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

24年3月期第3四半期 104,007 △3.9 198 △37.4 286 △24.9 101 △28.4

23年3月期第3四半期 108,249 △0.6 317 24.1 381 8.7 141 △54.2

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 108百万円 （18.8％） 23年3月期第3四半期 91百万円 （―％）

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3四半期 7.36 ―

23年3月期第3四半期 10.27 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 26,318 4,004 15.2
23年3月期 20,748 3,896 18.8

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  4,004百万円 23年3月期  3,896百万円

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 ― 0.00 0.00
24年3月期 ― 0.00 ―

24年3月期（予想） 0.00 0.00

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 137,000 △2.1 320 △3.1 400 0.0 320 138.1 23.29



(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レビューの対象外であり、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き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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、２ページ
「１．当四半期決算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」をご覧ください。 

4.  その他

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3Q 15,324,819 株 23年3月期 15,324,819 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 1,586,052 株 23年3月期 1,580,820 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 13,741,981 株 23年3月期3Q 13,758,015 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わが国経済は、震災からの復興に伴って、設備投資や個人消費に復調の兆

しも見られましたが、海外経済の減速や円高に加えタイの洪水の影響等により、回復のペースは鈍化しつつあり

ます。 

当水産流通業界におきましては、昨年と比べて魚価高傾向で推移したものの、消費者の低価格志向は根強く続

いており、取扱数量が伸び悩みました。 

このような状況のもと、当第３四半期連結累計期間の業績は、販売単価は上昇したものの、消費者マインドが

依然として冷え込んでいることから取扱数量は減少する結果となり、売上高は1,040億７百万円（前年同期比

3.9％減）となりました。利益面では、売上総利益は49億７百万円（前年同期比5.1％減）となり、販売費及び一

般管理費を削減したものの、営業利益は１億98百万円（前年同期比37.4％減）、営業外収益に受取配当金を57百

万円計上したこと等により、経常利益は２億86百万円（前年同期比24.9％減）となりました。また、固定資産売

却益を58百万円、投資有価証券評価損を98百万円、法人税等を１億26百万円計上したこと等により四半期純利益

は１億１百万円（前年同期比28.4％減）となりました。 

セグメントの業績につきましては、当社グループの報告セグメントが水産物販売事業のみであり、当社グルー

プの業績における「その他」の重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

 また、当社株式は、平成20年10月に発覚した不適切な取引により、平成21年６月17日付で大阪証券取引所より

特設注意市場銘柄の指定を受けましたが、その後、経営体制を一新して内部管理体制の整備・強化に取り組んだ

結果、平成23年11月16日付で特設注意市場銘柄の指定を解除されました。 

 今後も内部管理体制の整備・強化を継続するとともに、当社グループ一丸となって業績の向上及び信頼の回復

に努めて参ります。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は前連結会計年度末に比べて55億69百万円増加し、263億18百万円と

なりました。これは例年、年末に取扱高が大幅に増加するため、受取手形及び売掛金が57億73百万円増加したこ

と等によるものであります。   

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末に比べて54億61百万円増加し、223億13百万円と

なりました。これも資産同様、年末の取扱高の増加により、支払手形及び買掛金が44億66百万円、短期借入金が

11億46百万円増加したこと等によるものであります。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は前連結会計年度末に比べて１億８百万円増加し、40億４百万円と

なりました。これは利益剰余金が１億18百万円増加したこと等によるものであります。  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期通期連結業績予想につきましては、平成23年11月７日に公表いたしました予想に変更ありませ

ん。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報



４．四半期連結財務諸表 
（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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,995 1,899

受取手形及び売掛金 9,828 15,602

商品及び製品 1,949 2,238

繰延税金資産 180 101

その他 244 226

貸倒引当金 △205 △318

流動資産合計 13,992 19,750

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 925 865

土地 3,354 3,286

その他（純額） 209 165

有形固定資産合計 4,489 4,317

無形固定資産 89 242

投資その他の資産   

投資有価証券 2,080 1,904

長期貸付金 304 302

破産更生債権等 2,004 1,976

固定化営業債権 827 820

繰延税金資産 21 20

その他 55 57

貸倒引当金 △3,116 △3,074

投資その他の資産合計 2,177 2,008

固定資産合計 6,756 6,567

資産合計 20,748 26,318



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,108 11,574

短期借入金 4,503 5,650

1年内返済予定の長期借入金 21 455

未払金 467 554

未払法人税等 46 36

賞与引当金 186 58

その他 249 326

流動負債合計 12,584 18,657

固定負債   

長期借入金 450 －

退職給付引当金 2,750 2,682

役員退職慰労引当金 97 112

再評価に係る繰延税金負債 416 353

繰延税金負債 73 39

その他 480 468

固定負債合計 4,268 3,656

負債合計 16,852 22,313

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,352 2,352

資本剰余金 2,012 2,012

利益剰余金 801 919

自己株式 △704 △705

株主資本合計 4,461 4,579

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 215 172

土地再評価差額金 △780 △747

その他の包括利益累計額合計 △565 △575

純資産合計 3,896 4,004

負債純資産合計 20,748 26,318



（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 108,249 104,007

売上原価 103,079 99,099

売上総利益 5,170 4,907

販売費及び一般管理費 4,853 4,709

営業利益 317 198

営業外収益   

受取利息 2 1

受取配当金 65 57

受取賃貸料 92 98

天然ガス売却額 50 52

その他 11 36

営業外収益合計 221 245

営業外費用   

支払利息 54 51

賃貸費用 45 47

天然ガス売却原価 51 52

その他 4 5

営業外費用合計 156 157

経常利益 381 286

特別利益   

固定資産売却益 － 58

投資有価証券売却益 18 －

貸倒引当金戻入額 71 －

特別利益合計 89 58

特別損失   

投資有価証券売却損 17 0

投資有価証券評価損 188 98

その他 － 18

特別損失合計 205 117

税金等調整前四半期純利益 266 227

法人税、住民税及び事業税 52 55

法人税等調整額 72 70

法人税等合計 124 126

少数株主損益調整前四半期純利益 141 101

少数株主利益 － －

四半期純利益 141 101



（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 141 101

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △49 △43

土地再評価差額金 － 50

その他の包括利益合計 △49 7

四半期包括利益 91 108

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 91 108



  該当事項はありません。 

   

   

 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）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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