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（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 ％ 

23年３月期第１四半期  21,384  0.6  △111  －  △78  －  △98  －

22年３月期第１四半期  21,249  △4.8  △26  －  52  274.3  52  514.8

  
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 

23年３月期第１四半期  △4  38  －      

22年３月期第１四半期  2  32  －      

  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 

23年３月期第１四半期  19,029  7,063  37.1  314  61

22年３月期  19,822  7,616  38.4  339  25

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 7,063百万円 22年３月期 7,616百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期  －       －     －     5 00  5  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  －     －     5 00  5  00

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ： 無

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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（累計）  40,000  △3.8  0  －  50  16.3  40  △4.8  1  78

通期  85,000  0.7  170  129.7  250  39.7  230  24.3  10  24

（注）当四半期における業績予想の修正有無 ： 無



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「２．その他の情報」をご覧ください。） 

新規  ―  社 （社名）                   、除外  ―  社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（注）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の有無となります。 

  

（３） 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４） 発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時

点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

  

※  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見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断

する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

（１） 当四半期中における重要な子会社の異動  ： 無

（２） 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

② ①以外の変更        ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 22,475,208株 22年３月期 22,475,208株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 24,759株 22年３月期 24,650株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 22,450,476株 22年３月期１Ｑ 22,451,863株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、一部景気の悪化に底打ちの兆しが見られたものの、欧州を中

心とした景気下振れ不安から株安や円高傾向が強まり、企業収益に少なからず影響を及ぼすことが考えられ、また

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。 

 水産物卸売業界においても厳しい状況は変わらず、卸売市場経由率が依然として低下しており取扱数量は減少傾

向にあり、一方消費者は食に対する安全、安心を求め、なおかつ低価格志向がますます強まる気配を見せ、非常に

厳しい状況が続いております。 

 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、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。 

  しかしながら、当第１四半期連結会計期間の売上高は213億84百万円（前年同期は212億49百万円）、営業損失は

１億11百万円（前年同期は26百万円の営業損失）、経常損失は78百万円（前年同期は52百万円の経常利益）、四半

期純損失は98百万円（前年同期は52百万円の四半期純利益）となりました。 

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

 水産物卸売業においては、取扱数量・単価ともにほぼ前年並みとなり、売上高は211億97百万円、売上総利益率

の悪化によりセグメント損失は１億54百万円となりました。冷蔵倉庫業においては、取扱量は減少しましたが、経

費等の見直しにより、売上高は１億14百万円、セグメント利益は２百万円となりました。不動産賃貸業は新たに取

得した物件が本格稼働したことにより、売上高は72百万円、セグメント利益は41百万円となりました。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は190億29百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億93百万円減少いた

しました。流動資産は104億19百万円となり、１億44百万円減少いたしました。主な要因は、商品の買付などによ

る現金及び預金の減少によるものです。固定資産は86億９百万円となり、６億48百万円減少いたしました。これは

主に投資有価証券時価の下落による減少によるものです。  

  当第１四半期連結会計期間末の負債は119億66百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億39百万円減少いたし

ました。流動負債は99億52百万円となり、２億45百万円減少いたしました。これは主に支払手形の減少によるもの

です。固定負債は20億13百万円となり、５百万円増加いたしました。主な要因は、新規リース資産増加に伴う長期

リース債務の増加によるものです。 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産は70億63百万円となり、５億53百万円減少いたしました。主な要因は、株

価低迷による有価証券評価差額金の減少によるものです。 

 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の38.4％から37.1％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況）  

  当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ５億75百万円減少し、11

億５百万円となりました。  

（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・フローについては、たな卸資産の増加や仕入債務の減少などにより13億１百万円の

支出（前年同期は７億34百万円の支出）となりました。 

（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・フローについては、投資有価証券の売却などにより３億39百万円の収入（前年同期

は４億73百万円の支出）となりました。 

（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・フローについては、借入金の増加などにより３億86百万円の収入（前年同期は１億

61百万円の支出）となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  連結業績予想につきましては、現時点では、平成22年５月11日の「平成22年３月期決算短信」で発表いたしま 

  した平成23年３月期の業績予想（第２四半期累計・通期）から変更はございません。 

  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。 

  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

  該当事項はありません。 

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①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。  

 ・一般債権の貸倒見積高の算定方法 

   前連結会計年度決算において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算 

  定しております。 

 ・たな卸資産の評価方法 

   たな卸資産の簿価切下げに関して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 

  切下げを行っております。 

 ・繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

   繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等   

  の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタッ  

  クス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

②特有の会計処理 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

  当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３  

  月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月   

  31日）を適用しております。 

  これによる営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に対する影響額は軽微であります。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

  該当事項はありません。 

  

  

２．その他の情報

- 3 - 

築地魚市場㈱　（8039）　平成23年３月期　第１四半期決算短信



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,105 1,695

受取手形及び売掛金 4,843 4,721

前渡金 319 430

商品及び製品 4,108 3,659

原材料及び貯蔵品 77 70

その他 327 358

貸倒引当金 △362 △372

流動資産合計 10,419 10,564

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,052 2,079

その他（純額） 1,213 1,191

有形固定資産合計 3,266 3,271

無形固定資産 97 84

投資その他の資産   

投資有価証券 5,157 5,812

その他 204 205

貸倒引当金 △116 △116

投資その他の資産合計 5,245 5,901

固定資産合計 8,609 9,257

資産合計 19,029 19,822

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,317 3,036

短期借入金 7,121 6,591

未払法人税等 3 7

賞与引当金 67 40

その他 442 522

流動負債合計 9,952 10,197

固定負債   

長期借入金 690 715

長期未払金 67 67

繰延税金負債 85 85

退職給付引当金 531 531

その他 638 608

固定負債合計 2,013 2,008

負債合計 11,966 12,206
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22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 4,544 4,754

自己株式 △4 △4

株主資本合計 7,885 8,096

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △768 △423

繰延ヘッジ損益 2 △0

土地再評価差額金 △56 △56

評価・換算差額等合計 △822 △479

純資産合計 7,063 7,616

負債純資産合計 19,029 19,822
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 21,249 21,384

売上原価 20,158 20,421

売上総利益 1,090 963

販売費及び一般管理費 1,117 1,074

営業損失（△） △26 △111

営業外収益   

受取利息 14 10

受取配当金 46 51

有価証券運用益 40 －

その他 8 6

営業外収益合計 110 68

営業外費用   

支払利息 28 26

その他 2 8

営業外費用合計 31 35

経常利益又は経常損失（△） 52 △78

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 9

特別利益合計 － 9

特別損失   

投資有価証券評価損 － 25

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3

特別損失合計 － 29

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（△）

52 △97

法人税等 0 0

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △98

四半期純利益又は四半期純損失（△） 52 △98

- 6 - 

築地魚市場㈱　（8039）　平成23年３月期　第１四半期決算短信



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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（△）

52 △97

減価償却費 48 47

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10 △9

賞与引当金の増減額（△は減少） 25 26

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △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） 7 0

受取利息及び受取配当金 △61 △61

支払利息 28 26

投資有価証券売却損益（△は益） △40 △33

投資有価証券評価損益（△は益） － 25

有価証券運用損益（△は益） △2 37

売上債権の増減額（△は増加） △211 △121

たな卸資産の増減額（△は増加） 27 △455

前渡金の増減額（△は増加） △75 111

仕入債務の増減額（△は減少） △13 △718

その他 △490 △80

小計 △722 △1,298

法人税等の支払額 △12 △3

営業活動によるキャッシュ・フロー △734 △1,301

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） － 15

有形固定資産の取得による支出 △640 △8

投資有価証券の取得による支出 △173 △34

投資有価証券の売却による収入 289 313

貸付けによる支出 △0 △1

貸付金の回収による収入 1 1

利息及び配当金の受取額 51 57

その他 △0 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △473 339

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） △427 530

長期借入れによる収入 400 －

長期借入金の返済による支出 △21 △27

自己株式の取得による支出 △0 △0

利息の支払額 △27 △23

配当金の支払額 △81 △82

その他 △4 △8

財務活動によるキャッシュ・フロー △161 386

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,370 △575

現金及び現金同等物の期首残高 2,562 1,680

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,192 1,105
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  該当事項はありません。  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日  至 平成21年６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  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６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。  

〔海外売上高〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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  21,073  117  58  21,249  －  21,249

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  8  0  8  (8)  －

計  21,073  125  58  21,257  (8)  21,249

営業利益又は営業損失（△）  △52  △0  27  △26  －  △26
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〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、執行役員により構成する経営会議が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討

を行う対象となっているものであります。 

当社は、取り扱う商品・サービス別に、連結子会社においては個社別に報告を受け、業種別に包括的な戦

略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社は、業種別のセグメントで構成されており、「水産物卸売業」、「冷蔵倉庫業」及び

「不動産賃貸業」の３つを報告セグメントとしております。 

「水産物卸売業」は、水産物及びその加工製品の卸売をしております。「冷蔵倉庫業」は、水産物の冷蔵

保管等をしております。「不動産賃貸業」は、不動産の賃貸等をしております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日  至 平成22年６月30日） 

（単位：百万円）

   （注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額はありません。 

   ２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20

号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

該当事項はありません。  

  水産物卸売業 冷蔵倉庫業 不動産賃貸業 合 計
調整額 
（注）１  

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２ 
  

売上高             

 外部顧客に対する売上高  21,197  114  72  21,384  －  21,384

 セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  11  0  11  (11)  －

計  21,197  126  72  21,395  (11)  21,384

セグメント利益又は損失（△）  △154  2  41  △111  －  △111

（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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