
平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年8月1日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 大都魚類株式会社 上場取引所 東 

コード番号 8044 URL http://www.daitogyorui.co.jp/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 加茂秀樹

問合せ先責任者 （役職名） 専務取締役 （氏名） 国司博美 TEL 03-5565-8114
四半期報告書提出予定日 平成23年8月8日 配当支払開始予定日 未定

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 34,428 △5.7 17 66.2 30 101.9 7 △58.1

23年3月期第1四半期 36,497 0.9 10 △62.7 15 △53.7 18 △55.4

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 12百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △27百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 0.24 ―

23年3月期第1四半期 0.58 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 31,432 11,699 36.7
23年3月期 33,060 11,781 35.2

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  11,548百万円 23年3月期  11,635百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― ― ― 3.00 3.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） ― ― 3.00 3.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 68,000 △3.5 10 ― 20 ― 10 ― 0.32
通期 143,000 △0.8 240 517.8 240 78.9 140 ― 4.44



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注） 詳細は、添付資料Ｐ２「２．サマリー情報（その他）に関する事項 （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 31,622,740 株 23年3月期 31,622,740 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 125,615 株 23年3月期 125,615 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 31,497,125 株 23年3月期1Q 31,499,642 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間における水産物流通業界の状況として、東京都中央卸売市場の水産物取扱状況をみます

と、前年同四半期に比べ(以下同じ)数量は減少し、単価は上昇しましたが、取扱金額は減少するという厳しい状況

が継続しております。 

このような環境のなかで、売上高は34,428百万円と5.7%の減収となりました。利益面では売上総利益率は改善した

ものの、売上高の減収の影響で売上総利益は1,913百万円と2.0%の減益となりましたが、販売費及び一般管理費が

2.4%減の1,895百万円となったため、営業利益は66.2%増益の17百万円となりました。 

この結果、経常利益は101.9%増益の30百万円となりましたが、前年同四半期に計上されている特別利益が減少した

ことから、四半期純利益は58.1%減益の7百万円となりました。 

セグメント別の実績は、次の通りであります。 

① 水産物卸売 

数量の減少を単価の上昇で補うことができず、売上高は30,866百万円と5.8%の減収となり、前年同期より改善は

みられたものの１百万円のセグメント損失となりました。  

② 不動産賃貸 

賃貸物件の一部に契約条件の変更があったため、売上高は26.6%減収の54百万円となり、セグメント利益も38.1%

減益の18百万円となりました。  

③ 水産物その他 

水産物の冷蔵、加工及び販売を主体に、売上高は3,507百万円と3.7%の減収となり、セグメント利益は若干の減

益になりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間末の総資産は、在庫の圧縮・売掛債権の減少等により、前連結会計年度末に比べ1,628

百万円減の31,432百万円となりました。有利子負債は、前連結会計年度末に比べ2,690百万円減の11,680百万円と

なりました。純資産は、配当金の支払等により前連結会計年度末に比べ82百万円減の11,699百万円となり、自己資

本比率は36.7%となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年６月17日に公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。  

  

  

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用については、当第１連結累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。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,351 4,103

受取手形及び売掛金 10,080 9,688

たな卸資産 9,600 7,557

その他 825 857

貸倒引当金 △420 △393

流動資産合計 23,438 21,813

固定資産   

有形固定資産 4,929 4,907

無形固定資産 159 155

投資その他の資産 4,533 4,556

固定資産合計 9,622 9,619

資産合計 33,060 31,432

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,208 5,166

短期借入金 14,370 11,680

未払法人税等 22 22

賞与引当金 16 137

その他 721 796

流動負債合計 19,338 17,802

固定負債   

退職給付引当金 834 874

その他 1,106 1,055

固定負債合計 1,940 1,930

負債合計 21,279 19,732

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,628 2,628

資本剰余金 1,628 1,628

利益剰余金 7,302 7,215

自己株式 △22 △22

株主資本合計 11,536 11,449

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 99 98

その他の包括利益累計額合計 99 98

少数株主持分 145 151

純資産合計 11,781 11,699

負債純資産合計 33,060 31,432



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 36,497 34,428

売上原価 34,545 32,515

売上総利益 1,952 1,913

販売費及び一般管理費 1,942 1,895

営業利益 10 17

営業外収益   

受取利息 4 9

受取配当金 18 6

貸倒引当金戻入額 － 9

その他 3 5

営業外収益合計 25 31

営業外費用   

支払利息 20 17

その他 0 0

営業外費用合計 20 17

経常利益 15 30

特別利益   

貸倒引当金戻入額 53 －

特別利益合計 53 －

特別損失   

災害による損失 － 6

役員退職慰労金 25 －

その他 0 0

特別損失合計 25 6

税金等調整前四半期純利益 43 24

法人税等 28 11

少数株主損益調整前四半期純利益 14 13

少数株主利益又は少数株主損失（△） △4 5

四半期純利益 18 7



（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 14 13

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △41 △0

その他の包括利益合計 △41 △0

四半期包括利益 △27 12

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △22 6

少数株主に係る四半期包括利益 △4 5



該当事項はありません。 

（セグメント情報） 

前第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） 

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 

（注）調整額△1,223百万円は、セグメント間取引消去であります。 

当第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日） 

 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 

（注）調整額△626百万円は、セグメント間取引消去であります。 

  

該当事項はありません。  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  （単位：百万円）

  水産物卸売 不動産賃貸 水産物その他 合計
調整額 
（注） 

四半期連結損
益計算書計上
額（注） 

売上高             

外部顧客への売上高  32,779  74  3,643  36,497 ―  36,497

セグメント間の内部売上高
又は振替高  604  4  614  1,223  △1,223 ― 

計  33,384  78  4,258  37,721  △1,223  36,497

セグメント利益又は損失（△）  △27  29  8  10 ―  10

  （単位：百万円）

  水産物卸売 不動産賃貸 水産物その他 合計
調整額 
（注） 

四半期連結損
益計算書計上
額（注） 

売上高             

外部顧客への売上高  30,866  54  3,507  34,428 ―  34,428

セグメント間の内部売上高
又は振替高  289  8  328  626  △626 ― 

計  31,155  63  3,836  35,055  △626  34,428

セグメント利益又は損失（△）  △1  18  0  17 ―  17

（５）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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