利益   

投資有価証券売却益 453 －

貸倒引当金戻入額 9 －

特別利益合計 463 －

特別損失   

投資有価証券評価損 385 －

特別損失合計 385 －

税金等調整前四半期純損失（△） △136 △9

法人税等 0 0

四半期純損失（△） △137 △9
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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（△）

△127 43

減価償却費 48 94

貸倒引当金の増減額（△は減少） △16 14

賞与引当金の増減額（△は減少） 6 △3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △0 △93

長期未払金の増減額（△は減少） － 67

退職給付引当金の増減額（△は減少） 44 20

受取利息及び受取配当金 △134 △86

支払利息 46 58

投資有価証券売却損益（△は益） △517 △65

有価証券運用損益（△は益） 565 11

売上債権の増減額（△は増加） 322 47

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,926 269

前渡金の増減額（△は増加） 69 △225

仕入債務の増減額（△は減少） △149 △56

その他 76 △401

小計 △1,693 △306

法人税等の支払額 △2 △12

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,695 △319

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 △376 △651

有形固定資産の売却による収入 5 0

投資有価証券の取得による支出 △567 △637

投資有価証券の売却による収入 307 1,055

貸付けによる支出 － △0

貸付金の回収による収入 10 7

利息及び配当金の受取額 132 75

その他 △1 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △488 △153

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,200 △750

長期借入れによる収入 － 400

長期借入金の返済による支出 － △49

自己株式の取得による支出 △0 △0

利息の支払額 △43 △54

配当金の支払額 △131 △110

その他 199 △10

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,223 △574

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 39 △1,047

現金及び現金同等物の期首残高 1,434 2,562

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,474 1,514
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 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

  

（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〕

  
水産物卸売業
（百万円） 

冷蔵倉庫業
（百万円） 

不動産賃貸業 

（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  21,919  125  17  22,061  －  22,061

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  8  1  10  (10)  －

計  21,919  133  19  22,072  (10)  22,061

営業利益又は営業損失（△）  △175  1  8  △166  －  △166

  
水産物卸売業
（百万円） 

冷蔵倉庫業
（百万円） 

不動産賃貸業 

（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  20,158  118  63  20,340  －  20,340

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  9  0  9  (9)  －

計  20,158  128  63  20,350  (9)  20,340

営業利益又は営業損失（△）  △56  2  33  △20  －  △20
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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……業種別の区分により行っている。 

２．各セグメントの範囲 

(1）水産物卸売業……水産物及びその加工製品の販売 

(2）冷蔵倉庫業………水産物の冷蔵保管等 

(3）不動産賃貸業……不動産の賃貸等 

  

  

前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）及び前第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） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。  

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21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） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

  

前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）及び前第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） 

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。 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21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。 

  

  

 該当事項はありません。 

  
水産物卸売業
（百万円） 

冷蔵倉庫業
（百万円） 

不動産賃貸業 

（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  44,058  278  34  44,370  －  44,370

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  17  3  21  (21)  －

計  44,058  296  38  44,392  (21)  44,370

営業利益又は営業損失（△）  △226  11  15  △199  －  △199

  
水産物卸売業
（百万円） 

冷蔵倉庫業
（百万円） 

不動産賃貸業 

（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  41,232  236  121  41,590  －  41,590

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  17  0  17  (17)  －

計  41,232  253  121  41,607  (17)  41,590

営業利益又は営業損失（△）  △108  2  60  △46  －  △46

〔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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