
 

各 位 

 

（訂正）「

 

平成21年 5月 11日に発表いたし

のでお知らせいたします。 

なお、訂正箇所につきましては、

 訂正理由については、平成24年 5

知らせ」をご参照願います。 
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会  社  名  大都魚類株式会

代 表 者 名  取締役社長 加

  （コード：８０

問 合 せ 先  取締役総務部長

  （TEL．03－55

）「平成21年 3月期 決算短信」の一部訂正について

いたしました「平成21年 3月期 決算短信」の記載内容

、＿下線を付しております。 

5月 18日開示の「過年度有価証券報告書、決算短信

 

 

 

平成 24年 5月 18日 

株式会社 

加 茂 秀 樹 

８０４４、東証第二部） 

総務部長 内 田 正 實 

5565－8112） 

について 

記載内容に一部訂正がありました

決算短信等の一部訂正に関するお

以上 
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【訂正箇所：１～２ページ】 
＜ サマリー情報 ＞ 
（訂正前） 

（百万円未満切捨て） 

１．平成21年３月期の連結業績（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年３月期 153,217 △10.7 306 △47.6 266 △51.5 68 △46.8

20年３月期 171,490 1.2 584 △16.6 550 △18.4 128 △72.0

 

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

自己資本 
当期純利益率

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年３月期 2 18 － 0.6 0.8 0.2

20年３月期 4 09 － 1.0 1.6 0.3 
（参考）持分法投資損益 20年３月期 ― 百万円 19年３月期 ― 百万円 

 

(2）連結財政状態 

 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

21年３月期 33,324 12,396 36.8 389 19 

20年３月期 32,900 12,655 38.1 397 83  
（参考）自己資本 21年３月期 12,261百万円 20年３月期 12,538百万円 

 

(3）連結キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

21年３月期 △3,720 115 3,093 3,341 

20年３月期 4,731 △168 △4,382 3,853 

 

２．配当の状況 

 １株当たり配当金 配当金総額 配当性向 純資産配当率

（基準日） 期末 年間  (年間)  （連結）  （連結） 

 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年３月期 5 00 5 00 157 122.2 1.2

21年３月期 5 00 5 00 157 229.4 1.3

22年３月期（予想） 5 00 5 00 － 78.5 －

 

３．平成22年３月期の連結業績予想（平成21年４月１日～平成22年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

 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２四半期連結累計期間 73,000 △4.5 160 121.1 150 211.5 70 516.4 2 22 

通期 150,000 △2.1 550 79.6 500 87.6 260 278.9 8 25 
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４．その他 

(1）期中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 

新規 0社 除外 0社  

(2）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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有 

② ①以外の変更        無 

（注）詳細は、12ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年３月期 31,622,740株 20年３月期 31,622,740株

② 期末自己株式数 21年３月期 119,019株 20年３月期 105,882株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、18ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。 

（参考）個別業績の概要 

１．平成21年３月期の個別業績（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年３月期 132,296 △11.1 174 △60.7 148 △63.8 32 △68.1

20年３月期 148,852 △3.6 443 △29.1 410 △31.8 101 △74.7

 

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

 円 銭 円 銭

21年３月期 1 02 － 

20年３月期 3 21 － 

 

(2）個別財政状態 

 
 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

21年３月期 31,421 12,028 38.3 381 81 

20年３月期 31,073 12,328 39.7 391 18  
（参考）自己資本 21年３月期 12,028百万円 20年３月期 12,328百万円 

 
２．平成22年３月期の個別業績予想（平成21年４月１日～平成22年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率） 

 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２四半期累計期間 64,000 △2.7 110 318.0 100 － 50 94.6 1 59

通期 130,000 △1.7 430 146.7 400 169.0 200 519.8 6 35

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

(将来に関する記述等についてのご注意) 

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および合理的であると

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。  
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（訂正後） 
（百万円未満切捨て） 

１．平成21年３月期の連結業績（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年３月期 153,217 △10.7 187 △66.8 147 △72.1 △1 －

20年３月期 171,490 1.2 563 △4.9 529 △6.4 116 △74.3

 

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

自己資本 
当期純利益率

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年３月期 △0 06 － △0.0 0.4 0.1

20年３月期 3 70 － 0.9 1.5 0.3 
（参考）持分法投資損益 20年３月期 ― 百万円 19年３月期 ― 百万円 

 

(2）連結財政状態 

 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

21年３月期 33,471 12,181 36.0 382 37 

20年３月期 32,999 12,510 37.6 393 24  
（参考）自己資本 21年３月期 12,046百万円 20年３月期 12,393百万円 

 

(3）連結キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

21年３月期 △3,720 115 3,093 3,341 

20年３月期 4,731 △168 △4,382 3,853 

 

２．配当の状況 

 １株当たり配当金 配当金総額 配当性向 純資産配当率

（基準日） 期末 年間  (年間)  （連結）  （連結） 

 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年３月期 5 00 5 00 157 135.1 1.3

21年３月期 5 00 5 00 157 － 1.3

22年３月期（予想） 5 00 5 00 － 78.5 －

 

３．平成22年３月期の連結業績予想（平成21年４月１日～平成22年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

 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２四半期連結累計期間 73,000 △4.5 160 121.1 150 211.5 70 516.4 2 22 

通期 150,000 △2.1 550 79.6 500 87.6 260 278.9 8 25 
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４．その他 

(1）期中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 

新規 0社 除外 0社  

(2）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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有 

② ①以外の変更        無 

（注）詳細は、12ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年３月期 31,622,740株 20年３月期 31,622,740株

② 期末自己株式数 21年３月期 119,019株 20年３月期 105,882株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、18ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。 

（参考）個別業績の概要 

１．平成21年３月期の個別業績（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年３月期 132,296 △11.1 55 △86.9 29 △92.3 △38 －

20年３月期 148,852 △3.6 422 △18.2 389 △21.1 88 △77.5

 

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

 円 銭 円 銭

21年３月期 △1 21 － 

20年３月期 2 82 － 

 

(2）個別財政状態 

 
 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

21年３月期 31,568 11,813 37.4 374 99 

20年３月期 31,172 12,184 39.1 386 60  
（参考）自己資本 21年３月期 11,813百万円 20年３月期 12,184百万円 

 
２．平成22年３月期の個別業績予想（平成21年４月１日～平成22年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率） 

 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２四半期累計期間 64,000 △2.7 110 318.0 100 － 50 94.6 1 59

通期 130,000 △1.7 430 146.7 400 169.0 200 519.8 6 35

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

(将来に関する記述等についてのご注意) 

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および合理的であると

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。  
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【訂正箇所：３ページ】 

１．経営成績 

(1）経営成績に関する分析 

（訂正前） 

 ～前略～ 

 このような状況下で、当社グループの当連結会計年度の営業成績は、売上高は1,532億17百万円と前連結会計年度に

比べ10.7％の減収となり、収益につきましても、売上総利益は80億84百万円と12.7％の減益になりました。 

また、販売費および一般管理費は10.4％減少したものの、営業利益は3億6百万円と47.6％の減益になりました。 

 営業外損益では、受取配当金が増加し、受取利息および支払利息が減少しましたが、経常利益は2億66百万円と

51.5％の減益になりました。特別損益では、特別利益に関係会社株式および土地の売却益1億12百万円を計上し、特別

損失にたな卸資産評価損他1億22百万円を計上した結果、当期純利益は68百万円と46.8％の減益になりました。  

 事業の種類別セグメントごとの概況は次のとおりであります。 

［水産物卸売業］ 

 主力の商材であるマグロ等をはじめとする全般的な売上の不振から、取扱数量は17万1千トンと9.9％減少し、売上

高は1,399億78百万円と10.9％の減収になりました。 

 また、経費の節減に努めましたが、営業利益は68百万円と81.8％の減益になりました。 

 ～後略～ 

 

 

（訂正後） 

 ～前略～ 

 このような状況下で、当社グループの当連結会計年度の営業成績は、売上高は1,532億17百万円と前連結会計年度に

比べ10.7％の減収となり、収益につきましても、売上総利益は80億84百万円と12.7％の減益になりました。 

また、販売費および一般管理費は9.2％減少したものの、営業利益は1億87百万円と66.8％の減益になりました。 

 営業外損益では、受取配当金が増加し、受取利息および支払利息が減少しましたが、経常利益は1億47百万円と

72.1％の減益になりました。特別損益では、特別利益に関係会社株式および土地の売却益1億12百万円を計上し、特別

損失にたな卸資産評価損他1億22百万円を計上した結果、当期純利益は1百万円の当期純損失になりました。  

 事業の種類別セグメントごとの概況は次のとおりであります。 

［水産物卸売業］ 

 主力の商材であるマグロ等をはじめとする全般的な売上の不振から、取扱数量は17万1千トンと9.9％減少し、売上

高は1,399億78百万円と10.9％の減収になりました。 

 また、経費の節減に努めましたが、営業利益は49百万円の営業損失となりました。 

 ～後略～ 
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【訂正箇所：４ページ】 

(2）財政状態に関する分析 

（訂正前） 

～前略～ 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 

 自己資本比率

（％） 
38.6 37.4 35.5 38.1 36.8 

 時価ベースの自己

資本比率（％） 
22.2 26.1 22.1 16.7 8.7 

インタレスト・カ

バレッジ・レシオ

（倍） 

― ― ― 31.9 ― 

～後略～ 

 

 

（訂正後） 

～前略～ 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 

 自己資本比率

（％） 
38.6 36.9 35.0 37.6 36.0 

 時価ベースの自己

資本比率（％） 
22.2 26.0 22.1 16.6 8.7 

インタレスト・カ

バレッジ・レシオ

（倍） 

― ― ― 31.9 ― 

～後略～ 
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【訂正箇所：７～８ページ】 

４．連結財務諸表 

（１） 連結貸借対照表 

（訂正前） 

                                             （単位：百万円） 

          
前連結会計年度 当連結会計年度 

(平成20年3月31日) (平成21年3月31日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 3,883 3,341

    受取手形及び売掛金 13,463 12,603

    親会社株式 249 －

    たな卸資産 8,980 －

    商品及び製品 － 10,683

    原材料及び貯蔵品 － 122

    繰延税金資産 415 411

    その他 900 1,587

    貸倒引当金 △1,518 △1,515

    流動資産合計 26,374 27,235

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物 4,388 4,414

        減価償却累計額 △2,297 △2,399

        建物及び構築物（純額） 2,090 2,014

      機械装置及び運搬具 487 507

        減価償却累計額 △393 △414

        機械装置及び運搬具（純額） 94 93

      土地 2,725 2,715

      その他 409 426

        減価償却累計額 △318 △350

        その他（純額） 91 75

      有形固定資産合計 5,002 4,898

    無形固定資産 102 119

    投資その他の資産     

      投資有価証券 883 554

      長期貸付金 75 －

      繰延税金資産 292 373

      その他 468 441

      貸倒引当金 △298 △298

      投資その他の資産合計 1,421 1,070

    固定資産合計 6,526 6,088

  資産合計 32,900 33,324
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前連結会計年度 当連結会計年度 

 
 (平成20年3月31日) (平成21年3月31日) 

負債の部      

  流動負債       

    支払手形及び買掛金 7,124 4,841  

    短期借入金 9,920 13,180  

    未払法人税等 320 15  

    賞与引当金 18 17  

    その他 700 781  

    流動負債合計 18,084 18,835  

  固定負債       

    繰延税金負債 6 －  

    退職給付引当金 1,065 927  

    役員退職慰労引当金 173 －  

    その他 915 1,164  

    固定負債合計 2,160 2,092  

  負債合計 20,245 20,927  

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 7,968 7,879  

    自己株式 △20 △21  

    株主資本合計 12,205 12,114  

  評価・換算差額等       

    その他有価証券評価差額金 333 146  

    評価・換算差額等合計 333 146  

  少数株主持分 117 135  

  純資産合計 12,655 12,396  

負債純資産合計 32,900 33,324  

            



－ 10 － 

 （訂正後） 

                                             （単位：百万円） 

          
前連結会計年度 当連結会計年度 

(平成20年3月31日) (平成21年3月31日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 3,883 3,341

    受取手形及び売掛金 13,463 12,603

    親会社株式 249 －

    たな卸資産 8,980 －

    商品及び製品 － 10,683

    原材料及び貯蔵品 － 122

    繰延税金資産 415 411

    その他 900 1,587

    貸倒引当金 △1,518 △1,515

    流動資産合計 26,374 27,235

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物 4,388 4,414

        減価償却累計額 △2,297 △2,399

        建物及び構築物（純額） 2,090 2,014

      機械装置及び運搬具 487 507

        減価償却累計額 △393 △414

        機械装置及び運搬具（純額） 94 93

      土地 2,725 2,715

      その他 409 426

        減価償却累計額 △318 △350

        その他（純額） 91 75

      有形固定資産合計 5,002 4,898

    無形固定資産 102 119

    投資その他の資産     

      投資有価証券 883 554

      長期貸付金 75 －

      繰延税金資産 391 520

      その他 468 441

      貸倒引当金 △298 △298

      投資その他の資産合計 1,520 1,217

    固定資産合計 6,625 6,236

  資産合計 32,999 33,471

              



－ 11 － 

  

      
前連結会計年度 当連結会計年度 

 
 (平成20年3月31日) (平成21年3月31日) 

負債の部      

  流動負債       

    支払手形及び買掛金 7,124 4,841  

    短期借入金 9,920 13,180  

    未払法人税等 320 15  

    賞与引当金 18 17  

    その他 700 781  

    流動負債合計 18,084 18,835  

  固定負債       

    繰延税金負債 6 －  

    退職給付引当金 1,309 1,289  

    役員退職慰労引当金 173 －  

    その他 915 1164  

    固定負債合計 2,403 2,454  

  負債合計 20,488 21,290  

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 7,823 7,664  

    自己株式 △20 △21  

    株主資本合計 12,060 11,899  

  評価・換算差額等       

    その他有価証券評価差額金 333 146  

    評価・換算差額等合計 333 146  

  少数株主持分 117 135  

  純資産合計 12,510 12,181  

負債純資産合計 32,999 33,471  

            

  



－ 12 － 

【訂正箇所：９ページ】 

（２） 連結損益計算書 

（訂正前） 

                                       （単位：百万円） 

    

前連結会計年度 当連結会計年度 

 (自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日 

 至 平成20年３月31日)  至 平成21年３月31日) 

売上高 171,490 153,217 

売上原価 162,223 145,132 

売上総利益 9,266 8,084 

販売費及び一般管理費 8,681 7,778 

営業利益 584 306 

営業外収益      

  受取利息 57 50 

  受取配当金 17 26 

  負ののれん償却額 8 － 

  その他 32 16 

  営業外収益合計 115 93 

営業外費用      

  支払利息 148 129 

  その他 1 4 

  営業外費用合計 149 133 

経常利益 550 266 

特別利益      

  関係会社株式売却益 － 63 

  固定資産売却益 120 49 

  貸倒引当金戻入額 65 － 

  投資有価証券売却益 0 － 

  特別利益合計 186 112 

特別損失      

  たな卸資産評価損 － 40 

  前期損益修正損 － 35 

  役員退職慰労金 － 31 

  割増退職金 － 14 

  関係会社株式評価損 294 － 

  投資有価証券評価損 45 － 

  その他 33 0 

  特別損失合計 372 122 

税金等調整前当期純利益 363 256 

法人税、住民税及び事業税 361 121 

法人税等調整額 △162 45 

少数株主利益 35 20 

当期純利益 128 68 

         



－ 13 － 

（訂正後）                                                      

（単位：百万円） 

    

前連結会計年度 当連結会計年度 

 (自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日 

 至 平成20年３月31日)  至 平成21年３月31日) 

売上高 171,490 153,217 

売上原価 162,223 145,132 

売上総利益 9,266 8,084 

販売費及び一般管理費 8,702 7,897 

営業利益 563 187 

営業外収益      

  受取利息 57 50 

  受取配当金 17 26 

  負ののれん償却額 8 － 

  その他 32 16 

  営業外収益合計 115 93 

営業外費用      

  支払利息 148 129 

  その他 1 4 

  営業外費用合計 149 133 

経常利益 529 147 

特別利益      

  関係会社株式売却益 － 63 

  固定資産売却益 120 49 

  貸倒引当金戻入額 65 － 

  投資有価証券売却益 0 － 

  特別利益合計 186 112 

特別損失      

  たな卸資産評価損 － 40 

  前期損益修正損 － 35 

  役員退職慰労金 － 31 

  割増退職金 － 14 

  関係会社株式評価損 294 － 

  投資有価証券評価損 45 － 

  その他 33 0 

  特別損失合計 372 122 

税金等調整前当期純利益 342 137 

法人税、住民税及び事業税 361 121 

法人税等調整額 △171 △2 

少数株主利益 35 20 

当期純利益又は当期純損失（△） 116 △1 

           



－ 14 － 

【訂正箇所：10～11ページ】 

（３） 連結株主資本等変動計算書 

（訂正前） 

                                          (単位：百万円) 

        

前連結会計年度 当連結会計年度 

 (自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日 

 至 平成20年３月31日)  至 平成21年３月31日) 

株主資本      

  資本金      

    前期末残高 2,628 2,628  

    当期末残高 2,628 2,628  

  資本剰余金      

    前期末残高 1,628 1,628  

    当期末残高 1,628 1,628  

  利益剰余金      

    前期末残高 7,975 7,968  

    当期変動額      

      剰余金の配当 △157 △157  

      当期純利益 128 68  

      連結子会社の増加に伴う増加高 20 －  

      当期変動額合計 △7 △88  

    当期末残高 7,968 7,879  

  自己株式      

    前期末残高 △18 △20  

    当期変動額      

      自己株式の取得 △1 △1  

      当期変動額合計 △1 △1  

    当期末残高 △20 △21  

  株主資本合計      

    前期末残高 12,214 12,205  

    当期変動額      

      剰余金の配当 △157 △157  

      当期純利益 128 68  

      自己株式の取得 △1 △1  

      連結子会社の増加に伴う増加高 20 －  

      当期変動額合計 △9 △90  

    当期末残高 12,205 12,114  

評価・換算差額等      

  その他有価証券評価差額金      

    前期末残高 507 333  

    当期変動額      

      株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △174 △186  

      当期変動額合計 △174 △186  

    当期末残高 333 146  

             



－ 15 － 

 

      

前連結会計年度 当連結会計年度 

  (自 平成19年4月1日 (自 平成20年4月1日 

 至 平成20年3月31日)  至 平成21年3月31日) 

少数株主持分       

  前期末残高 － 117  

  当期変動額       

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 117 18  

    当期変動額合計 117 18  

  当期末残高 117 135  

純資産合計       

  前期末残高 12,722 12,655  

  当期変動額       

    剰余金の配当 △157 △157  

    当期純利益 128 68  

    自己株式の取得 △1 △1  

    連結子会社の増加に伴う増加高 20 －  

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △57 △168  

    当期変動額合計 △66 △259  

  当期末残高 12,655 12,396  

            



－ 16 － 

 （訂正後） 

                                          (単位：百万円) 

        

前連結会計年度 当連結会計年度 

 (自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日 

 至 平成20年３月31日)  至 平成21年３月31日) 

株主資本      

  資本金      

    前期末残高 2,628 2,628  

    当期末残高 2,628 2,628  

  資本剰余金      

    前期末残高 1,628 1,628  

    当期末残高 1,628 1,628  

  利益剰余金      

    前期末残高 7,843 7,823  

    当期変動額      

      剰余金の配当 △157 △157  

      当期純利益又は当期純損失（△） 116 △1  

      連結子会社の増加に伴う増加高 20 －  

      当期変動額合計 △20 △159  

    当期末残高 7,823 7,664  

  自己株式      

    前期末残高 △18 △20  

    当期変動額      

      自己株式の取得 △1 △1  

      当期変動額合計 △1 △1  

    当期末残高 △20 △21  

  株主資本合計      

    前期末残高 12,082 12,060  

    当期変動額      

      剰余金の配当 △157 △157  

      当期純利益又は当期純損失（△） 116 △1  

      自己株式の取得 △1 △1  

      連結子会社の増加に伴う増加高 20 －  

      当期変動額合計 △21 △161  

    当期末残高 12,060 11,899  

評価・換算差額等      

  その他有価証券評価差額金      

    前期末残高 507 333  

    当期変動額      

      株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △174 △186  

      当期変動額合計 △174 △186  

    当期末残高 333 146  

             



－ 17 － 

  

      

前連結会計年度 当連結会計年度 

  (自 平成19年4月1日 (自 平成20年4月1日 

 至 平成20年3月31日)  至 平成21年3月31日) 

少数株主持分       

  前期末残高 － 117  

  当期変動額       

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 117 18  

    当期変動額合計 117 18  

  当期末残高 117 135  

純資産合計       

  前期末残高 12,589 12,510  

  当期変動額       

    剰余金の配当 △157 △157  

    当期純利益又は当期純損失（△） 116 △1  

    自己株式の取得 △1 △1  

    連結子会社の増加に伴う増加高 20 －  

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △57 △168  

    当期変動額合計 △79 △314  

  当期末残高 12,510 12,196  

            
 



－ 18 － 

【訂正箇所：12ページ】 

（４） 連結キャッシュ・フロー計算書 

（訂正前） 

（単位：百万円） 

    

前連結会計年度 当連結会計年度 

 (自 平成19年4月1日 (自 平成20年4月1日 

 至 平成20年3月31日)  至 平成21年3月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー      

  税金等調整前当期純利益 363 256 

  減価償却費 184 180 

  貸倒引当金の増減額（△は減少） △101 △3 

  受取利息及び受取配当金 △74 △77 

  支払利息 148 129 

  売上債権の増減額（△は増加） 1,415 860 

  たな卸資産の増減額（△は増加） 1,189 △1,826 

  仕入債務の増減額（△は減少） 957 △2,283 

  固定資産売却損益（△は益） △120 △49 

  投資有価証券売却損益（△は益） △0 － 

  関係会社株式評価損 294 － 

  関係会社株式売却損益（△は益） － △63 

  その他 332 △221 

  小計 4,589 △3,097 

  利息及び配当金の受取額 74 77 

  利息の支払額 △148 △129 

  法人税等の支払額 △99 △570 

  法人税等の還付額 315 － 

  営業活動によるキャッシュ・フロー 4,731 △3,720 

投資活動によるキャッシュ・フロー      

  投資有価証券の取得による支出 △2 △14 

  投資有価証券の売却による収入 0 20 

  関係会社株式の売却による収入 － 319 

  有形及び無形固定資産の取得による支出 △442 △71 

  有形及び無形固定資産の売却による収入 102 82 

  短期貸付金の増減額（△は増加） 64 △317 

  連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 127 － 

  その他 △18 96 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △168 115 

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） △4,200 3,270 

  配当金の支払額 △157 △157 

  その他 △24 △18 

  財務活動によるキャッシュ・フロー △4,382 3,093 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 180 △511 

現金及び現金同等物の期首残高 3,672 3,853 

現金及び現金同等物の期末残高 3,853 3,341 

         



－ 19 － 

（訂正後）                                               

（単位：百万円） 

    

前連結会計年度 当連結会計年度 

 (自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日 

 至 平成20年３月31日)  至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー      

  税金等調整前当期純利益 342 137 

  減価償却費 184 180 

  貸倒引当金の増減額（△は減少） △101 △3 

  受取利息及び受取配当金 △74 △77 

  支払利息 148 129 

  売上債権の増減額（△は増加） 1415 860 

  たな卸資産の増減額（△は増加） 1,189 △1,826 

  仕入債務の増減額（△は減少） 957 △2,283 

  固定資産売却損益（△は益） △120 △49 

  投資有価証券売却損益（△は益） △0 － 

  関係会社株式評価損 294 － 

  関係会社株式売却損益（△は益） － △63 

  その他 352 △103 

  小計 4,589 △3,097 

  利息及び配当金の受取額 74 77 

  利息の支払額 △148 △129 

  法人税等の支払額 △99 △570 

  法人税等の還付額 315 － 

  営業活動によるキャッシュ・フロー 4,731 △3,720 

投資活動によるキャッシュ・フロー      

  投資有価証券の取得による支出 △2 △14 

  投資有価証券の売却による収入 0 20 

  関係会社株式の売却による収入 － 319 

  有形及び無形固定資産の取得による支出 △442 △71 

  有形及び無形固定資産の売却による収入 102 82 

  短期貸付金の増減額（△は増加） 64 △317 

  連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 127 － 

  その他 △18 96 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △168 115 

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） △4,200 3,270 

  配当金の支払額 △157 △157 

  その他 △24 △18 

  財務活動によるキャッシュ・フロー △4,382 3,093 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 180 △511 

現金及び現金同等物の期首残高 3,672 3,853 

現金及び現金同等物の期末残高 3,853 3,341 

         

  

 

 

 

 

 

 

 



－ 20 － 

【訂正箇所：17ページ】 

注記事項 

（連結損益計算書関係） 

（訂正前） 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次の通りであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次の通りであります。 

  百万円

販売諸掛 934 

保管料及び運搬費 2,055 

市場使用料 504 

完納・出荷奨励金 449 

給料及び賞与 2,549 

賞与引当金繰入額 15 

退職給付費用 214 

役員退職慰労引当金繰入額 30 

減価償却費 65 
  

  百万円

販売諸掛 745 

保管料及び運搬費 1,755 

市場使用料 474 

完納・出荷奨励金 396 

給料及び賞与 2,387 

賞与引当金繰入額 13 

退職給付費用 148 

貸倒引当金繰入額 7 

減価償却費 66 
  

―― ※２ 関係会社株式売却益の内容は次の通りであります。 

親会社株式 63百万円
  

※３ 固定資産売却益の内容は次の通りであります。 

  百万円

土地 120 

機械装置及び運搬具 0 

計 120 
  

※３ 固定資産売却益の内容は次の通りであります。 

  百万円

土地 49 

機械装置及び運搬具 0 

計 49 
  

―― ※４ たな卸資産評価損は、商品事故によるものでありま

す。 

※５ 関係会社株式評価損の内容は次の通りであります。 

親会社株式 294百万円
  

―― 

  



－ 21 － 

（訂正後） 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次の通りであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次の通りであります。 

  百万円

販売諸掛 934 

保管料及び運搬費 2,055 

市場使用料 504 

完納・出荷奨励金 449 

給料及び賞与 2,549 

賞与引当金繰入額 15 

退職給付費用 235 

役員退職慰労引当金繰入額 30 

減価償却費 65 
  

  百万円

販売諸掛 745 

保管料及び運搬費 1,755 

市場使用料 474 

完納・出荷奨励金 396 

給料及び賞与 2,387 

賞与引当金繰入額 13 

退職給付費用 267 

貸倒引当金繰入額 7 

減価償却費 66 
  

―― ※２ 関係会社株式売却益の内容は次の通りであります。 

親会社株式 63百万円

  

※３ 固定資産売却益の内容は次の通りであります。 

  百万円

土地 120 

機械装置及び運搬具 0 

計 120 
  

※３ 固定資産売却益の内容は次の通りであります。 

  百万円

土地 49 

機械装置及び運搬具 0 

計 49 
  

―― ※４ たな卸資産評価損は、商品事故によるものでありま

す。 

※５ 関係会社株式評価損の内容は次の通りであります。 

親会社株式 294百万円
  

―― 

  



－ 22 － 

【訂正箇所：19～20ページ】 

（セグメント情報） 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

（訂正前） 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

科目 
水産物卸売
業 
（百万円） 

不動産賃貸
業 
（百万円） 

水産物その
他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 157,122 315 14,052 171,490 ― 171,490 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
1,135 24 1,434 2,594 (2,594) ― 

計 158,257 340 15,487 174,085 (2,594) 171,490 

営業費用 157,880 201 15,418 173,500 (2,594) 170,905 

営業利益 377 138 68 584 (―) 584 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

支出 
      

資産 28,611 2,354 1,934 32,900 ― 32,900 

減価償却費 47 97 40 184 ― 184 

資本的支出 24 378 58 460 ― 460 

～注略～ 

  

  当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

科目 
水産物卸売
業 
（百万円） 

不動産賃貸
業 
（百万円） 

水産物その
他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 139,978 330 12,908 153,217 ― 153,217 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
1,525 9 1,734 3,269 (3,269) ― 

計 141,503 340 14,643 156,487 (3,269) 153,217 

営業費用 141,434 187 14,558 156,180 (3,269) 152,911 

営業利益 68 152 84 306 (―) 306 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

支出 
      

資産 29,010 1,567 2,746 33,324 ― 33,324 

減価償却費 43 47 89 180 ― 180 

資本的支出 40 ― 65 105 ― 105 

～注略～ 
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（訂正後） 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

科目 
水産物卸売
業 
（百万円） 

不動産賃貸
業 
（百万円） 

水産物その
他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 157,122 315 14,052 171,490 ― 171,490 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
1,135 24 1,434 2,594 (2,594) ― 

計 158,257 340 15,487 174,085 (2,594) 171,490 

営業費用 157,900 201 15,418 173,521 (2,594) 170,926 

営業利益 357 138 68 563 (―) 563 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

支出 
      

資産 28,710 2,354 1,934 32,999 ― 32,999 

減価償却費 47 97 40 184 ― 184 

資本的支出 24 378 58 460 ― 460 

～注略～ 

  

 当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

科目 
水産物卸売
業 
（百万円） 

不動産賃貸
業 
（百万円） 

水産物その
他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 139,978 330 12,908 153,217 ― 153,217 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
1,525 9 1,734 3,269 (3,269) ― 

計 141,503 340 14,643 156,487 (3,269) 153,217 

営業費用 141,553 187 14,558 156,299 (3,269) 153,030 

営業利益又は営業損失（△） △49 152 84 187 (―) 187 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

支出 
      

資産 29,157 1,567 2,746 33,471 ― 33,471 

減価償却費 43 47 89 180 ― 180 

資本的支出 40 ― 65 105 ― 105 

～注略～ 
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【訂正箇所：21ページ】 

（１株当たり情報） 

（訂正前）  

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 397円83銭

１株当たり当期純利益金額 4円09銭
  

１株当たり純資産額 389円19銭

１株当たり当期純利益金額 2円18銭
  

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式がないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式がないため記載しておりません。 

（注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

連結損益計算書上の当期純利益（百万円） 128 68 

普通株主に帰属しない当期純利益（百万円） － － 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 128 68 

普通株式の期中平均株式数（株） 31,520,329 31,510,301 

  

  

（訂正後） 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 393円24銭

１株当たり当期純利益金額 3円70銭
  

１株当たり純資産額 382円37銭

１株当たり当期純損失金額（△） △0円06銭
  

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式がないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、１株当たり当期純損失であり、潜在株式がないため記

載しておりません。 

 （注） １株当たり当期純利益金額及び１株当たり当期純損失金額（△）の算定上の基礎 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

連結損益計算書上の当期純利益又は当期純損失

（△）（百万円） 
116 △1 

普通株主に帰属しない当期純利益（百万円） － － 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）

（百万円） 
116 △1 

普通株式の期中平均株式数（株） 31,520,329 31,510,301 



－ 25 － 

【訂正箇所：22～24ページ】 

５．個別財務諸表 

（１） 貸借対照表 

（訂正前）                                       （単位：百万円）  

          
前事業年度 当事業年度 

 
(平成20年3月31日) (平成21年3月31日) 

資産の部      

  流動資産      

    現金及び預金 3,336 2,801 

    受取手形 201 230 

    売掛金 11,835 11,094 

    親会社株式 249 － 

    商品及び製品 8,357 10,198 

    荷主前渡金 198 21 

    前払費用 84 77 

    未収消費税等 － 292 

    短期貸付金 － 551 

    関係会社短期貸付金 1,279 1,206 

    繰延税金資産 408 403 

    その他 524 357 

    貸倒引当金 △1,431 △1,444 

    流動資産合計 25,042 25,791 

  固定資産      

    有形固定資産      

      建物 3,787 3,797 

        減価償却累計額 △1,821 △1,911 

        建物（純額） 1965 1885 

      構築物 49 46 

        減価償却累計額 △40 △41 

        構築物（純額） 8 5 

      機械及び装置 51 60 

        減価償却累計額 △11 △22 

        機械及び装置（純額） 40 38 

      車両運搬具 － 0 

        減価償却累計額 － △0 

        車両運搬具（純額） － 0 

      工具、器具及び備品 334 337 

        減価償却累計額 △274 △292 

        工具、器具及び備品（純額） 59 44 

      土地 2,614 2,603 

      リース資産 － 5 

        減価償却累計額 － △0 

        リース資産（純額） － 4 

      有形固定資産合計 4,688 4,582 

 

 

 

 

 



－ 26 － 

 
   

       前事業年度 当事業年度   

        (平成20年3月31日) (平成21年3月31日)   

    無形固定資産       

      借地権 59 59   

      ソフトウエア 7 5   

      リース資産 － 20   

      その他 12 12   

      無形固定資産合計 79 98   

    投資その他の資産       

      投資有価証券 787 496   

      関係会社株式 160 153   

      長期貸付金 70 －   

      従業員長期貸付金 0 4   

      破産更生債権等 299 267   

      繰延税金資産 153 236   

      その他 78 78   

      貸倒引当金 △288 △287   

      投資その他の資産合計 1,262 949   

    固定資産合計 6,030 5,630   

  資産合計 31,073 31,421   

負債の部       

  流動負債       

    受託販売未払金 587 486   

    買掛金 6,016 3,936   

    短期借入金 9,500 12,700   

    リース債務 － 6   

    未払金 1 2   

    未払費用 335 367   

    未払法人税等 294 －   

    未払消費税等 76 －   

    預り金 89 75   

    流動負債合計 16,900 17,575   

  固定負債       

    預り保証金 850 925   

    リース債務 － 19   

    退職給付引当金 879 746   

    役員退職慰労引当金 113 －   

    その他 － 125   

    固定負債合計 1,843 1,817   

  負債合計 18,744 19,392   
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前事業年度 当事業年度 

 
(平成20年3月31日) (平成21年3月31日) 

純資産の部      

  株主資本      

    資本金 2,628 2,628 

    資本剰余金      

      資本準備金 1,627 1,627 

      資本剰余金合計 1,627 1,627 

    利益剰余金      

      利益準備金 494 494 

      その他利益剰余金      

        建物圧縮積立金 65 61 

        土地圧縮積立金 95 95 

        別途積立金 6,616 6,616 

        繰越利益剰余金 495 373 

      利益剰余金合計 7,767 7,642 

    自己株式 △20 △21 

    株主資本合計 12,003 11,876 

  評価・換算差額等      

    その他有価証券評価差額金 324 151 

    評価・換算差額等合計 324 151 

  純資産合計 12,328 12,028 

負債純資産合計 31,073 31,421 

               

   



－ 28 － 

（訂正後）                                                       

         （単位：百万円） 

          
前事業年度 当事業年度 

 
(平成20年3月31日) (平成21年3月31日) 

資産の部      

  流動資産      

    現金及び預金 3,336 2,801 

    受取手形 201 230 

    売掛金 11,835 11,094 

    親会社株式 249 － 

    商品及び製品 8,357 10,198 

    荷主前渡金 198 21 

    前払費用 84 77 

    未収消費税等 － 292 

    短期貸付金 － 551 

    関係会社短期貸付金 1,279 1,206 

    繰延税金資産 408 403 

    その他 524 357 

    貸倒引当金 △1,431 △1,444 

    流動資産合計 25,042 25,791 

  固定資産      

    有形固定資産      

      建物 3,787 3,797 

        減価償却累計額 △1,821 △1,911 

        建物（純額） 1,965 1,885 

      構築物 49 46 

        減価償却累計額 △40 △41 

        構築物（純額） 8 5 

      機械及び装置 51 60 

        減価償却累計額 △11 △22 

        機械及び装置（純額） 40 38 

      車両運搬具 － 0 

        減価償却累計額 － △0 

        車両運搬具（純額） － 0 

      工具、器具及び備品 334 337 

        減価償却累計額 △274 △292 

        工具、器具及び備品（純額） 59 44 

      土地 2,614 2,603 

      リース資産 － 5 

        減価償却累計額 － △0 

        リース資産（純額） － 4 

      有形固定資産合計 4,688 4,582 



－ 29 － 

 

        
前事業年度 当事業年度 

 
(平成20年3月31日) (平成21年3月31日) 

    無形固定資産      

      借地権 59 59 

      ソフトウエア 7 5 

      リース資産 － 20 

      その他 12 12 

      無形固定資産合計 79 98 

               

    投資その他の資産       

      投資有価証券 787 496   

      関係会社株式 160 153   

      長期貸付金 70 －   

      従業員長期貸付金 0 4   

      破産更生債権等 299 267   

      繰延税金資産 252 384   

      その他 78 78   

      貸倒引当金 △288 △287   

      投資その他の資産合計 1,361 1,097   

    固定資産合計 6,129 5,777   

  資産合計 31,172 31,568   

負債の部       

  流動負債       

    受託販売未払金 1,587 1,486   

    買掛金 6,016 3,936   

    短期借入金 9,500 12,700   

    リース債務 － 6   

    未払金 1 2   

    未払費用 335 367   

    未払法人税等 294 －   

    未払消費税等 76 －   

    預り金 89 75   

    流動負債合計 16,900 17,575   

  固定負債       

    預り保証金 850 925   

    リース債務 － 19   

    退職給付引当金 1,123 1,109   

    役員退職慰労引当金 113 －   

    その他 － 125   

    固定負債合計 2,087 2,180   

  負債合計 18,988 19,755   

              

    



－ 30 － 

          
前事業年度 当事業年度 

 
(平成20年3月31日) (平成21年3月31日) 

純資産の部      

  株主資本      

    資本金 2,628 2,628 

    資本剰余金      

      資本準備金 1,627 1,627 

      資本剰余金合計 1,627 1,627 

    利益剰余金      

      利益準備金 494 494 

      その他利益剰余金      

        建物圧縮積立金 65 61 

        土地圧縮積立金 95 95 

        別途積立金 6,616 6,616 

        繰越利益剰余金 351 158 

      利益剰余金合計 7,622 7,427 

    自己株式 △20 △21 

    株主資本合計 11,859 11,661 

  評価・換算差額等      

    その他有価証券評価差額金 324 151 

    評価・換算差額等合計 324 151 

  純資産合計 12,184 11,813 

負債純資産合計 31,172 31,568 

               

     



－ 31 － 

【訂正箇所：25ページ】 

（２） 損益計算書 

（訂正前） 

                                                           （単位：百万円） 

      

前事業年度 当事業年度 

(自 平成19年4月1日 (自 平成20年4月1日 

 至 平成20年3月31日)  至 平成21年3月31日) 

売上高     

  受託品売上高 45,797 40,566

  買付品売上高 102,720 91,388

  不動産賃貸収入 334 341

  売上高合計 148,852 132,296

売上原価     

  受託品売上原価 43,301 38,354

  買付品売上原価     

    商品期首たな卸高 9,393 8,357

    当期商品仕入高 96,527 88,996

    合計 105,920 97,353

    商品期末たな卸高 8,357 10,198

    買付品売上原価 97,563 87,155

  不動産賃貸収入原価 205 192

  売上原価合計 141,069 125,702

売上総利益 7,782 6,593

販売費及び一般管理費 7,339 6,419

営業利益 443 174

営業外収益     

  受取利息 65 59

  受取配当金 18 28

  その他 23 7

  営業外収益合計 107 96

営業外費用     

  支払利息 140 121

  その他 － 0

  営業外費用合計 140 121

経常利益 410 148

  



－ 32 － 

                                                                  

      前事業年度 当事業年度 
      (自 平成19年4月1日 (自 平成20年4月1日 
       至 平成20年3月31日)  至 平成21年3月31日) 

特別利益     

  関係会社株式売却益 － 63

  固定資産売却益 120 49

  貸倒引当金戻入額 61 －

  投資有価証券売却益 0 －

  特別利益合計 181 112

特別損失     

  たな卸資産評価損 － 40

  前期損益修正損 － 35

  役員退職慰労金 － 21

  割増退職金 － 14

  関係会社株式評価損 294 －

  投資有価証券評価損 44 －

  その他 25 0

  特別損失合計 364 112

税引前当期純利益 227 148

法人税、住民税及び事業税 290 76

法人税等調整額 △163 40

法人税等合計 126 116

当期純利益 101 32

          



－ 33 － 

（訂正後）                                                  

（単位：百万円） 

      

前事業年度 当事業年度 

(自 平成19年4月1日 (自 平成20年4月1日 

 至 平成20年3月31日)  至 平成21年3月31日) 

売上高     

  受託品売上高 45,797 40,566

  買付品売上高 102,720 91,388

  不動産賃貸収入 334 341

  売上高合計 148,852 132,296

売上原価     

  受託品売上原価 43,301 38,354

  買付品売上原価     

    商品期首たな卸高 9,393 8,357

    当期商品仕入高 96,527 88,996

    合計 105,920 97,353

    商品期末たな卸高 8,357 10,198

    買付品売上原価 97,563 87,155

  不動産賃貸収入原価 205 192

  売上原価合計 141,069 125,702

売上総利益 7,782 6,593

販売費及び一般管理費 7,359 6,538

営業利益 422 55

営業外収益     

  受取利息 65 59

  受取配当金 18 28

  その他 23 7

  営業外収益合計 107 96

営業外費用     

  支払利息 140 121

  その他 － 0

  営業外費用合計 140 121

経常利益 389 29



－ 34 － 

                                          

      

前事業年度 当事業年度 

(自 平成19年4月1日 (自 平成20年4月1日 

 至 平成20年3月31日)  至 平成21年3月31日) 

 
特別利益     

  関係会社株式売却益 － 63

  固定資産売却益 120 49

  貸倒引当金戻入額 61 －

  投資有価証券売却益 0 －

  特別利益合計 181 112

特別損失     

  たな卸資産評価損 － 40

  前期損益修正損 － 35

  役員退職慰労金 － 21

  割増退職金 － 14

  関係会社株式評価損 294 －

  投資有価証券評価損 44 －

  その他 25 0

  特別損失合計 364 112

税引前当期純利益 206 30

法人税、住民税及び事業税 290 76

法人税等調整額 △172 △7

法人税等合計 117 68

当期純利益又は当期純損失（△） 88 △38

            



－ 35 － 

【訂正箇所：26～27ページ】 

（３） 株主資本等変動計算書 

（訂正前） 

                                         （単位：百万円） 

            

前事業年度 当事業年度 

 (自 平成19年4月1日 (自 平成20年4月1日 

 至 平成20年3月31日)  至 平成21年3月31日) 

株主資本      

  資本金      

    前期末残高 2,628 2,628 

    当期末残高 2,628 2,628 

  資本剰余金      

    資本準備金      

      前期末残高 1,627 1,627 

      当期末残高 1,627 1,627 

  利益剰余金      

    利益準備金      

      前期末残高 494 494 

      当期末残高 494 494 

    その他利益剰余金      

      建物圧縮積立金      

        前期末残高 68 65 

        当期変動額      

          建物圧縮積立金の取崩 △3 △3 

          当期変動額合計 △3 △3 

        当期末残高 65 61 

      土地圧縮積立金      

        前期末残高 95 95 

        当期末残高 95 95 

      別途積立金      

        前期末残高 6,366 6,616 

        当期変動額      

          別途積立金の積立 250 － 

          当期変動額合計 250 － 

        当期末残高 6,616 6,616 

      繰越利益剰余金      

        前期末残高 798 495 

        当期変動額      

          剰余金の配当 △157 △157 

          当期純利益 101 32 

          建物圧縮積立金の取崩 3 3 

          別途積立金の積立 △250 － 

          当期変動額合計 △303 △122 

        当期末残高 495 373 

    利益剰余金合計      

      前期末残高 7,823 7,767 

      当期変動額      

        剰余金の配当 △157 △157 

        当期純利益 101 32 

        当期変動額合計 △56 △125 

      当期末残高 7,767 7,642 
  



－ 36 － 

        

前事業年度 当事業年度 

 (自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日 

 至 平成20年３月31日)  至 平成21年３月31日) 

  自己株式      

    前期末残高 △18 △20 

    当期変動額      

      自己株式の取得 △1 △1 

      当期変動額合計 △1 △1 

    当期末残高 △20 △21 

  株主資本合計      

    前期末残高 12,061 12,003 

    当期変動額      

      剰余金の配当 △157 △157 

      当期純利益 101 32 

      自己株式の取得 △1 △1 

      当期変動額合計 △58 △127 

    当期末残高 12,003 11,876 

評価・換算差額等      

  その他有価証券評価差額金      

    前期末残高 483 324 

    当期変動額      

      株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △158 △173 

      当期変動額合計 △158 △173 

    当期末残高 324 151 

純資産合計      

  前期末残高 12,544 12,328 

  当期変動額      

    剰余金の配当 △157 △157 

    当期純利益 101 32 

    自己株式の取得 △1 △1 

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △158 △173 

    当期変動額合計 △216 △300 

  当期末残高 12,328 12,028 



－ 37 － 

 （訂正後） 

                                         （単位：百万円） 

            

前事業年度 当事業年度 

 (自 平成19年4月1日 (自 平成20年4月1日 

 至 平成20年3月31日)  至 平成21年3月31日) 

株主資本      

  資本金      

    前期末残高 2,628 2,628 

    当期末残高 2,628 2,628 

  資本剰余金      

    資本準備金      

      前期末残高 1,627 1,627 

      当期末残高 1,627 1,627 

  利益剰余金      

    利益準備金      

      前期末残高 494 494 

      当期末残高 494 494 

    その他利益剰余金      

      建物圧縮積立金      

        前期末残高 68 65 

        当期変動額      

          建物圧縮積立金の取崩 △3 △3 

          当期変動額合計 △3 △3 

        当期末残高 65 61 

      土地圧縮積立金      

        前期末残高 95 95 

        当期末残高 95 95 

      別途積立金      

        前期末残高 6,366 6,616 

        当期変動額      

          別途積立金の積立 250 － 

          当期変動額合計 250 － 

        当期末残高 6,616 6,616 

      繰越利益剰余金      

        前期末残高 666 351 

        当期変動額      

          剰余金の配当 △157 △157 

          当期純利益又は当期純損失（△） 88 △38 

          建物圧縮積立金の取崩 3 3 

          別途積立金の積立 △250 － 

          当期変動額合計 △315 △192 

        当期末残高 351 158 

    利益剰余金合計      

      前期末残高 7,691 7,622 

      当期変動額      

        剰余金の配当 △157 △157 

        当期純利益又は当期純損失（△） 88 △38 

        当期変動額合計 △68 △195 

      当期末残高 7,622 7,427 
  



－ 38 － 

        

前事業年度 当事業年度 

 (自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日 

 至 平成20年３月31日)  至 平成21年３月31日) 

  自己株式      

    前期末残高 △18 △20 

    当期変動額      

      自己株式の取得 △1 △1 

      当期変動額合計 △1 △1 

    当期末残高 △20 △21 

  株主資本合計      

    前期末残高 11,929 11,859 

    当期変動額      

      剰余金の配当 △157 △157 

      当期純利益又は当期純損失（△） 88 △38 

      自己株式の取得 △1 △1 

      当期変動額合計 △70 △197 

    当期末残高 11,859 11,661 

評価・換算差額等      

  その他有価証券評価差額金      

    前期末残高 483 324 

    当期変動額      

      株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △158 △173 

      当期変動額合計 △158 △173 

    当期末残高 324 151 

純資産合計      

  前期末残高 12,412 12,184 

  当期変動額      

    剰余金の配当 △157 △157 

    当期純利益又は当期純損失（△） 88 △38 

    自己株式の取得 △1 △1 

    株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △158 △173 

    当期変動額合計 △228 △370 

  当期末残高 12,184 11,813 

 


