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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 70,306 △12.3 362 △38.4 219 △38.5 113 △63.8
21年3月期第3四半期 80,202 ― 588 ― 356 ― 313 ―

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 3.34 3.32
21年3月期第3四半期 9.22 9.19

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 57,762 12,833 22.2 377.17
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3四半期  12,806百万円 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  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 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3四半期 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3四半期  3,920,572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3四半期 33,954,528株 21年3月期第3四半期 33,950,707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３四半期におけるわが国経済は、長期化する企業業績の低迷よる設備投資の抑制やデフレの

進行等もあり、見通しは依然として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３四半期連結累計期間売上高は70,306百万円（前年同

期比12.3％減）、営業利益は362百万円、経常利益は219百万円、四半期純利益は113百万円となりま

した。 

＜食品事業＞ 

食品事業におきましては、年末商戦は取扱い数量は前期比増となりましたものの販売価格が大

幅に下落し売上高は前期比減となりました。また、第３四半期累計期間の売上、利益は、すり身

やカニ、そして、凍魚においても販売価格の大幅な下落があり、売上高ならびに営業利益ともに

前年同期を大きく下回りました。 

この結果、売上高は45,991百万円（前年同期比19.6％減）、営業利益は699百万円となりました。 

＜海洋事業＞ 

海洋事業におきましては、海外旋網などの受注増があり売上高は前年同期を上回りましたが、

販売価格の下落などにより営業利益は前年同期を下回りました。 

この結果、売上高は11,707百万円（前年同期比3.8％増）、営業利益は241百万円となりました。 

＜機械事業＞ 

機械事業におきましては、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5,004百万円（前年同期比28.3％増）、営業利益は117百万円となりました。 

＜資材事業＞ 

資材事業におきましては、農畜資材などの受注が減少したことにより、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同期並みとなりました。 

この結果、売上高は7,288百万円（前年同期比1.9％減）、営業利益は105百万円となりました。 

＜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220百万円（前年同期比16.0％減）、営業利益は26百万円となりました。 

＜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93百万円（前年同期比7.3％増）、営業利益は37百万円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は57,762百万円前連結会計年度比6,354百万円の増加

（前連結会計年度比12.3％増）となりました。 

総資産の増加は、主に受取手形及び売掛金の増加によるものであります。 

（総負債） 

当第３四半期連結会計期間末における総負債は44,928百万円前連結会計年度比6,663百万円の増

（前連結会計年度比17.4％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３四半期連結会計期間末における純資産は12,833百万円（前連結会計年度比2.3％減）となり

ました。 

純資産の減少は、為替換算調整によるものであります。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年３月期の業績予想につきましては、前回公表（平成21年11月６日）いたしました業績予想

に変更ありません。 

 

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） 

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３四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 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期

連結会計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっておりま

す。 

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 5,149 3,793

受取手形及び売掛金 20,656 15,791

商品及び製品 14,618 14,932

仕掛品 505 439

原材料及び貯蔵品 2,154 2,306

繰延税金資産 26 31

その他 2,662 2,021

貸倒引当金 △228 △233

流動資産合計 45,546 39,084

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 6,784 6,698

減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,896 △4,818

建物及び構築物（純額） 1,887 1,880

機械装置及び運搬具 3,948 3,845

減価償却累計額及び減損損失累計額 △2,972 △2,883

機械装置及び運搬具（純額） 975 961

工具、器具及び備品 542 549

減価償却累計額及び減損損失累計額 △466 △476

工具、器具及び備品（純額） 76 72

土地 2,268 2,218

建設仮勘定 54 89

有形固定資産合計 5,263 5,222

無形固定資産

のれん 31 63

その他 61 66

無形固定資産合計 92 130

投資その他の資産

投資有価証券 5,354 5,307

長期貸付金 501 589

破産更生債権等 1,829 1,871

その他 802 826

貸倒引当金 △1,659 △1,666

投資その他の資産合計 6,828 6,927

固定資産合計 12,185 12,280

繰延資産

社債発行費 31 42

繰延資産合計 31 42

資産合計 57,762 51,407

－　5　－

ニチモウ株式会社（8091）　平成22年3月期　第3四半期決算短信



(単位：百万円)

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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 12,675 8,322

短期借入金 21,381 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 915 2,292

未払法人税等 124 90

賞与引当金 148 355

事業構造改善引当金 143 143

その他 1,233 1,239

流動負債合計 36,747 31,972

固定負債

社債 3,812 3,875

長期借入金 3,241 1,321

長期未払金 77 77

繰延税金負債 181 212

退職給付引当金 368 294

役員退職慰労引当金 142 124

負ののれん 170 203

その他 187 183

固定負債合計 8,180 6,292

負債合計 44,928 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 9,713 9,770

自己株式 △1,115 △1,114

株主資本合計 13,032 13,089

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 562 555

繰延ヘッジ損益 △68 △53

為替換算調整勘定 △719 △464

評価・換算差額等合計 △225 37

新株予約権 27 15

少数株主持分 0 0

純資産合計 12,833 13,142

負債純資産合計 57,762 51,407
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(2) 四半期連結損益計算書
第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)

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 80,202 70,306

売上原価 73,970 64,442

売上総利益 6,232 5,863

販売費及び一般管理費 5,644 5,501

営業利益 588 362

営業外収益

受取利息 61 57

受取配当金 128 129

持分法による投資利益 86 70

その他 55 144

営業外収益合計 332 402

営業外費用

支払利息 492 420

貸倒引当金繰入額 25 25

その他 46 99

営業外費用合計 563 544

経常利益 356 219

特別利益

固定資産売却益 14 0

投資有価証券売却益 0 1

保険解約返戻金 － 62

特別利益合計 15 63

特別損失

固定資産除却損 4 17

関係会社整理損 － 16

ゴルフ会員権評価損 8 2

訴訟関連損失 － 57

特別損失合計 12 93

税金等調整前四半期純利益 358 189

法人税、住民税及び事業税 56 104

法人税等調整額 △10 △28

法人税等合計 45 75

少数株主利益 0 0

四半期純利益 313 113
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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 358 189

減価償却費 243 297

のれん償却額 47 49

負ののれん償却額 － △32

繰延資産償却額 8 11

賞与引当金の増減額（△は減少） △211 △205

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4 92

貸倒引当金の増減額（△は減少） 131 △8

受取利息及び受取配当金 △180 △175

支払利息 492 420

持分法による投資損益（△は益） △86 △70

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） － △1

有形固定資産除却損 4 10

有形固定資産売却損益（△は益） △14 △0

関係会社整理損 － 16

ゴルフ会員権評価損 8 2

売上債権の増減額（△は増加） △6,932 △4,961

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,075 327

前渡金の増減額（△は増加） 11 △400

前受金の増減額（△は減少） 175 △10

仕入債務の増減額（△は減少） 2,039 4,358

割引手形の増減額（△は減少） 129 99

その他 398 29

小計 △4,448 37

利息及び配当金の受取額 200 202

利息の支払額 △470 △392

法人税等の支払額 △31 △69

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,750 △223
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(単位：百万円)

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)

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 △126

定期預金の払戻による収入 － 108

有形及び無形固定資産の取得による支出 △651 △449

有形及び無形固定資産の売却による収入 15 0

投資有価証券の取得による支出 △135 △6

投資有価証券の売却による収入 500 12

短期貸付けによる支出 △1,805 △1,252

短期貸付金の回収による収入 1,825 938

長期貸付けによる支出 △292 △66

長期貸付金の回収による収入 31 148

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△1,013 －

その他 42 38

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,492 △654

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 7,668 1,987

長期借入れによる収入 572 2,788

長期借入金の返済による支出 △274 △2,239

社債の償還による支出 △20 △72

自己株式の取得による支出 △3 △0

配当金の支払額 △170 △169

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,771 2,293

現金及び現金同等物に係る換算差額 △73 △42

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,454 1,373

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 4,330 4,208
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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） 

 

 
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 

57,243 11,277 3,898 7,433 262 86 80,202 － 80,202

(2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

－ 197 － － － － 197 (197) －

計 57,243 11,475 3,898 7,433 262 86 80,400 (197) 80,202

営業利益 1,067 295 10 86 △48 53 1,465 (877) 588

 

 

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） 

 

 
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 

45,991 11,707 5,004 7,288 220 93 70,306 － 70,306

(2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

－ 219 － － － － 219 (219) －

計 45,991 11,927 5,004 7,288 220 93 70,525 (219) 70,306

営業利益 699 241 117 105 26 37 1,227 (865) 362

 

(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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