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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 11,990 2.5 162 ― 113 ― 72 ―
23年3月期第2四半期 11,692 △1.7 5 △97.8 △62 ― △6 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △226百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △218百万円 （―％）

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2四半期 4.94 ―
23年3月期第2四半期 △0.46 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 14,377 11,889 82.7
23年3月期 15,228 12,408 81.5
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  11,885百万円 23年3月期  12,404百万円

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 ― 0.00 ― 20.00 20.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 15.00 15.00

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、対前期増減率）

（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

通期 25,000 1.5 600 53.7 600 71.4 330 152.4 22.57



(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  ：  無  

(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は、金融商品取引法に基づく四半期報告書の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
に基づく四半期報告書のレビュー手続が実施中であります。 

※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。 

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2Q 14,620,000 株 23年3月期 14,620,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 181 株 23年3月期 100 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 14,619,837 株 23年3月期2Q 14,619,900 株
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１．当四半期決算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２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災発生により寸断されたサプライチェーンの

復旧が進む中、企業の生産活動や消費者の購買動向に緩やかな持ち直しの兆候は見られたものの、米国の景気減

速や欧州の財政不安を背景とした円高の長期化や大幅な株価下落により企業収益を押し下げるなど、極めて厳し

い状況で推移いたしました。 

小売業界におきましても、依然として厳しい雇用・所得環境が続く中、震災以降の防災対策や節電対策に伴い

生活者のライフスタイルは大きく変化し、消費者の生活防衛意識は更に高まりを見せる一方、放射能汚染による

食品への安全性に対する消費者の不安も重なり、経営環境は厳しい状況が続いております。 

このような環境の中、当社グループにおきましては、今年度の経営目標に「改革の断行による経営基盤の再構

築」を掲げ、店舗運営体制の見直しや、本部運営コストの削減、各事業の収益確保に取り組み、グループ全体の

業績回復をめざしてまいりました。 

この間、小売事業で１店舗を出店する一方、１店舗を退店いたしました。 

その結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は119億90百万円（前年同期比2.5％増）、営業

利益は１億62百万円（前年同期は営業利益５百万円）、経常利益は１億13百万円（前年同期は経常損失62百万

円）、四半期純利益は72百万円（前年同期は四半期純損失６百万円）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。 

①小売事業 

小売事業におきましては、３月に発生した東日本大震災以降の消費マインドの冷え込みや、花火大会やイベン

トなどの中止・延期に加え、一部で原子力発電所の事故による放射能汚染の風評被害も見られ、４月～７月の既

存店舗の売上高は対前年同期比５％前後の減少で推移いたしました。８月～９月は、関東地方・名古屋地区への

台風に伴う暴風雨や局地的なゲリラ豪雨の影響を幾度となく受けましたが、イベントなどの自粛ムードも和らぎ

顧客の消費回復の兆しも見られた結果、対前年同期比は２％～３％の減少まで回復いたしました。 

この間、新店は平成23年８月に相鉄線二俣川駅に隣接する相鉄ライフ内に二俣川店（神奈川県横浜市）を出店

いたしました。 

また、出店しているディベロッパーの営業政策の変更により、平成23年７月に赤羽店（東京都北区）を退店い

たしました。 

一方、店舗運営体制の見直しの一環として、昨年導入した就業管理システムを活用し、店舗での効率的な稼働

計画の作成と総労働時間のコントロールを行うことで人件費の適正化を図るとともに、店舗の現場作業教育（オ

ン・ザ・ジョブ・トレーニング）を強化し、生産性の改善に取り組んでまいりました。 

更に、店舗の包装用品費や水道光熱費などの管理可能経費については、単価の引き下げや使用量の抑制により

経費削減を図ってまいりました。 

その結果、売上高は93億67百万円（前年同期比3.9％増）、営業利益は３億11百万円（前年同期比78.7％増）

となりました。 

②飲食事業 

飲食事業におきましては、外食業界の熾烈な出店競争や価格競争が激化する厳しい環境に加え、４月は震災の

影響による宴会や歓送迎会の自粛が見られたものの、積極的なイベントや販促企画の実施等により集客に努めた

ことが奏功し、居酒屋店舗につきましては既存店舗の売上高は対前年同期比0.9％の増加となりましたが、寿司

店舗の既存店舗の対前年同期比は1.3％の減少となり、両業態を合わせた既存店舗の対前年同期比は0.1％の減少

となりました。飲食事業全体の売上高は、昨年９月退店店舗の影響を受け対前年同期比11.9％の減少となりまし

た。 

その結果、売上高は４億75百万円（前年同期比11.9％減）、営業利益は０百万円（前年同期は営業損失16百万

円）となりました。 

③卸売事業 

卸売事業におきましては、当社卸売部門では主要取引先のスーパーマーケットの取引先数の減少に伴う売上減

に加え、メーカーへの魚卵販売の売上高も前年に比べ約６割の成立に留まり、売上高は対前年同期比18.9％の減

少となりました。 

米国子会社ウオリキ・フレッシュ・インクは、順調に米国内の売上高を伸長し６億87百万円（対前年同期比

9.7％増）を計上いたしましたが、世界的な魚介類の消費拡大や漁獲量の減少による仕入価格の高騰を受け、10

百万円の営業損失となりました。 

また、設立２年目を迎えたＵＫトレーディング株式会社は、グループ外の売上高を４億８百万円（対前年同期

比93.0％増）にまで伸長し、営業利益は６百万円となりました。 



 

 

その結果、グループ全体の卸売事業の売上高は21億47百万円（前年同期比0.6％増）、営業損失は２百万円

（前年同期は営業損失６百万円）となりました。 

 

(２) 連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末における流動資産は39億93百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億99百万円

減少いたしました。これは主に現金及び預金が３億62百万円減少したことによるものであります。固定資産は

103億84百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億52百万円減少いたしました。これは主に投資有価証券が４

億51百万円減少減少したことによるものであります。 

この結果、総資産は、143億77百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億51百万円減少いたしました。 

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末における流動負債は20億12百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億75百万円

減少いたしました。これは主に未払法人税等が１億90百万円減少したことによるものであります。固定負債は４

億74百万円となり、前連結会計年度末に比べ56百万円減少いたしました。これは主に長期未払金が62百万円減少

したことによるものであります。 

この結果、負債合計は、24億87百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億32百万円減少いたしました。 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は118億89百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億18百

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がマイナス２億95百万円増加したこと及び剰余金

の配当２億92百万円によるものであります。 

この結果、自己資本比率は82.7％（前連結会計年度末は81.5％）となりました。 

 

２．サマリー情報（その他）に関する事項 

該当事項はありません。 

 

 



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,675,264 1,312,845

受取手形及び売掛金 1,292,579 1,342,200

有価証券 83,160 77,110

商品及び製品 1,191,122 1,020,994

原材料及び貯蔵品 18,691 19,281

その他 234,791 231,429

貸倒引当金 △3,186 △10,738

流動資産合計 4,492,424 3,993,123

固定資産   

有形固定資産 2,409,386 2,388,302

無形固定資産 343,216 378,559

投資その他の資産   

投資有価証券 5,579,017 5,127,923

その他 2,404,710 2,489,500

投資その他の資産合計 7,983,727 7,617,423

固定資産合計 10,736,330 10,384,285

資産合計 15,228,754 14,377,408

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 866,816 821,384

未払法人税等 251,130 60,780

賞与引当金 187,316 231,656

その他 983,220 898,794

流動負債合計 2,288,483 2,012,616

固定負債   

退職給付引当金 46,711 52,006

その他 485,199 422,918

固定負債合計 531,911 474,924

負債合計 2,820,394 2,487,541

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,563,620 1,563,620

資本剰余金 1,441,946 1,441,946

利益剰余金 11,031,826 10,811,696

自己株式 △119 △191

株主資本合計 14,037,272 13,817,070

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △591,678 △887,242

土地再評価差額金 △1,039,645 △1,039,645

為替換算調整勘定 △1,891 △4,481

その他の包括利益累計額合計 △1,633,214 △1,931,369

少数株主持分 4,302 4,165

純資産合計 12,408,360 11,889,867

負債純資産合計 15,228,754 14,377,408



（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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 11,692,963 11,990,330

売上原価 7,019,502 7,155,079

売上総利益 4,673,460 4,835,250

販売費及び一般管理費 4,667,980 4,672,538

営業利益 5,480 162,712

営業外収益   

受取利息 16,852 15,023

受取配当金 27,556 21,755

不動産賃貸料 12,154 11,340

雑収入 14,828 12,297

営業外収益合計 71,391 60,416

営業外費用   

支払利息 261 －

不動産賃貸費用 6,876 6,542

デリバティブ評価損 60,333 21,935

為替差損 70,663 81,264

その他 1,496 7

営業外費用合計 139,631 109,749

経常利益又は経常損失（△） △62,759 113,379

特別利益   

固定資産売却益 232 1,288

投資有価証券売却益 130,825 63,186

特別利益合計 131,058 64,475

特別損失   

固定資産売却損 17 －

固定資産除却損 19,981 5,704

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 10,181 －

特別損失合計 30,180 5,704

税金等調整前四半期純利益 38,118 172,149

法人税、住民税及び事業税 15,091 45,436

法人税等調整額 29,697 54,444

法人税等合計 44,789 99,881

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△6,670 72,268

四半期純利益又は四半期純損失（△） △6,670 72,268



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△6,670 72,268

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △204,502 △295,563

為替換算調整勘定 △6,973 △2,727

その他の包括利益合計 △211,475 △298,290

四半期包括利益 △218,146 △226,022

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △217,797 △225,886

少数株主に係る四半期包括利益 △348 △136



 

 

(３) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(４) セグメント情報等 

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第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） 

１．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 

（単位：千円） 

報告セグメント 
 

小売事業 飲食事業 卸売事業 計 

調整額 
（注）１ 

四半期連結損
益計算書計上
額（注）２

売上高   

  外部顧客への売上高 9,018,200 540,156 2,134,606 11,692,963 － 11,692,963

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － 192,898 192,898 △192,898 －

計 9,018,200 540,156 2,327,505 11,885,862 △192,898 11,692,963

セグメント利益又は損失
（△） 

174,244 △16,521 △6,453 151,269 △145,788 5,480

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△145,788千円は、各報告セグメントに配分していない全社費

用であります。その全社費用は、主に総務・財務経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

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利益と調整を行っております。 

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日  至 平成23年９月30日） 

１．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 

（単位：千円） 

報告セグメント 
 

小売事業 飲食事業 卸売事業 計 

調整額 
（注）１ 

四半期連結損
益計算書計上
額（注）２

売上高   

  外部顧客への売上高 9,367,112 475,727 2,147,489 11,990,330 － 11,990,330

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － 332,307 332,307 △332,307 －

計 9,367,112 475,727 2,479,796 12,322,637 △332,307 11,990,330

セグメント利益又は損失
（△） 

311,364 809 △2,977 309,196 △146,483 162,712

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△146,483千円は、各報告セグメントに配分していない全社費

用であります。その全社費用は、主に総務・財務経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

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利益と調整を行っております。 

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

 

(５) 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。 
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