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

23年3月期第3四半期 65,968 0.8 △104 ― △7 ― △42 ―

22年3月期第3四半期 65,437 △5.5 81 ― 187 ― 114 ―

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3四半期 △1.91 ―

22年3月期第3四半期 5.11 ―

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3四半期 22,571 6,981 30.9 310.99
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3四半期  6,981百万円 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  有  
(注)詳細は、【添付資料】Ｐ.３「１.当四半期の連結業績等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。 

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 △100 ― 30 △83.2 10 △94.6 0.45



(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．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 ）

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3Q 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3Q 26,912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3Q 22,449,518株 22年3月期3Q 22,451,406株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四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、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３四半期連結累計期間の売上高は659億68百万円（前年同期は654億37百万円）、営業損失は

１億４百万円（前年同期は81百万円の営業利益）、経常損失は７百万円（前年同期は１億87百万円の経常利益）、

四半期純損失は42百万円（前年同期は１億14百万円の四半期純利益）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653億75百万

円、売上総利益率の悪化によりセグメント損失は２億43百万円となりました。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３億66百万円、セグメント利益は17百万円となりました。不動産

賃貸業においては、売上高は２億26百万円、セグメント利益は１億22百万円となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は225億71百万円となり、前連結会計年度末に比べ27億48百万円増加いた

しました。流動資産は137億15百万円となり、31億50百万円増加いたしました。これは主に年末の販売による売掛

債権の増加や商品の増加によるものです。固定資産は88億55百万円となり、４億２百万円減少いたしました。これ

は賃貸用不動産を取得したことにより有形固定資産が増加しましたが、投資有価証券の市場価格の下落した事によ

るものです。 

 当第３四半期連結会計期間末の負債は155億89百万円となり、前連結会計年度末に比べ33億83百万円増加いたし

ました。流動負債は134億62百万円となり、32億65百万円増加いたしました。これは主に短期借入金や年末の需要

による買掛金の増加によるものです。固定負債は21億26百万円となり、１億18百万円増加いたしました。これは主

に有形固定資産取得にかかる長期借入金の増加によるものです。 

 上記の結果、当第３四半期連結会計期間末の純資産は69億81百万円となり６億35百万円減少いたしました。これ

は主にその他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30.9％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況）  

当第３四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２億96百万円減少し、13億

84百万円となりました。  

（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、売上債権の増加やたな卸資産の増加等により27億31百万円の支

出（前年同期は４億84百万円の支出）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、有価証券の売却等による収入がありましたが、有形固定資産の

取得により支出により、９百万円の支出（前年同期は１億15百万円の支出）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、借入金の増加等により24億45百万円の収入（前年同期は４億83

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11月５日に公表いたしました通期の連結予想を修正い

たしております。詳細につきましては、平成23年２月７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） 

  

（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。 

  

  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  40  110  60  2  65

今回修正予想（Ｂ）  85,000  △100  30  10        45

増減額（Ｂ－Ａ）  －  △140  △80  △50    －

増減率（％）  －  －  △72.7  △83.3    －

前期実績  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  △40  60  30  1  34

今回修正予想（Ｂ）  80,000  △120  30  30  1  34

増減額（Ｂ－Ａ）  －  △80  △30  －    －

増減率（％）  －  －  △50.0  －    －

前期実績  79,746  5  128  137  6  11

２．その他の情報

築地魚市場㈱（8039）　平成23年３月期　第３四半期決算短信

- 3 -



②特有の会計処理   

 税金費用については、当第３四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、税金等調整前四半期純損失及び当会計基準等の適用開始による資産除去債

務の変動額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。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,384 1,695

受取手形及び売掛金 7,107 4,721

前渡金 161 430

商品及び製品 4,910 3,659

原材料及び貯蔵品 103 70

その他 409 358

貸倒引当金 △361 △372

流動資産合計 13,715 10,564

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,221 2,079

その他（純額） 1,424 1,191

有形固定資産合計 3,645 3,271

無形固定資産 94 84

投資その他の資産   

投資有価証券 5,021 5,812

その他 208 205

貸倒引当金 △115 △116

投資その他の資産合計 5,114 5,901

固定資産合計 8,855 9,257

資産合計 22,571 19,822

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,771 3,036

短期借入金 9,191 6,591

未払法人税等 5 7

賞与引当金 10 40

その他 484 522

流動負債合計 13,462 10,197

固定負債   

長期借入金 783 715

長期未払金 67 67

繰延税金負債 85 85

退職給付引当金 556 531

その他 635 608

固定負債合計 2,126 2,008

負債合計 15,589 12,206
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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 4,599 4,754

自己株式 △4 △4

株主資本合計 7,941 8,096

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △904 △423

繰延ヘッジ損益 0 △0

土地再評価差額金 △56 △56

評価・換算差額等合計 △959 △479

純資産合計 6,981 7,616

負債純資産合計 22,571 19,822
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 65,437 65,968

売上原価 62,014 62,817

売上総利益 3,423 3,151

販売費及び一般管理費 3,341 3,255

営業利益又は営業損失（△） 81 △104

営業外収益   

受取利息 39 16

受取配当金 72 76

有価証券運用益 70 83

その他 18 18

営業外収益合計 201 195

営業外費用   

支払利息 86 83

その他 8 15

営業外費用合計 95 98

経常利益又は経常損失（△） 187 △7

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 12

特別利益合計 － 12

特別損失   

投資有価証券評価損 67 42

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 67 46

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（△）

119 △40

法人税等 5 2

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △42

四半期純利益又は四半期純損失（△） 114 △42

築地魚市場㈱（8039）　平成23年３月期　第３四半期決算短信

- 7 -



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 23,847 25,110

売上原価 22,587 23,868

売上総利益 1,260 1,241

販売費及び一般管理費 1,141 1,124

営業利益 118 116

営業外収益   

受取利息 6 3

受取配当金 19 22

有価証券運用益 16 43

その他 6 5

営業外収益合計 48 74

営業外費用   

支払利息 28 29

その他 3 6

営業外費用合計 32 36

経常利益 134 155

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 67 16

特別損失合計 67 16

税金等調整前四半期純利益 76 138

法人税等 3 0

少数株主損益調整前四半期純利益 － 137

四半期純利益 72 137
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

119 △40

減価償却費 144 147

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4 △12

賞与引当金の増減額（△は減少） △40 △29

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △93 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3

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） 26 24

受取利息及び受取配当金 △112 △93

支払利息 86 83

投資有価証券売却損益（△は益） △91 △93

投資有価証券評価損益（△は益） 67 42

有価証券運用損益（△は益） 20 10

売上債権の増減額（△は増加） △1,965 △2,384

たな卸資産の増減額（△は増加） 295 △1,283

前渡金の増減額（△は増加） △57 269

仕入債務の増減額（△は減少） 1,403 735

その他 △345 △106

小計 △468 △2,728

法人税等の支払額 △16 △3

営業活動によるキャッシュ・フロー △484 △2,731

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） △5 15

有形固定資産の取得による支出 △661 △481

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 △999 △1,128

投資有価証券の売却による収入 1,447 1,450

貸付けによる支出 △6 △11

貸付金の回収による収入 8 11

利息及び配当金の受取額 105 100

その他 △3 34

投資活動によるキャッシュ・フロー △115 △9

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） △600 2,560

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 △77 △100

自己株式の取得による支出 △0 △0

利息の支払額 △78 △75

配当金の支払額 △110 △111

その他 △16 △26

財務活動によるキャッシュ・フロー △483 2,445

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,084 △296

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 1,477 1,384
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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３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

  

前第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） 

   （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３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）及び前第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） 

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３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）及び前第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） 

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  23,653  126  67  23,847  －  23,847

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  14  0  14  (14)  －

計  23,653  141  67  23,862  (14)  23,847

営業利益  65  16  35  118    －  118

  
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  64,885  362  189  65,437  －  65,437

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  32  0  32  (32)  －

計  64,885  395  189  65,470  (32)  65,437

営業利益又は営業損失（△）  △33  19  95  81  －  81
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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３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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３四半期連結会計期間（自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日） 

（単位：百万円）

（注）１．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去額であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益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  65,375  366  226  65,968  －  65,968

 セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  33  0  33  (33)  －

計  65,375  399  227  66,001  (33)  65,968

セグメント利益又は損失（△）  △243  17  122  △104  －  △104

  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  24,899  131  79  25,110  －  25,110

 セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  12  0  12  (12)  －

計  24,899  143  79  25,122  (12)  25,110

セグメント利益  62  13  40  116  －  116

（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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