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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 40,858 △1.8 △223 ― △164 ― △180 ―

22年3月期第2四半期 41,590 △6.3 △46 ― 43 ― 42 ―

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 △8.03 ―

22年3月期第2四半期 1.88 ―

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 19,460 6,797 34.9 302.81
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2四半期  6,797百万円 22年3月期  7,616百万円

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  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 85,000 0.7 40 △46.4 110 △38.7 60 △67.6 2.65



(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
づく四半期連結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。 

4.  その他 （詳細は、［添付資料］Ｐ．4「2．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 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2Q 25,794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2Q 22,449,890株 22年3月期2Q 22,451,544株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第２四半期連結累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、国内外

の景気下振れ不安から株安や円高傾向が強まり、また、国際情勢の緊張や国内政治の混乱などもあり、これらが企

業収益に少なからず影響を及ぼし始め、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２四半期連結累計期間の売上高は408億58百万円（前年同期は415億90百万円）、営業損失は

２億23百万円（前年同期は46百万円の営業損失）、経常損失は１億64百万円（前年同期は43百万円の経常利益）、

四半期純損失は１億80百万円（前年同期は42百万円の四半期純利益）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、取扱数量は若干減少したものの単価はほぼ前年並みとなり、売上高は404億76百万

円、売上総利益率の悪化によりセグメント損失は３億８百万円となりました。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２億34百万円、セグメント利益は４百万円となりました。不動産

賃貸業においては、売上高は１億47百万円、セグメント利益は81百万円となりました。   

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第２四半期連結会計期間末の総資産は194億60百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億62百万円減少いた

しました。流動資産は103億84百万円となり、１億80百万円減少いたしました。商品及び製品は増加しましたが現

金及び預金が減少した事が主な要因です。固定資産は90億75百万円となり、１億81百万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ものです。   

  当第２四半期連結会計期間末の負債は126億62百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億56百万円増加いたし

ました。流動負債は105億29百万円となり、３億32百万円増加いたしました。これは主に短期借入金の増加による

ものです。固定負債は21億32百万円となり、１億23百万円増加いたしました。これは主に有形固定資産取得に係る

長期借入金の増加によるものです。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産は67億97百万円となり、８億18百万円減少いたしました。これは主に株価

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34.9％となりました。 

  

（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、前連結会計年度末に比べ７億91百万円減少し、８

億89百万円となりました。  

（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14億59百万円の

支出（前年同期は３億19百万円の支出）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、有形固定資産の取得により３億21百万円の支出（前年同期は１

億53百万円の支出）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９億90百万円の収入（前年同期は５億

74百万円の支出）となりました。 

   

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成23年３月期の連結業績予想につきましては、平成22年５月11日に公表いたしました通期の連結予想を修正し

ております。詳細につきましては、平成22年11月５日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。 

  

平成23年3月期通期連結業績予想数値の修正（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

  

平成23年3月期通期個別業績予想数値の修正（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

  

   

  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 

前回発表予想（Ａ）  85,000  170  250  230  10  24

今回発表予想（Ｂ）  85,000  40  110  60  2  65

増減額（Ｂ－Ａ）  －  △130  △140  △170  －   

増減率（％）  －  △76.5  △56.0  △73.9  －   

（ご参考）前期実績

（平成22年3月期） 
 84,446  74  179  185  8  25

  

  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 

前回発表予想（Ａ）  80,000  70  165  160  7  13

今回発表予想（Ｂ）  80,000  △40  60  30  1  34

増減額（Ｂ－Ａ）  －  △110  △105  △130  －   

増減率（％）  －  －  △63.6  △81.3  －   

（ご参考）前期実績

（平成22年3月期） 
 79,746  5  128  137  6  11
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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２四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 

  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
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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 889 1,695

受取手形及び売掛金 4,423 4,721

前渡金 209 430

商品及び製品 4,678 3,659

原材料及び貯蔵品 127 70

その他 413 358

貸倒引当金 △357 △372

流動資産合計 10,384 10,564

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,246 2,079

その他（純額） 1,398 1,191

有形固定資産合計 3,644 3,271

無形固定資産 96 84

投資その他の資産   

投資有価証券 5,246 5,812

その他 204 205

貸倒引当金 △116 △116

投資その他の資産合計 5,335 5,901

固定資産合計 9,075 9,257

資産合計 19,460 19,822

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,446 3,036

短期借入金 7,661 6,591

未払法人税等 7 7

賞与引当金 43 40

その他 371 522

流動負債合計 10,529 10,197

固定負債   

長期借入金 818 715

長期未払金 67 67

繰延税金負債 85 85

退職給付引当金 546 531

その他 613 608

固定負債合計 2,132 2,008

負債合計 12,662 12,206
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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) 

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 4,462 4,754

自己株式 △4 △4

株主資本合計 7,803 8,096

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △951 △423

繰延ヘッジ損益 1 △0

土地再評価差額金 △56 △56

評価・換算差額等合計 △1,005 △479

純資産合計 6,797 7,616

負債純資産合計 19,460 19,822
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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 41,590 40,858

売上原価 39,427 38,948

売上総利益 2,162 1,909

販売費及び一般管理費 2,209 2,133

営業損失（△） △46 △223

営業外収益   

受取利息 32 13

受取配当金 53 53

有価証券運用益 54 39

その他 12 13

営業外収益合計 153 120

営業外費用   

支払利息 58 53

その他 5 8

営業外費用合計 63 62

経常利益又は経常損失（△） 43 △164

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 15

特別利益合計 － 15

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（△）

43 △178

法人税等 1 1

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △180

四半期純利益又は四半期純損失（△） 42 △180
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 20,340 19,473

売上原価 19,269 18,526

売上総利益 1,071 946

販売費及び一般管理費 1,092 1,058

営業損失（△） △20 △112

営業外収益   

受取利息 17 3

受取配当金 6 2

有価証券運用益 13 44

その他 4 6

営業外収益合計 42 57

営業外費用   

支払利息 29 27

その他 2 4

営業外費用合計 31 31

経常損失（△） △9 △86

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 5

特別利益合計 － 5

税金等調整前四半期純損失（△） △9 △81

法人税等 0 0

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △81

四半期純損失（△） △9 △81
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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（△）

43 △178

減価償却費 94 97

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） 14 △15

賞与引当金の増減額（△は減少） △3 2

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 △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20 15

受取利息及び受取配当金 △86 △67

支払利息 58 53

投資有価証券売却損益（△は益） △65 △73

有価証券運用損益（△は益） 11 33

投資有価証券評価損益（△は益） － 25

売上債権の増減額（△は増加） 47 299

たな卸資産の増減額（△は増加） 269 △1,075

前渡金の増減額（△は増加） △225 221

仕入債務の増減額（△は減少） △56 △589

その他 △401 △208

小計 △306 △1,456

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 △319 △1,459

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 △651 △462

有形固定資産の売却による収入 0 －

投資有価証券の取得による支出 △637 △816

投資有価証券の売却による収入 1,055 868

貸付けによる支出 △0 △2

貸付金の回収による収入 7 8

利息及び配当金の受取額 75 71

その他 △1 △4

投資活動によるキャッシュ・フロー △153 △321

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） △750 1,030

長期借入れによる収入 400 200

長期借入金の返済による支出 △49 △62

自己株式の取得による支出 △0 △0

利息の支払額 △54 △48

配当金の支払額 △110 △110

その他 △10 △17

財務活動によるキャッシュ・フロー △574 990

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,047 △791

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 1,514 889
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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２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

      

 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） 

    （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２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）及び前第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） 

  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２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）及び前第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） 

 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  20,158  118  63  20,340  －  20,340

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  9  0  9  (9)  －

計  20,158  128  63  20,350  (9)  20,340

営業利益又は営業損失（△）  △56  2  33  △20  －  △20

  
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  41,232  236  121  41,590  －  41,590

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  17  0  17  (17)  －

計  41,232  253  121  41,607  (17)  41,590

営業利益又は営業損失（△）  △108  2  60  △46  －  △46
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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）

   （注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額はセグメント間取引消去額であります。 

   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。 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日  至 平成22年９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、セグメント間取引消去額であります。 

   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） 

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  40,476  234  147  40,858  －  40,858

 セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  21  0  21  (21)  －

計  40,476  255  147  40,878  (21)  40,858

セグメント利益又は損失（△）  △308  4  81  △223  －  △223

  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  19,278  119  75  19,473  －  19,473

 セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  9  0  10  (10)  －

計  19,278  129  75  19,483  (10)  19,473

セグメント利益又は損失（△）  △153  1  39  △112  －  △112

（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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