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上場会社名 横浜丸魚株式会社 上場取引所 JQ コード番号 8045 URL http://www.yokohama-maruuo.co.jp/代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 岩瀬 一雄問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役 （氏名） 芦澤 豊 TEL 045-459-2921定時株主総会開催予定日 平成22年6月29日 配当支払開始予定日 平成22年6月30日有価証券報告書提出予定日 平成22年6月29日1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
 (2) 連結財政状態  (3) 連結キャッシュ・フローの状況   

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）売上高 営業利益 経常利益 当期純利益百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％22年3月期 71,043 △10.8 △75 ― 117 △19.5 118 ―21年3月期 79,642 △11.8 △175 ― 146 ― △56 ―1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 自己資本当期純利益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率円 銭 円 銭 ％ ％ ％22年3月期 17.99 ― 1.2 0.7 △0.121年3月期 △8.42 ― △0.5 0.8 △0.2（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円総資産 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 17,230 10,761 60.6 1,580.1521年3月期 17,281 10,442 58.9 1,539.68（参考） 自己資本   22年3月期  10,440百万円 21年3月期  10,181百万円営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高百万円 百万円 百万円 百万円22年3月期 792 16 △365 2,96921年3月期 764 △132 △429 2,5262.  配当の状況 
 

1株当たり配当金 配当金総額（合計） 配当性向（連結） 純資産配当率（連結）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 百万円 ％ ％21年3月期 ― ― ― 15.00 15.00 99 ― 0.922年3月期 ― ― ― 15.00 15.00 99 83.4 1.023年3月期 （予想） ― ― ― 15.00 15.00 41.33.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） （％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 
 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 銭第2四半期 連結累計期間 34,000 △0.7 △70 ― 20 260.7 10 ― 1.51通期 71,000 △0.1 50 ― 230 94.9 240 101.9 36.32
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの） （注）詳細は13ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 (3) 発行済株式数（普通株式） （注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、15ページ「１株当たり情報」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 有① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期  7,261,706株 21年3月期  7,261,706株② 期末自己株式数 22年3月期  654,432株 21年3月期  649,258株（参考）個別業績の概要 1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 (2) 個別財政状態   

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）売上高 営業利益 経常利益 当期純利益百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％22年3月期 43,237 △9.3 △9 ― 172 48.4 90 112.521年3月期 47,653 △11.1 △108 ― 115 897.8 42 ―1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純利益円 銭 円 銭22年3月期 13.76 ―21年3月期 6.35 ―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 14,193 9,993 70.4 1,512.5421年3月期 14,209 9,762 68.7 1,476.35（参考） 自己資本 22年3月期  9,993百万円 21年3月期  9,762百万円2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） （％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率） 
※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 以上の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

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 銭第2四半期 累計期間 21,000 1.7 △50 ― 50 16.0 30 ― 4.54通期 44,000 1.8 20 ― 200 16.2 260 185.8 39.35
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１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、世界的な金融危機の混乱に始まる長期的な景気後退局面から、政府の景気対策効果を背

景に、輸出や製造業に持ち直しの動きが見られたものの、デフレや円高の影響により、低調な設備投資や厳しい雇用情勢など、依然

として景気の先行きが不透明な状況が継続しております。 

当社グループの中核事業である水産物卸売事業におきましては、個人消費は依然として低迷し、消費者の節約志向の強まりや天候

不順の影響により、市場成長はマイナスで推移するとともに、低価格化の進行により価格競争が激化し、魚介類の販売単価は総じて

下落するなど、業界全体が厳しい経営環境の中での一年でありました。 

このような状況の下、当社グループは、中期経営計画に基づき時代の変化に即応した水産物流通の担い手に変革すべく邁進してま

いりましたが、予想以上に消費環境が変化し、需要の減退、単価のダウンが継続している中で、業績回復に向けて、この中期経営計

画を着実に実行すべく取り組んでおります。 

 その結果、当連結会計年度の売上高は 71,043 百万円と前連結会計年度に比べ 8,598 百万円（△10.8％）の減収となりましたが、

売上総利益の改善と経費節減に努めた結果、昨年度と比較して業績は改善したものの、売上高の減少に伴う売上総利益の減少をカ

バーしきれず、営業損失は75百万円（前連結会計年度営業損失175百万円）、経常利益は117百万円（△19.5％、28百万円減）

の減益となりました。売上債権の減少等による貸倒引当金戻入額を特別利益に 205 百万円を計上したことにより、当期純利益は

118百万円（前連結会計年度当期純損失56百万円）の増益となりました。 

 

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。 

 なお、売上高については、セグメント間取引の相殺消去後の数値であり、営業利益については、セグメント間取引の相殺消去前

の数値であります。  

水産物卸売事業 

 売上高は58,100 百万円と前連結会計年度に比べ6,213 百万円（△9.7％）の減収となりましたが、営業損失は12 百万円と前連

結会計年度に比べ103百万円（前連結会計年度営業損失116百万円）の改善となりました。  

水産物販売事業  

 売上高は12,649 百万円と前連結会計年度に比べ2,375 百万円（△15.8％）の減収となり、営業損失も113 百万円と前連結会計

年度に比べ25百万円（前連結会計年度営業損失88百万円）の減益となりました。  

不動産等賃貸事業 

 売上高は17百万円と前連結会計年度に比べ５百万円（△23.9％）の減収となりましたが、営業利益は40百万円と前連結会計年

度に比べ22百万円（122.7％）の増益となりました。 

運送事業 

 従来、運送事業は、その他の事業として区分表示しておりましたが、第３四半期連結会計期間において、運送事業の営業利益の

絶対値が営業利益の生じているセグメントの営業利益の合計額の絶対値の 10％以上であったため、第３四半期連結会計期間より

「運送事業」として区分表示することに変更いたしました。 

売上高は 275 百万円と前連結会計年度に比べ３百万円（△1.2％）の減収となりましたが、営業利益は９百万円と前連結会計年

度に比べ０百万円（9.7％）の増益となりました。 

 

 次期の見通しにつきましては、国内における企業業績の回復は期待できず、雇用不安も解消されないまま推移することが予想さ

れるため、個人消費は依然低迷が続くと思われます。 

 水産業界は、食料品への品質管理が求められる一方、国内における漁獲量の減少により、依然として水産物消費の不振が続くこ

とが予想されます。 

 このような状況の下、当社グループは安定した集荷力を生かし、基本理念である食の安心・安全への取り組みと消費者の食品に

対するニーズの多様化に対応すべく、顧客視点に立った企画提案型営業活動を推進し、グループ会社との連携による新規取引先の

開拓に努めてまいる所存であります。 

 業績につきましては、連結売上高71,000百万円、連結営業利益50百万円、連結経常利益230百万円、連結当期純利益240百万

円を見込んでおります。 
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事業の種類別セグメントの業績見通しは、次のとおりであります。 

 なお、売上高については、セグメント間取引の相殺消去後の数値であり、営業利益については、セグメント間取引の相殺消去前

の数値であります。 

水産物卸売事業 

 売上高は58,500百万円、営業損失は10百万円を見込んでおります。 

水産物販売事業 

 売上高は12,200百万円、営業利益は10百万円を見込んでおります。 

不動産等賃貸事業 

 売上高は20百万円、営業利益は40百万円を見込んでおります。  

運送事業 

 売上高は280百万円、営業利益は10百万円を見込んでおります。  

 

（２）財政状態に関する分析 

 当連結会計年度末における総資産は 17,230 百万円（前連結会計年度末は 17,281 百万円）となり、50 百万円減少しました。受

取手形及び売掛金の減少867百万円、現金及び預金の増加443百万円及び投資有価証券の時価評価等による増加379百万円が大き

な要因であります。 

 負債では、6,468 百万円（前連結会計年度末は 6,838 百万円）となり、370 百万円減少いたしました。支払手形及び買掛金の減

少472百万円が大きな要因であります。 

 純資産では、10,761 百万円（前連結会計年度末は 10,442 百万円）となり、319 百万円増加いたしました。その他有価証券評価

差額金の増加241百万円及び少数株主持分の増加60百万円が大きな要因であります。 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動による獲得した資金792 百万円、投資活動

による獲得した資金16 百万円及び財務活動による使用した資金365 百万円により、前連結会計年度末に比べ443 百万円増加し、

当連結会計年度末には2,969百万円（前年同期比17.6％増）となりました。 

 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果獲得した資金は 792 百万円（前年同期比 3.6％増）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益 420

百万円及び売上債権、たな卸資産、仕入債務の純額367百万円によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果獲得した資金は 16 百万円（前連結会計年度使用資金 132 百万円）となりました。これは主に、投資有価証券

の売却及び取得の純額による収入128 百万円、貸付金の回収による収入107 百万円、その他の収入26 百万円、有形固定資産及

び無形固定資産の取得による支出245百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は 365 百万円（前年同期比 15.0％減）となりました。これは主に、短期借入金及び長期借入金

の返済による支出133百万円、リース債務の返済による支出129百万円、配当金の支払額99百万円によるものであります。 

 

 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移  

 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率(％) 55.7 54.7 58.0 58.9 60.6 

時価ベースの自己資本

比率(％) 
30.4 22.4 17.1 16.4 15.1 

キャッシュ・フロー対

有利子負債比率(％) 
－ 0.5 － 0.2 0.1 

インタレスト・カバ

レッジ・レシオ(％) 
－ 160.0 － 228.0 405.7 

（計算式） 自己資本比率 ： 自己資本／総資産 

      時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産 

      キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債／キャッシュ・フロー 

      インタレスト・カバレッジ・レシオ ： キャッシュ・フロー／利払い 

（注１） いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２） 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３） キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４） 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。 

- 4 -

横浜丸魚㈱（8045）平成22年３月期決算短信



（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社グループは、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして位置づけております。 

配当金につきましては、株主各位への利益還元の重要な手段であるとの認識に基づく安定配当の継続、更には業績に応じ積極的

な還元を基本方針としております。 

 なお、内部留保資金につきましては、将来の事業拡張等を目的とする設備投資に充当し、経営基盤の強化に有効活用していく所

存であります。 

 また、当期の配当につきましては、１株当たり15円を予定しております。また、次期の配当につきましても、１株当たり15円

を予定しております。 

 

（４）事業等のリスク 

近の有価証券報告書（平成21年６月26日提出）における「事業等のリスク」から新たなリスクが顕在化していないため開示

を省略しております。 

 

２．企業集団の状況 

近の有価証券報告書（平成21年６月26日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」から重要な

変更がないため開示を省略しております。 

 

３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針、（２）目標とする経営指標 

平成18年３月期決算短信（平成18年５月17日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略しており

ます。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.yokohama-maruuo.co.jp 

（大阪証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ）） 

http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 

 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

平成20年３月期決算短信（平成20年５月19日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略しており

ます。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.yokohama-maruuo.co.jp 

（大阪証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ）） 

http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 

 

（４）会社の対処すべき課題 

今後の経済見通しにつきましては、不安定な政局、国内外の需要低迷、デフレや円高等、企業業績を圧迫する要因が払拭されて

おらず、雇用不安や個人所得の悪化が、景気の先行き不安感をさらに高める懸念があります。 
水産物卸売業界におきましても、経営環境の悪化から個人消費は低迷したままであり、消費者の節約志向の強まりと低価格化の

進行により、引き続き厳しい状況で推移することが予想されます。 

このような状況の下で、当社グループは、中期経営計画を推し進めておりますが、事業環境の変化に早急かつ柔軟な対応をし、

営業損失の黒字転換に向けてグループの総力を結集し、集荷力・販売力の強化、顧客視点・顧客起点志向の追及を図るとともに、

業務の効率化、諸経費の削減などに注力し、業績の向上に努めてまいります。 
さらには基本理念でもあります食の安心・安全への取組みのため、より厳しい品質管理を実行し顧客の満足度の向上に努めてま

いります。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,533,388 2,976,812

受取手形及び売掛金 4,897,596 4,030,387

有価証券 10,007 －

商品及び製品 1,101,322 808,880

繰延税金資産 241,001 95,955

その他 322,770 170,093

貸倒引当金 △1,176,376 △603,494

流動資産合計 7,929,710 7,478,635

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,569,843 3,574,431

減価償却累計額 △2,160,429 △2,256,486

減損損失累計額 － △918

建物及び構築物（純額） 1,409,414 1,317,026

土地 788,889 787,530

リース資産 447,971 421,688

減価償却累計額 △131,740 △194,683

減損損失累計額 － △3,065

リース資産（純額） 316,230 223,940

その他 362,819 464,218

減価償却累計額 △254,550 △302,749

減損損失累計額 － △14,327

その他（純額） 108,269 147,141

有形固定資産合計 2,622,804 2,475,640

無形固定資産   

ソフトウエア 22,876 127,558

その他 12,936 10,800

無形固定資産合計 35,812 138,359

投資その他の資産   

投資有価証券 6,473,740 6,853,709

長期貸付金 12,185 13,235

破産更生債権等 607,107 896,484

繰延税金資産 78,516 91,016

その他 77,337 62,282

貸倒引当金 △556,129 △779,060

投資その他の資産合計 6,692,757 7,137,667

固定資産合計 9,351,374 9,751,666

資産合計 17,281,084 17,230,301
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,630,173 3,157,857

短期借入金 101,556 －

リース債務 128,300 102,063

未払法人税等 25,619 7,035

繰延税金負債 4 1

賞与引当金 97,580 86,011

海外事業損失引当金 108,000 103,700

その他 316,734 358,608

流動負債合計 4,407,968 3,815,278

固定負債   

長期借入金 31,554 －

リース債務 204,009 136,979

繰延税金負債 1,111,746 1,365,387

退職給付引当金 796,160 782,318

役員退職慰労引当金 158,540 130,125

その他 128,698 238,358

固定負債合計 2,430,709 2,653,169

負債合計 6,838,677 6,468,447

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,541,860 1,541,860

資本剰余金 402,472 402,472

利益剰余金 6,420,976 6,440,678

自己株式 △363,886 △366,061

株主資本合計 8,001,422 8,018,949

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,179,616 2,421,526

評価・換算差額等合計 2,179,616 2,421,526

少数株主持分 261,367 321,377

純資産合計 10,442,406 10,761,854

負債純資産合計 17,281,084 17,230,301
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 79,642,323 71,043,588

売上原価 74,820,873 66,572,035

売上総利益 4,821,449 4,471,553

販売費及び一般管理費   

販売費 1,370,688 1,148,426

一般管理費 3,626,675 3,398,220

販売費及び一般管理費合計 4,997,363 4,546,646

営業損失（△） △175,913 △75,093

営業外収益   

受取利息 8,445 7,073

受取配当金 169,592 143,280

負ののれん償却額 106,248 1,060

その他 44,670 44,073

営業外収益合計 328,956 195,488

営業外費用   

支払利息 3,373 1,930

その他 3,042 476

営業外費用合計 6,415 2,407

経常利益 146,627 117,986

特別利益   

固定資産売却益 155 558

投資有価証券売却益 452,216 129,602

貸倒引当金戻入額 10,708 205,583

その他 9,204 8,283

特別利益合計 472,286 344,027

特別損失   

固定資産除却損 146,133 746

投資有価証券評価損 10,399 10,402

貸倒引当金繰入額 146,064 512

減損損失 － 20,621

その他 57,910 8,931

特別損失合計 360,508 41,213

税金等調整前当期純利益 258,405 420,801

法人税、住民税及び事業税 27,664 10,877

法人税等調整額 304,172 220,634

法人税等合計 331,836 231,511

少数株主利益又は少数株主損失（△） △16,668 70,400

当期純利益又は当期純損失（△） △56,761 118,888
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,541,860 1,541,860

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,541,860 1,541,860

資本剰余金   

前期末残高 402,591 402,472

当期変動額   

自己株式の処分 △119 －

当期変動額合計 △119 －

当期末残高 402,472 402,472

利益剰余金   

前期末残高 6,580,268 6,420,976

当期変動額   

剰余金の配当 △102,532 △99,186

合併による増加 63,585 －

合併による減少 △63,583 －

当期純利益又は当期純損失（△） △56,761 118,888

当期変動額合計 △159,292 19,702

当期末残高 6,420,976 6,440,678

自己株式   

前期末残高 △271,315 △363,886

当期変動額   

自己株式の取得 △93,132 △2,174

自己株式の処分 561 －

当期変動額合計 △92,570 △2,174

当期末残高 △363,886 △366,061

株主資本合計   

前期末残高 8,253,404 8,001,422

当期変動額   

剰余金の配当 △102,532 △99,186

合併による増加 63,585 －

合併による減少 △63,583 －

当期純利益又は当期純損失（△） △56,761 118,888

自己株式の取得 △93,132 △2,174

自己株式の処分 442 －

当期変動額合計 △251,981 17,527

当期末残高 8,001,422 8,018,949
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 4,320,288 2,179,616

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,140,671 241,910

当期変動額合計 △2,140,671 241,910

当期末残高 2,179,616 2,421,526

少数株主持分   

前期末残高 307,359 261,367

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △45,991 60,009

当期変動額合計 △45,991 60,009

当期末残高 261,367 321,377

純資産合計   

前期末残高 12,881,051 10,442,406

当期変動額   

剰余金の配当 △102,532 △99,186

合併による増加 63,585 －

合併による減少 △63,583 －

当期純利益又は当期純損失（△） △56,761 118,888

自己株式の取得 △93,132 △2,174

自己株式の処分 442 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,186,663 301,920

当期変動額合計 △2,438,645 319,447

当期末残高 10,442,406 10,761,854

- 10 -

横浜丸魚㈱（8045）平成22年３月期決算短信



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 258,405 420,801

減価償却費 300,184 309,981

減損損失 － 20,621

負ののれん償却額 △106,248 △1,060

貸倒引当金の増減額（△は減少） 148,227 △329,750

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,263 △11,568

海外事業損失引当金の増減額（△は減少） 58,000 △4,300

退職給付引当金の増減額（△は減少） △14,687 △13,842

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,958 △28,418

受取利息及び受取配当金 △178,037 △150,354

支払利息 3,373 1,930

有形固定資産売却損益（△は益） △155 △558

有形固定資産除却損 112,657 746

投資有価証券売却損益（△は益） △452,216 △129,602

投資有価証券評価損益（△は益） 10,399 10,402

売上債権の増減額（△は増加） 890,017 547,831

たな卸資産の増減額（△は増加） 287,732 292,441

仕入債務の増減額（△は減少） △720,663 △472,316

未払消費税等の増減額（△は減少） 6,509 △7,554

その他の流動資産の増減額（△は増加） 42,827 73,147

その他の流動負債の増減額（△は減少） △28,091 39,192

預り保証金の増減額（△は減少） 2,846 109,660

小計 630,774 677,434

利息及び配当金の受取額 158,979 135,942

利息の支払額 △3,354 △1,953

法人税等の支払額 △21,445 △19,045

営業活動によるキャッシュ・フロー 764,953 792,377

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 － 9,960

有形固定資産の取得による支出 △51,992 △117,330

有形固定資産の売却による収入 285 2,872

無形固定資産の取得による支出 － △127,907

投資有価証券の取得による支出 △671,800 △61,763

投資有価証券の売却による収入 654,010 190,565

貸付けによる支出 △80,830 △11,280

貸付金の回収による収入 21,469 107,522

その他の支出 △15,541 △2,919

その他の収入 11,547 26,494

投資活動によるキャッシュ・フロー △132,850 16,212
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △350,000 △70,000

短期借入れによる収入 300,000 －

リース債務の返済による支出 △145,796 △129,814

長期借入金の返済による支出 △31,556 △63,110

自己株式の取得による支出 △93,132 △2,174

自己株式の売却による収入 442 －

配当金の支払額 △102,558 △99,344

少数株主への配当金の支払額 △7,101 △726

財務活動によるキャッシュ・フロー △429,702 △365,169

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 202,400 443,420

現金及び現金同等物の期首残高 2,323,982 2,526,383

現金及び現金同等物の期末残高 2,526,383 2,969,803
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 （５）継続企業の前提に関する注記 

     該当事項はありません。 

 

 （６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

   ａ．会計処理基準に関する事項 

   (ａ)重要な引当金の計上基準 

      ○ａ貸倒引当金 

       債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。 

ａ一般債権 

貸倒実績率法によっております。 

ｂ貸倒懸念債権及び破産更生債権等 

財務内容評価法によっております。 

     （追加情報） 

       貸倒懸念債権及び破産更生債権等の貸倒引当金については、従来から財務内容評価法によっておりますが、当連結会計

年度において不動産担保の処分見込額の算出方法を見直しております。 

       この結果、従来の方法によった場合に比べて、税金等調整前当期純利益が89百万円増加しております。  

なお、セグメント情報への影響はありません。 

       
○ｂ 役員退職慰労引当金 
役員退職慰労引当金の支出に備えて、役員退職慰労金内規に基づく期末要支給額相当額を計上しております。 

       なお、役員退職慰労引当金については、従来から連結財務諸表提出会社及び連結子会社２社において計上しておりまし

たが、その他の連結子会社３社においても当連結会計年度に新たに内規を定めたことにより役員退職慰労引当金を計上し

ております。 

        

   ｂ．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

     負ののれんについては、10年間で均等償却しております。 

     ただし、金額が僅少な場合については、発生年度において一括償却しております。 

 
なお、上記の重要な引当金の計上基準、のれん及び負ののれんの償却に関する事項以外は、 近の有価証券報告書（平成21年

６月26日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略しております。 
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（連結財務諸表に関する注記事項） 

 連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ･フロー計算書に関する注記事項等については、決

算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

 

（セグメント情報） 

(ａ)事業の種類別セグメント情報 

（単位：百万円） 

 前連結会計年度（自 平成20年４月１日  至 平成21年３月31日） 

水 産 物

卸売事業

水 産 物

販売事業

不動産等

賃貸事業

そ の 他

の 事 業
計 

消去又は 

全 社 
連 結

Ⅰ売上高及び営業損益   

売上高   

(１)外部顧客に対する売上高 64,314 15,025 23 279 79,642 － 79,642

(２)セグメント間の内部売上高又は振替高 3,474 64 78 223 3,841 （3,841） －

計 67,788 15,090 101 503 83,483 （3,841） 79,642

営業費用 67,905 15,178 83 494 83,661 （3,843） 79,818

営業利益又は営業損失（△） △116 △88 18 8 △177 1 △175

Ⅱ資産、減価償却費及び資本的支出   

資   産 9,310 2,455 1,181 247 13,194 4,086 17,281

減価償却費 115 101 57 5 280 19 300

資本的支出 21 14 10 5 51 － 51

（単位：百万円） 

 当連結会計年度（自 平成21年４月１日  至 平成22年３月31日） 

水 産 物

卸売事業

水 産 物

販売事業

不動産等

賃貸事業
運送事業 計 

消去又は 

全 社 
連 結

Ⅰ売上高及び営業損益   

売上高   

(１)外部顧客に対する売上高 58,100 12,649 17 275 71,043 － 71,043

(２)セグメント間の内部売上高又は振替高 3,617 94 90 214 4,017 （4,017） －

計 61,718 12,743 108 490 75,060 （4,017） 71,043

営業費用 61,730 12,857 67 481 75,136 （4,018） 71,118

営業利益又は営業損失（△） △12 △113 40 9 △75 0 △75

Ⅱ資産、減価償却費及び資本的支出   

資   産 9,249 2,472 1,139 251 13,112 4,078 17,191

減価償却費 138 97 46 8 291 18 309

資本的支出 105 5 3 2 117 － 117

(注）1.事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

 

2.各区分の事業の内容 

 (1)水産物卸売事業………中央卸売市場及び地方卸売市場における販売事業 

 (2)水産物販売事業………中央卸売市場以外における販売事業 

 (3)不動産等賃貸事業… …流通センター等の賃貸事業 

 (4)運 送 事 業………水産物運送等の事業 

 

3.前連結会計年度及び当連結会計年度における営業費用は全て各セグメントに配賦しております。 

 

4.資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、提出会社における余資運用資金（現預金及び有価証券）、

長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

 

5. 事業区分の表示方法の変更 

従来、運送事業は、その他の事業として区分表示しておりましたが、第３四半期連結会計期間において、運送事業の営業

利益の絶対値が営業利益の生じているセグメントの営業利益の合計額の絶対値の10％以上であったため、第３四半期連結会

計期間より「運送事業」として区分表示することに変更いたしました。 
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6．会計方針の変更 

（前連結会計年度） 

(1)（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成 18 年７月５日公表分）を適用

しております。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、水産物卸売事業において営業費用及び営業損失が３百万円増加し

ております。 

(2)（リース取引に関する会計基準） 

当連結会計年度より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第 13 号（平成５年６月 17 日（企業会計審議会

第一部会）、平成 19 年３月 30 日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用しております。 

なお、この変更に伴うセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

 

7．追加情報 

（前連結会計年度） 

当連結会計年度より機械及び装置の耐用年数については、法人税法の改正を契機として見直しを行い、機械及び装置の一

部について耐用年数を短縮して減価償却費を算定する方法に変更しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、水産物卸売事業において営業費用及び営業損失が３百万円増加しておりま

す。 

 

(ｂ)所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当社グループは、本邦以外の国又は地域に所在しないため、所在地別セグメント情報は記載しておりません。 

 

(ｃ)海外売上高 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

 当社グループは、海外売上高がないため、記載しておりません。 

 

（１株当たり情報） 

前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日） 

（至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成21年４月１日） 

（至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,539.68円 １株当たり純資産額 1,580.15円 

１株当たり当期純損失金額 8.42円 １株当たり当期純利益金額 17.99円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

（注） １株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日） 

（至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成21年４月１日） 

（至 平成22年３月31日） 

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円） △56 118 

普通株主に帰属しない金額   （百万円） － － 

普通株式に係る当期純利益 

又は当期純損失（△）     （百万円） 
△56 118 

普通株式の期中平均株式数   （株） 6,737,370 6,610,025 
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（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 

（開示の省略） 

関連当事者情報、デリバティブ取引、ストック・オプション等、企業結合等に関する注記については、該当事項がなく、リース

取引、税効果会計、金融商品、有価証券、退職給付、賃貸等不動産、に関する注記については、決算短信における開示の必要性が

大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

 

横浜丸魚㈱（8045）平成22年３月期決算短信
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,704,637 1,904,246

受取手形 293,715 258,850

売掛金 2,875,930 2,085,998

商品及び製品 703,909 542,023

前払費用 12,935 10,654

繰延税金資産 232,411 81,424

株主、役員又は従業員に対する短期債権 4,609 3,866

短期貸付金 108,000 103,700

その他 92,974 50,533

貸倒引当金 △887,379 △419,379

流動資産合計 5,141,744 4,621,918

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,509,796 2,511,994

減価償却累計額 △1,679,031 △1,736,530

減損損失累計額 － △918

建物（純額） 830,765 774,545

構築物 79,828 79,828

減価償却累計額 △69,225 △70,652

構築物（純額） 10,602 9,175

機械及び装置 93,536 95,462

減価償却累計額 △72,078 △77,737

減損損失累計額 － △7,971

機械及び装置（純額） 21,458 9,753

車両運搬具 － 8,164

減価償却累計額 － △4,082

車両運搬具（純額） － 4,082

工具、器具及び備品 112,945 133,246

減価償却累計額 △75,624 △90,927

減損損失累計額 － △6,356

工具、器具及び備品（純額） 37,321 35,963

土地 700,429 699,070

リース資産 152,109 149,073

減価償却累計額 △40,545 △77,684

減損損失累計額 － △3,065

リース資産（純額） 111,563 68,323

有形固定資産合計 1,712,139 1,600,914
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

無形固定資産   

ソフトウエア 20,875 98,818

電話加入権 4,268 2,214

公共施設利用権 22 14

無形固定資産合計 25,165 101,047

投資その他の資産   

投資有価証券 6,311,306 6,690,731

関係会社株式 654,948 663,448

株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 7,475 8,249

関係会社長期貸付金 282,260 432,260

破産更生債権等 253,516 623,798

長期前払費用 1,583 2,537

差入保証有価証券 31,135 31,644

その他 15,396 13,319

貸倒引当金 △227,622 △596,648

投資その他の資産合計 7,330,001 7,869,341

固定資産合計 9,067,306 9,571,303

資産合計 14,209,050 14,193,222

負債の部   

流動負債   

受託販売未払金 257,711 168,917

買掛金 1,855,432 1,590,356

リース債務 41,844 34,985

未払金 177,333 151,071

未払法人税等 20,504 2,853

未払消費税等 12,198 2,146

未払費用 19,415 17,980

預り金 14,062 10,667

賞与引当金 53,248 47,587

海外事業損失引当金 108,000 103,700

その他 847 486

流動負債合計 2,560,598 2,130,751

固定負債   

リース債務 75,564 40,064

繰延税金負債 1,110,228 1,363,813

退職給付引当金 539,516 539,854

役員退職慰労引当金 84,420 50,540

長期預り保証金 76,450 74,450

固定負債合計 1,886,179 2,068,722

負債合計 4,446,777 4,199,474
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,541,860 1,541,860

資本剰余金   

資本準備金 376,677 376,677

その他資本剰余金   

自己株式処分差益 25,794 25,794

資本剰余金合計 402,472 402,472

利益剰余金   

利益準備金 385,465 385,465

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金 246,146 150,534

事業拡張積立金 100,000 100,000

事業再編積立金 50,000 50,000

施設整備積立金 260,000 260,000

ＩＴシステム構築積立金 90,000 －

別途積立金 4,682,000 4,682,000

繰越利益剰余金 190,932 368,330

利益剰余金合計 6,004,544 5,996,330

自己株式 △363,886 △366,061

株主資本合計 7,584,989 7,574,601

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,177,283 2,419,146

評価・換算差額等合計 2,177,283 2,419,146

純資産合計 9,762,272 9,993,748

負債純資産合計 14,209,050 14,193,222
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

卸売事業売上高   

受託品売上高 15,613,283 14,127,326

買付品売上高 31,938,284 29,002,509

卸売事業売上高合計 47,551,567 43,129,836

付帯事業売上高 101,645 108,097

売上高合計 47,653,212 43,237,933

売上原価   

卸売事業売上原価   

受託品売上原価 14,754,696 13,350,441

買付品売上原価   

商品期首たな卸高 981,286 703,909

当期商品仕入高 30,121,024 27,351,081

合計 31,102,311 28,054,990

商品期末たな卸高 703,909 542,023

買付品売上原価合計 30,398,402 27,512,966

卸売事業売上原価合計 45,153,098 40,863,407

付帯事業売上原価 83,412 67,489

売上原価合計 45,236,511 40,930,897

売上総利益 2,416,701 2,307,036

販売費及び一般管理費   

売上高割市場使用料 118,877 107,824

出荷奨励金 64,799 55,823

完納奨励金 120,870 101,025

運賃及び荷造費 264,427 265,437

保管費 193,032 150,447

その他の業務費 22,468 18,618

役員報酬 91,508 75,098

従業員給料及び手当 805,633 785,102

賞与引当金繰入額 53,248 47,587

役員退職慰労引当金繰入額 15,980 13,140

退職給付引当金繰入額 40,556 38,137

福利厚生費 170,108 164,837

面積割市場使用料 59,908 60,106

旅費及び交通費 62,260 55,059

通信費 5,865 6,254

修繕費 8,125 8,460

事務用消耗品費 24,095 20,182

賃借料 69,022 74,860

租税公課 16,644 16,385

諸会費 6,680 6,648

水道光熱費 41,665 37,268

交際費 14,695 13,100

広告宣伝費 27,349 14,666

減価償却費 89,226 102,645

海外事業損失引当金繰入額 58,000 －

その他の経費 80,551 78,137

販売費及び一般管理費合計 2,525,602 2,316,856
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業損失（△） △108,901 △9,820

営業外収益   

受取利息 5,108 7,219

有価証券利息 639 329

受取配当金 196,779 161,197

雑収入 25,788 13,699

営業外収益合計 228,314 182,446

営業外費用   

支払利息 401 232

雑支出 3,025 309

営業外費用合計 3,427 542

経常利益 115,986 172,083

特別利益   

投資有価証券売却益 452,216 129,602

貸倒引当金戻入額 2,498 66,429

固定資産売却益 － 558

その他 7,538 4,300

特別利益合計 462,253 200,889

特別損失   

固定資産除却損 146,007 532

投資有価証券評価損 5,400 10,402

減損損失 － 20,621

貸倒引当金繰入額 79,043 －

その他 25,000 450

特別損失合計 255,450 32,006

税引前当期純利益 322,788 340,966

法人税、住民税及び事業税 68,878 10,941

法人税等調整額 211,107 239,051

法人税等合計 279,985 249,993

当期純利益 42,803 90,973
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,541,860 1,541,860

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,541,860 1,541,860

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 376,677 376,677

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 376,677 376,677

その他資本剰余金   

前期末残高 25,913 25,794

当期変動額   

自己株式の処分 △119 －

当期変動額合計 △119 －

当期末残高 25,794 25,794

資本剰余金合計   

前期末残高 402,591 402,472

当期変動額   

自己株式の処分 △119 －

当期変動額合計 △119 －

当期末残高 402,472 402,472

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 385,465 385,465

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 385,465 385,465

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金   

前期末残高 246,765 246,146

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 △618 △95,611

当期変動額合計 △618 △95,611

当期末残高 246,146 150,534

事業拡張積立金   

前期末残高 100,000 100,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 100,000 100,000

事業再編積立金   

前期末残高 50,000 50,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 50,000 50,000

- 22 -

横浜丸魚㈱（8045）平成22年３月期決算短信



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

施設整備積立金   

前期末残高 260,000 260,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 260,000 260,000

ＩＴシステム構築積立金   

前期末残高 90,000 90,000

当期変動額   

ＩＴシステム構築積立金の取崩 － △90,000

当期変動額合計 － △90,000

当期末残高 90,000 －

別途積立金   

前期末残高 4,832,000 4,682,000

当期変動額   

別途積立金の取崩 △150,000 －

当期変動額合計 △150,000 －

当期末残高 4,682,000 4,682,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 100,042 190,932

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 618 95,611

ＩＴシステム構築積立金の取崩 － 90,000

別途積立金の取崩 150,000 －

剰余金の配当 △102,532 △99,186

当期純利益 42,803 90,973

当期変動額合計 90,889 177,397

当期末残高 190,932 368,330

利益剰余金合計   

前期末残高 6,064,273 6,004,544

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 － －

ＩＴシステム構築積立金の取崩 － －

別途積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △102,532 △99,186

当期純利益 42,803 90,973

当期変動額合計 △59,729 △8,213

当期末残高 6,004,544 5,996,330

自己株式   

前期末残高 △271,315 △363,886

当期変動額   

自己株式の取得 △93,132 △2,174

自己株式の処分 561 －

当期変動額合計 △92,570 △2,174

当期末残高 △363,886 △366,061

株主資本合計   

前期末残高 7,737,408 7,584,989

当期変動額   
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

剰余金の配当 △102,532 △99,186

当期純利益 42,803 90,973

自己株式の取得 △93,132 △2,174

自己株式の処分 442 －

当期変動額合計 △152,418 △10,388

当期末残高 7,584,989 7,574,601

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 4,315,447 2,177,283

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,138,164 241,863

当期変動額合計 △2,138,164 241,863

当期末残高 2,177,283 2,419,146

純資産合計   

前期末残高 12,052,856 9,762,272

当期変動額   

剰余金の配当 △102,532 △99,186

当期純利益 42,803 90,973

自己株式の取得 △93,132 △2,174

自己株式の処分 442 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,138,164 241,863

当期変動額合計 △2,290,583 231,475

当期末残高 9,762,272 9,993,748
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（４）継続企業の前提に関する注記 

     該当事項はありません。 

 

６．その他 

 （１）役員の異動 

     平成22年３月29日に公表いたしました「人事異動に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

（２）その他 

    該当事項はありません。 
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