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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 42,109 △2.6 453 ― 465 ― 387 ―
22年3月期第2四半期 43,272 △16.1 △156 ― △239 ― △252 ―

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2四半期 11.41 11.33
22年3月期第2四半期 △7.42 ―

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2四半期 52,324 12,829 24.5 376.57
22年3月期 48,853 13,201 27.0 388.03

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  12,799百万円 22年3月期  13,173百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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

3.  平成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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 95,000 6.6 900 351.0 800 735.0 700 333.1 20.61



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（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に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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。業績予想の前提となる条件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、四半期決算短信（添付資料）２ページ「１．当四半期の連結業績に関する定性的情報 (3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P３「その他の情報」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 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2Q 37,874,000株 22年3月期  37,874,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  3,884,460株 22年3月期  3,923,580株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 33,963,299株 22年3月期2Q 33,954,995株
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期におけるわが国経済は、海外経済の改善による輸出の増加や個人消費の持ち直しに

よる企業収益の改善などにより緩やかながら回復傾向にあるものの、急激な為替変動による下振れ

懸念や雇用・所得環境も厳しさが続くなど、景気は依然として先行き不透明な状況で推移いたしま

した。 

当社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、引き

続くデフレ傾向のなか、生活防衛意識から低価格志向が顕著になるなど、大変厳しい状況下におか

れました。 

この結果、第２四半期連結累計期間における売上高は42,109百万円（前年同四半期比1,162百万円

の減少）、営業利益は453百万円（前年同四半期比609百万円の増加）、経常利益は465百万円（前年

同四半期比704百万円の増加）、四半期純利益は387百万円（前年同四半期比639百万円の増加）とな

りました。 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

①食品事業 

食品事業におきましては、すり身においては、国内の練り製品価格が低迷いたしましたものの、

拡販に努め、売上・営業利益ともに増加いたしました。鮮凍水産物においては、北方凍魚は在庫

の圧縮や買付価格の見直しを行うなど収益確保に努め、売上・営業利益とも増加いたしました。

カニは供給量が減少するなか相場が強含みで推移したことなどが影響し、売上は増加いたしまし

たものの、営業利益は減少いたしました。助子は末端販売価格の安値競争の激化により売上が減

少いたしましたが、買付け価格が低下したこともあり、営業利益は昨年並みに推移いたしました。

加工食品においては、組織連携による効率的な営業展開を図ってまいりましたものの、急激な為

替変動や市況の低迷が影響し、売上・営業利益ともに減少いたしました。 

この結果、売上高は26,333百万円（前年同四半期比543百万円の減少）、営業利益は358百万円

（前年同四半期比245百万円の増加）となりました。 

②海洋事業 

海洋事業におきましては、漁網・漁具および船舶・機械においては、当第２四半期に船舶機器

関係の大型案件の受注がなく、売上は減少いたしましたが、海外における陸上用ネット販売が好

調に推移し、営業利益は増加いたしました。養殖資材においては、魚粉の価格上昇により養殖飼

料の販売量は減少いたしましたが、海苔養殖作業における省人・省力化を可能にした「システム

船」の受注が好調に推移いたしました結果、売上・営業利益ともに増加いたしました。 

この結果、売上高は7,924百万円（前年同四半期比56百万円の減少）、営業利益は395百万円

（前年同四半期比226百万円の増加）となりました。 

③機械事業 

機械事業におきましては、国内において水産加工プラントの大幅な受注減少が影響し、売上が

減少いたしましたものの、冷食業界および惣菜業界などの設備受注を獲得いたしました結果、営

業利益は増加いたしました。海外におきましては冷凍麺および豆腐プラントなどの受注がありま

した結果、売上・営業利益ともに増加いたしました。 

この結果、売上高は3,057百万円（前年同四半期比516百万円の減少）、営業利益は129百万円

（前年同四半期比70百万円の増加）となりました。 

④資材事業 

資材事業におきましては、建材用フィルムにおいて加工品関係の販売量が好調に推移いたしま

した結果、売上・営業利益ともに増加いたしました。一方、環境資材においては、産業資材は衛

生関連商材において大型案件の減少が影響し、売上が減少いたしましたものの、農畜資材の商材

が堅調に推移いたしました結果、営業利益は昨年並みに推移いたしました。 

この結果、売上高は4,585百万円（前年同四半期比36百万円の減少）、営業利益は79百万円（前

年同四半期比27百万円の増加）となりました。 

⑤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、健康食品市場の低迷が続くなか、各種健康食品および

アグリマックス（健康食品用素材）の拡販に努めてまいりましたものの、売上高は133百万円（前

年同四半期比19百万円の減少）、営業損失は6百万円（前年同四半期比24百万円の減少）となりま

した。 
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⑥その他 

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75百万円（前年同四半期期比10百万円の増加）、営業利益は33百万円（前年同四半

期期比１百万円の増加）となりました。 

 

なお、アルミ船事業を行っていたニチモウクラフト有限会社を清算することとし、特別損失とし

て子会社整理損38百万円を計上いたしました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は52,324百万円（前連結会計年度比7.1％増）とな

りました。 

総資産の増加は、主としてたな卸資産及び売上債権の増加によるものであります。 

（総負債） 

当第２四半期連結会計期間末における総負債は39,494百万円（前連結会計年度比10.7％増）と

なりました。 

総負債の増加は、主として仕入債務及び短期借入金の増加によるものであります。 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は12,829百万円（前連結会計年度比2.8％減）とな

りました。 

純資産の減少は、主として配当金の支出及びその他有価証券評価差額金の減少によるものであ

ります。 

（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は、3,781百万円（前年同期は3,395

百万円）となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の2,094百万円の増加、たな卸資産の980百万

円の増加、前渡金の353百万円の増加等により2,475百万円のマイナス（前年同期は1,967百万円の

マイナス）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出317百万円等に

より216百万円のマイナス（前年同期は339百万円のマイナス）となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の借入の純増3,754百万円等により3,130百

万円のプラス（前年同期は2,887百万円のプラス）となりました。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年５月14日に公表いたしました通期業績予想を修正いたします。なお、当該業績予想の修

正の詳細につきましては本日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 

２．その他の情報 

(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 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四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 

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 固定資産の減価償却の算定方法 

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。 
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④ 法人税等の算定方法 

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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①「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、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

②「連結財務諸表に関する会計基準」の適用 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき財務

諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、

当第１四半期連結累計期間より、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しておりま

す。 

③ 当第２四半期連結会計期間において西日本キャリテック株式会社の株式を取得したことに伴い、 

 当該会社を連結の範囲に含めております。 
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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２四半期
連結会計期間末

(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,636 4,296

受取手形及び売掛金 16,268 14,250

商品及び製品 13,747 12,441

仕掛品 702 621

原材料及び貯蔵品 1,963 2,403

繰延税金資産 44 22

その他 2,416 1,987

貸倒引当金 △146 △163

流動資産合計 39,633 35,858

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 6,824 6,794

減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,967 △4,932

建物及び構築物（純額） 1,857 1,862

機械装置及び運搬具 4,088 3,996

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,100 △3,033

機械装置及び運搬具（純額） 987 963

工具、器具及び備品 569 543

減価償却累計額及び減損損失累計額 △479 △471

工具、器具及び備品（純額） 90 71

土地 2,257 2,269

建設仮勘定 104 68

有形固定資産合計 5,295 5,235

無形固定資産

のれん 218 14

その他 133 71

無形固定資産合計 352 85

投資その他の資産

投資有価証券 5,852 6,283

長期貸付金 195 438

破産更生債権等 1,758 1,711

その他 754 751

貸倒引当金 △1,537 △1,538

投資その他の資産合計 7,023 7,646

固定資産合計 12,671 12,967

繰延資産

社債発行費 19 27

繰延資産合計 19 27

資産合計 52,324 48,853
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(単位：百万円)

当第２四半期
連結会計期間末

(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,661 8,918

短期借入金 20,014 16,260

1年内償還予定の社債 3,625 125

1年内返済予定の長期借入金 1,235 1,322

未払法人税等 102 82

賞与引当金 359 348

事業構造改善引当金 143 143

その他 930 851

流動負債合計 36,072 28,051

固定負債

社債 187 3,750

長期借入金 2,291 2,605

長期未払金 77 77

繰延税金負債 62 349

退職給付引当金 408 386

役員退職慰労引当金 77 146

負ののれん 138 159

その他 178 125

固定負債合計 3,422 7,600

負債合計 39,494 35,652

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 9,971 9,761

自己株式 △1,104 △1,115

株主資本合計 13,301 13,079

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 358 777

繰延ヘッジ損益 △88 △24

為替換算調整勘定 △771 △657

評価・換算差額等合計 △501 94

新株予約権 30 27

少数株主持分 0 0

純資産合計 12,829 13,201

負債純資産合計 52,324 48,853
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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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 43,272 42,109

売上原価 39,678 38,079

売上総利益 3,594 4,029

販売費及び一般管理費 3,750 3,576

営業利益又は営業損失（△） △156 453

営業外収益

受取利息 38 51

受取配当金 95 92

持分法による投資利益 24 186

その他 105 102

営業外収益合計 265 432

営業外費用

支払利息 269 270

貸倒引当金繰入額 － 24

その他 78 124

営業外費用合計 348 419

経常利益又は経常損失（△） △239 465

特別利益

貸倒引当金戻入額 54 －

役員退職慰労引当金戻入額 － 8

特別利益合計 54 8

特別損失

固定資産売却損 － 5

固定資産除却損 0 －

関係会社整理損 0 －

子会社整理損 － 38

ゴルフ会員権評価損 2 －

特別損失合計 2 43

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（△）

△187 430

法人税、住民税及び事業税 90 67

法人税等調整額 △26 △24

法人税等合計 64 42

少数株主損益調整前四半期純利益 － 387

少数株主利益 0 0

四半期純利益又は四半期純損失（△） △252 387
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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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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（△）

△187 430

減価償却費 197 194

のれん償却額 32 1

負ののれん償却額 △21 △21

繰延資産償却額 7 7

賞与引当金の増減額（△は減少） 27 12

退職給付引当金の増減額（△は減少） 64 △45

貸倒引当金の増減額（△は減少） △77 △17

受取利息及び受取配当金 △123 △132

支払利息 269 270

持分法による投資損益（△は益） △24 △186

有形固定資産除却損 0 －

有形固定資産売却損益（△は益） － 5

関係会社整理損 0 －

子会社整理損 － 38

ゴルフ会員権評価損 2 －

売上債権の増減額（△は増加） △651 △2,094

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,189 △980

前渡金の増減額（△は増加） △490 △353

前受金の増減額（△は減少） △343 △81

仕入債務の増減額（△は減少） 1,968 745

割引手形の増減額（△は減少） △15 7

その他 △310 △94

小計 △1,865 △2,294

利息及び配当金の受取額 149 142

利息の支払額 △291 △276

法人税等の支払額 39 △46

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,967 △2,475

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 △117 △27

定期預金の払戻による収入 20 94

有形及び無形固定資産の取得による支出 △258 △317

有形及び無形固定資産の売却による収入 0 7

投資有価証券の取得による支出 △4 △97

投資有価証券の売却による収入 2 0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △20

短期貸付けによる支出 △480 △1,282

短期貸付金の回収による収入 382 1,268

長期貸付けによる支出 △56 △28

長期貸付金の回収による収入 141 269

その他 30 △80

投資活動によるキャッシュ・フロー △339 △216
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(単位：百万円)

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

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） 2,472 3,754

長期借入れによる収入 2,779 239

長期借入金の返済による支出 △2,122 △638

社債の償還による支出 △72 △62

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △169 △169

その他 － 7

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,887 3,130

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19 △16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 559 422

現金及び現金同等物の期首残高 2,835 3,358

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,395 3,781

ニチモウ株式会社（8091） 平成23年3月期 第2四半期決算短信

9



(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) セグメント情報等 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第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） 

（単位：百万円） 

 
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 

26,877 7,981 3,574 4,622 153 64 43,272 － 43,272

(2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

－ 219 － － － － 219 (219) －

計 26,877 8,201 3,574 4,622 153 64 43,492 (219) 43,272

営業利益又は営業損
失(△) 

113 169 58 51 18 32 443 (599) △156

 

【セグメント情報】 

（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。 

 

１ 報告セグメントの概要 

当社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、取締役会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

っております。 

当社グループは食品、海洋、機械、資材、バイオティックス等の複数の事業を営んでおり、そ

の事業区分ごとに当社及び当社の連結子会社が単一もしくは複数の事業に従事する事業活動を展

開しております。 

したがって、当社グループは事業別のセグメントから構成されており、「食品事業」、「海洋

事業」、「機械事業」、「資材事業」、「バイオティックス事業」の５つを報告セグメントとし

ております。 

「食品事業」は、すり身、鮮魚、冷凍魚、魚卵、切身加工品、魚卵加工品、くん製加工品の製

造・加工・販売を主な事業としております。「海洋事業」は、底引漁具、旋網漁具、養殖用資材、

船体、船用機器、船用品の製造・加工・販売を主な事業としております。「機械事業」は、食品

加工機械の製造・加工・販売を主な事業としております。「資材事業」は、塩化ビニールシート、

ダンボール、紙器、農畜資材の販売を主な事業としております。「バイオティックス事業」は、

発酵大豆製品、健康食品の製造・加工・販売を主な事業としております。 
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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２四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日） 

（単位：百万円） 

報告セグメント 

 
食品事業 海洋事業 機械事業 資材事業

バイオテ
ィックス
事業 

計 

その他 
（注） 

合計 

売上高    

  外部顧客への売上高 26,333 7,924 3,057 4,585 133 42,034 75 42,109

  セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－ 224 － － － 224 － 224

計 26,333 8,149 3,057 4,585 133 42,259 75 42,334

セグメント利益又は損
失（△） 

358 395 129 79 △6 956 33 990

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業を営んでおりま

す。 

 

３ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当

該差額の主な内容（差額調整に関する事項） 
（単位：百万円） 

利  益 金  額 

報告セグメント計 

「その他」の区分の利益 

全社費用 

956

33

△537

四半期連結損益計算書の営業利益 453

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

 

(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。 

 

(7) 重要な後発事象 

当社は、平成22年10月15日に所有土地の譲渡契約を締結致しました。 

（１）譲渡の時期 

契約年月日 平成22年10月15日 

譲渡年月日 平成22年11月25日 

（２）譲渡の内容 

譲渡の相手先 富田薬品株式会社 

譲渡物件 長崎県長崎市光町21番１ 

土地 383.46㎡（115.99坪） 

譲渡価額 92百万円千円 

この売却に伴い、特別利益として82百万円を見込んでおります。 
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