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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 18,925 △1.1 615 0.9 554 △10.4 291 ―
21年3月期第3四半期 19,129 ― 609 ― 618 ― △259 ―

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3四半期 19.96 ―
21年3月期第3四半期 △17.76 ―

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3四半期 15,803 12,473 78.9 853.16
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3四半期  12,473百万円 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  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 24,850 △2.2 900 3.6 1,000 △2.2 560 ― 38.30



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 
１．平成21年10月30日に公表いたしました連結業績予想について、本資料において修正しております。 
２．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3四半期 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3四半期  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3四半期 14,619,900株 21年3月期第3四半期 14,619,927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３四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年12月31日）におけるわが国の経済は、企業収益の低迷

が続き、失業率の上昇や賃金の減少に伴い、個人消費が低調に推移する等、依然として厳しく先行き不透明の状況

が続いております。 

小売業界では、消費者の生活防衛意識の高まりにより低価格志向が更に強まり、衣料品に加えて生活雑貨や食料

品等の生活必需品においても、あらゆる企業による値下げ競争が激化し、物価の下落が続く非常に厳しい経営環境

となっております。 

このような環境のもと、当社グループ(当社及び連結子会社)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、及び米国子会社ウオリキ・フレッシュ・インクの事業の

確立に努めてまいりました。 

その結果、売上高は189億25百万円（前年同期比1.1％減）、営業利益は６億15百万円（前年同期比0.9％増）、

経常利益では営業外費用で為替変動による為替差損、デリバティブ評価損が発生し、５億54百万円（前年同期比

10.4％減）、四半期純利益は２億91百万円（前年同期は四半期純損失２億59百万円）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、とりわけ、８月より各店舗に「お魚アドバイザ

ー」としてベテラン社員を任命し、お客様に商品に関する情報をお伝えし、保存・調理方法等の質問にお答えする

ことにより、日本伝統の魚食文化の普及拡大に努力するとともに、当社店舗の集客につなげるよう実施してまいり

ました。７月までは、既存店舗の売上高は前年並みを維持してまいりましたが、８月以降、業界全般で売上高が減

少し、当社においても第３四半期末まで前年同期比で２～３％を下回る状況で推移いたしました。 

この間、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。 

この結果、売上高は152億55百万円（前年同期比0.2％増）、営業利益は８億19百万円（前年同期比8.3％減）と

なりました。 

②飲食事業 

飲食事業におきましては、外食産業の多くが厳しい経営を強いられる社会情勢となりましたが、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、顧客ニーズに応えた低価格メニューの

導入や店舗形態に合わせたイベントの実施により集客を図り売上高の確保に努めました。 

しかしながら、ランチにおいては来店客数及び売上高が確保された一方、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4.8％減となりました。 

この結果、売上高は８億59百万円（前年同期比2.7％減）、営業損失は７百万円（前年同期は営業損失１百万

円）となりました。 

③卸売事業 

卸売事業におきましては、国内では主力取引先である食品スーパーマーケットが厳しい売上状況の中、当社の卸

売上高も減少したことに加え、魚卵メーカー向けの売上高が前年の１割強に激減したこともあり、国内事業の売上

高は前年同期比で16％減となりました。 

しかしながら、米国子会社ウオリキ・フレッシュ・インクの売上高が９億円、営業利益が26百万円となったこと

もあり、グループ全体の売上高は28億９百万円（前年同期比7.2％減）、営業利益は18百万円（前年同期は営業損

失79百万円）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は158億３百万円となり、前期末比12億64百万円の増加となりました。 

流動資産は前期末比５億28百万円増の50億55百万円となりました。その主な内訳は受取手形及び売掛金23億75百

万円（前期末比８億53百万円増）、現金及び預金13億34百万円（前期末比５億28百万円減）、商品及び製品12億14

百万円（前期末比３億34百万円増）等であります。 

固定資産は前期末比７億35百万円増の107億47百万円となりました。その主な内訳は投資有価証券58億円（前期

末比７億63百万円増）、有形固定資産25億39百万円等であります。 

負債合計は前期末比９億55百万円増の33億30百万円となりました。その主な内訳は支払手形及び買掛金14億82百

万円（前期末比５億76百万円増）、未払法人税等１億83百万円等であります。 

純資産は前期末比３億９百万円増の124億73百万円となりました。その主な内訳は利益剰余金110億70百万円、資

本金15億63百万円等であり、自己資本比率は78.9％となりました。 

 



 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四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、13億26百万円と

なり、前連結会計年度末と比較して５億28百万円の減少となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、４億52百万円の収入（前年同期は１億28百万円の収入）となりまし

た。主なプラス要因は、仕入債務の増加額５億77百万円、税金等調整前四半期純利益５億65百万円、未払金の増加

額２億52百万円、減価償却費２億30百万円であり、主なマイナス要因は、売上債権の増加額８億59百万円、たな卸

資産の増加額３億41百万円等であります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、６億77百万円の支出（前年同期は７億28百万円の支出）となりまし

た。主な要因は、投資有価証券の取得による支出５億6百万円、定期預金の預入れによる支出３億円、投資有価証

券の売却による収入２億88百万円等であります。 

「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３億65百万円の支出）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 

 わが国の経済は、世界的な不況の影響が引き続き影を落としていることに加え、政治の混迷等もあり、先行不透

明感が強まるばかりであり、消費者の買い控えもおさまらない様相を呈しております。 

 また、小売業においては、低価格競争がますます激化し、企業の経営状況は厳しさを増しております。 

このような中で、当社の第２四半期までの売上高は既存店舗の前年同月比水準を維持してまいりましたが、第３

四半期以降２～３％減となっており、今後の見通しについても同様の状況で推移することと判断いたしました。ま

た、飲食事業においては、横浜店がディベロッパーの改装計画により、２月中旬において計画外の退店を余儀なく

されました。 

このような状況を踏まえまして、通期売上高予想の下方修正を行い、平成21年10月30日に公表いたしました連結

業績予想を修正いたします。 

なお、今回の予想に関しましては、為替に係わる評価の計上は３月末日のレートで確定するため、営業外費用に

計上される為替差損・デリバティブ評価損につきましては見込んでおりません。 

 

（通期） 

 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 

前回発表予想（Ａ） 

百万円 

25,600 

百万円

1,050

百万円

1,100

百万円 

570 

円 銭

38 99

今回修正予想（Ｂ） 24,850 900 1,000 560 38 30

増減額（Ｂ－Ａ） △750 △150 △100 △10 － 

増減率（％） △2.9 △14.3 △9.1 △1.8 － 

 

 

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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 1,334,140 1,862,542

受取手形及び売掛金 2,375,191 1,521,296

商品及び製品 1,214,716 880,443

原材料及び貯蔵品 21,997 21,364

その他 117,325 241,624

貸倒引当金 △7,419 －

流動資産合計 5,055,951 4,527,272

固定資産   

有形固定資産 2,539,363 2,641,671

無形固定資産 120,357 99,614

投資その他の資産   

投資有価証券 5,800,337 5,036,920

その他 2,287,734 2,233,810

投資その他の資産合計 8,088,071 7,270,730

固定資産合計 10,747,792 10,012,016

資産合計 15,803,743 14,539,289

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,482,203 905,298

未払金 915,961 －

未払法人税等 183,421 －

賞与引当金 118,440 231,439

その他 134,254 837,002

流動負債合計 2,834,281 1,973,740

固定負債   

退職給付引当金 31,429 10,290

その他 464,752 391,317

固定負債合計 496,182 401,607

負債合計 3,330,463 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 11,070,388 11,070,934

自己株式 △119 △119

株主資本合計 14,075,835 14,076,381

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △566,831 △874,899

土地再評価差額金 △1,039,645 △1,039,645

為替換算調整勘定 3,739 2,104

評価・換算差額等合計 △1,602,736 △1,912,440

少数株主持分 181 －

純資産合計 12,473,280 12,163,941

負債純資産合計 15,803,743 14,539,289



（２）四半期連結損益計算書 
  （第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 19,129,363 18,925,052

売上原価 11,336,467 11,130,688

売上総利益 7,792,895 7,794,363

販売費及び一般管理費 7,182,955 7,179,059

営業利益 609,939 615,304

営業外収益   

受取利息 52,623 8,261

受取配当金 20,250 24,920

不動産賃貸料 19,170 20,422

雑収入 18,884 19,428

営業外収益合計 110,928 73,032

営業外費用   

支払利息 427 278

不動産賃貸費用 10,861 10,350

デリバティブ評価損 44,980 75,473

為替差損 45,722 47,951

その他 － 4

営業外費用合計 101,992 134,057

経常利益 618,876 554,278

特別利益   

固定資産売却益 152 －

投資有価証券売却益 － 32,260

特別利益合計 152 32,260

特別損失   

固定資産売却損 39 －

固定資産除却損 24,900 14,639

減損損失 13,202 6,743

投資有価証券評価損 866,887 －

その他 4,160 －

特別損失合計 909,189 21,382

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（△）

△290,161 565,156

法人税、住民税及び事業税 20,999 248,274

法人税等調整額 △40,217 25,031

法人税等合計 △19,217 273,305

少数株主損失（△） △11,364 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △259,578 291,851



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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（△）

△290,161 565,156

減価償却費 246,190 230,380

賞与引当金の増減額（△は減少） △106,525 △112,999

退職給付引当金の増減額（△は減少） △674 21,139

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 7,419

受取利息及び受取配当金 △72,874 △33,182

支払利息 427 278

為替差損益（△は益） 45,983 38,588

デリバティブ評価損益（△は益） 44,980 75,473

投資有価証券評価損益（△は益） 866,887 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,176,072 △859,425

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,334 △341,557

仕入債務の増減額（△は減少） 686,403 577,434

未払金の増減額（△は減少） 243,677 252,181

その他 62,131 8,783

小計 540,039 429,671

利息及び配当金の受取額 70,978 31,515

利息の支払額 △427 △278

法人税等の支払額 △482,430 △76,573

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 128,159 452,134

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 － △300,000

有形固定資産の取得による支出 △456,323 △141,724

投資有価証券の取得による支出 △438,973 △506,527

投資有価証券の売却による収入 199,480 288,949

その他 △32,592 △18,060

投資活動によるキャッシュ・フロー △728,409 △677,363

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 △365,197 △291,987

財務活動によるキャッシュ・フロー △365,317 △291,987

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,775 △11,699

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △968,342 △528,915

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 1,009,550 1,326,316



 

 

(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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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 15,220,130 883,288 3,025,943 19,129,363 － 19,129,363

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － 68,224 68,224 (68,224) －

計 15,220,130 883,288 3,094,168 19,197,587 (68,224) 19,129,363

営業利益又は営業損失（△） 893,553 △1,410 △79,611 812,530 (202,591) 609,939

 

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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 15,255,906 859,729 2,809,416 18,925,052 － 18,925,052

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － 398,745 398,745 (398,745) －

計 15,255,906 859,729 3,208,162 19,323,798 (398,745) 18,925,052

営業利益又は営業損失（△） 819,711 △7,540 18,237 830,408 (215,103) 615,304

(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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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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