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平成24年5月18日 

各 位 

会  社  名  大都魚類株式会社 

代 表 者 名  取締役社長 加 茂 秀 樹 

  （コード：８０４４、東証第二部） 

問 合 せ 先  取締役総務部長 内 田 正 實 

  （TEL．03－5565－8112） 

 

（訂正・数値データ訂正） 

「平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

平成24年2月6日に発表いたしました「平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載

内容に一部訂正がありましたのでお知らせいたします。 

なお、訂正箇所につきましては、＿下線を付しております。 

 訂正理由については、平成24年5月18日開示の「過年度有価証券報告書、決算短信等の一部訂正に関するお

知らせ」をご参照願います。 

また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信いたします。 

 

以上 
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＜ サマリー情報 ＞ 
（訂正前） 
 
  （百万円未満切捨て）

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） 

（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 107,467 △3.9 266 44.9 382 97.9 △50 ―

23年3月期第3四半期 111,845 △1.0 184 △34.4 193 △24.1 △133 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △52百万円（―％） 23年3月期第3四半期 △156 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 △1 62 ―  

23年3月期第3四半期 △4 23 ―  

  

（２）連結財政状態 

  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 36,532 11,634 31.4 

23年3月期 33,060 11,781 35.2 
  
（参考）自己資本 24年3月期第3四半期 11,470百万円 23年3月期 11,635百万円 
  

２．配当の状況 

  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 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無 
  

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）  

  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 143,000 △0.8 240 517.8 240 78.9 140 ― 4 44

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無 
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（訂正後） 
 
 

  （百万円未満切捨て）

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） 

（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 107,467 △3.9 179 54.5 294 135.6 135 ―

23年3月期第3四半期 111,845 △1.0 115 △49.8 125 △38.9 △158 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 134百万円（―％） 23年3月期第3四半期 △182 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 4 31 ―  

23年3月期第3四半期 △5 03 ―  

  

（２）連結財政状態 

  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 36,641 11,503 30.9 

23年3月期 33,262 11,463 34.0 
  
（参考）自己資本 24年3月期第3四半期 11,340百万円 23年3月期 11,318百万円 
  

２．配当の状況 

  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 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無 
  

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）  

  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 143,000 △0.8 240 517.8 240 78.9 140 ― 4 44

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無 
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１．当四半期の連結業績等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 

 

 （訂正前） 

このような環境のなかで、売上高は107,467百万円と3.9％の減収となりました。利益面では、売上高の減収により

売上総利益は5,749百万円と2.2％の減益となりましたが、販売費及び一般管理費が3.7％減の5,482百万円となった

ため、営業利益は266百万円と増益になりました。 

経常利益は97.9％増益の382百万円となりましたが、特別損失に退職給付制度改定損等373百万円を計上した結果、

四半期純損失は50百万円となりました。 

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と経費の節減で補い、売上高は96,494百万円と4.5％の減収となりましたが、前年同期

より59百万円増加の98百万円のセグメント利益となりました。  

 ～後略～ 

  

 （訂正後） 

このような環境のなかで、売上高は107,467百万円と3.9％の減収となりました。利益面では、売上高の減収により

売上総利益は5,749百万円と2.2％の減益となりましたが、販売費及び一般管理費が3.3％減の5,570百万円となった

ため、営業利益は54.5％増益の179百万円となりました。 

経常利益は135.6％増益の294百万円となり、特別利益に退職給付制度改定益等192百万円を計上した結果、四半期

純利益は135百万円となりました。 

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と経費の節減で補い、売上高は96,494百万円と4.5％の減収となりましたが、前年同期

より39百万円増加の10百万円のセグメント利益となりました。  

 ～後略～ 

 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 

（訂正前） 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、売掛債権の増加等により、前連結会計年度末に比べ3,471百万円増の

36,532百万円となりました。有利子負債は、前連結会計年度末に比べ590百万円減の13,780百万円となりました。

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146百万円減の11,634百万円となり、自己資本比率は

31.4％となりました。 

 

（訂正後） 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、売掛債権の増加等により、前連結会計年度末に比べ3,378百万円増の

36,641百万円となりました。有利子負債は、前連結会計年度末に比べ590百万円減の13,780百万円となりました。

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39百万円減の11,503百万円となり、自己資本比率は

30.9％となりました。 
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【訂正箇所：３ページ】 

３．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 

 （訂正前） 

      （単位：百万円） 

      
前連結会計年度 当第３四半期連結会計期間

(平成23年３月31日) (平成23年12月31日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 3,351 3,111

    受取手形及び売掛金 10,080 14,081

    たな卸資産 9,600 8,993

    その他 825 1,045

    貸倒引当金 △420 △412

    流動資産合計 23,438 26,820

  固定資産     

    有形固定資産 4,929 5,030

    無形固定資産 159 208

    投資その他の資産 4,533 4,472

    固定資産合計 9,622 9,711

  資産合計 33,060 36,532

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 4,208 7,979

    短期借入金 14,370 13,780

    未払法人税等 22 32

    賞与引当金 16 6

    その他 721 829

    流動負債合計 19,338 22,628

  固定負債     

    退職給付引当金 834 1,246

    その他 1,106 1,022

    固定負債合計 1,940 2,269

  負債合計 21,279 24,897

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 7,156

    自己株式 △22 △22

    株主資本合計 11,536 11,391

  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 99 79

    その他の包括利益累計額合計 99 79

  少数株主持分 145 163

  純資産合計 11,781 11,634

負債純資産合計 33,060 36,532
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（訂正後） 

       （単位：百万円） 

      
前連結会計年度 当第３四半期連結会計期間

(平成23年３月31日) (平成23年12月31日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 3,351 3,111

    受取手形及び売掛金 10,080 14,081

    たな卸資産 9,600 8,993

    その他 825 1,035

    貸倒引当金 △420 △412

    流動資産合計 23,438 26,809

  固定資産     

    有形固定資産 4,929 5,030

    無形固定資産 159 208

    投資その他の資産 4,735 4,591

    固定資産合計 9,824 9,831

  資産合計 33,262 36,641

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 4,208 7,979

    短期借入金 14,370 13,780

    未払法人税等 22 225

    賞与引当金 16 6

    その他 721 829

    流動負債合計 19,338 22,820

  固定負債     

    退職給付引当金 1,353 1,294

    その他 1,106 1,022

    固定負債合計 2,460 2,316

  負債合計 21,798 25,137

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 6,984 7,025

    自己株式 △22 △22

    株主資本合計 11,218 11,260

  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 99 79

    その他の包括利益累計額合計 99 79

  少数株主持分 145 163

  純資産合計 11,463 11,503

負債純資産合計 33,262 36,641
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【訂正箇所：４ページ】 

（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）  

 

 （訂正前） 

 （単位：百万円） 

    

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 (自 平成23年４月１日 

 至 平成22年12月31日)  至 平成23年12月31日) 

売上高 111,845 107,467

売上原価 105,968 101,718

売上総利益 5,877 5,749

販売費及び一般管理費 5,693 5,482

営業利益 184 266

営業外収益     

  受取利息 24 20

  受取配当金 21 21

  貸倒引当金戻入額 － 103

  その他 23 21

  営業外収益合計 69 167

営業外費用     

  支払利息 60 51

  その他 0 0

  営業外費用合計 60 51

経常利益 193 382

特別利益     

  貸倒引当金戻入額 94 －

  その他 － 0

  特別利益合計 94 0

特別損失     

  貸倒引当金繰入額 451 －

  役員退職慰労金 25 －

  災害による損失 － 6

  退職給付制度改定損 － 367

  その他 17 0

  特別損失合計 494 373

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（△） 
△206 9

法人税等 △79 42

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △126 △32

少数株主利益 6 18

四半期純損失（△） △133 △50
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（訂正後） 

      （単位：百万円） 

    

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 (自 平成23年４月１日 

 至 平成22年12月31日)  至 平成23年12月31日) 

売上高 111,845 107,467

売上原価 105,968 101,718

売上総利益 5,877 5,749

販売費及び一般管理費 5,761 5,570

営業利益 115 179

営業外収益     

  受取利息 24 20

  受取配当金 21 21

  貸倒引当金戻入額 － 103

  その他 23 21

  営業外収益合計 69 167

営業外費用     

  支払利息 60 51

  その他 0 0

  営業外費用合計 60 51

経常利益 125 294

特別利益     

  退職給付制度改定益  － 192

  貸倒引当金戻入額 94 －

  その他 － 0

  特別利益合計 94 192

特別損失     

  貸倒引当金繰入額 451 －

  役員退職慰労金 25 －

  災害による損失 － 6

  その他 17 0

  特別損失合計 494 6

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（△） 
△274 481

法人税等 △122 327

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（△） 
△152 153

少数株主利益 6 18

四半期純利益又は四半期純損失（△） △158 135
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【訂正箇所：５ページ】 

（四半期連結包括利益計算書） 

    （第３四半期連結累計期間）  

 

 （訂正前） 

 （単位：百万円） 

    

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 (自 平成23年４月１日 

 至 平成22年12月31日)  至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △126 △32

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 △29 △19

  その他の包括利益合計 △29 △19

四半期包括利益 △156 △52

（内訳）     

  親会社株主に係る四半期包括利益 △163 △70

  少数株主に係る四半期包括利益 6 18

        

 

（訂正後） 

                                          （単位：百万円） 

    

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 (自 平成23年４月１日 

 至 平成22年12月31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又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△） 
△152 153

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 △29 △19

  その他の包括利益合計 △29 △19

四半期包括利益 △182 134

（内訳）     

  親会社株主に係る四半期包括利益 △188 116

  少数株主に係る四半期包括利益 6 18

          



－ 10 － 

【訂正箇所：６ページ】 

（４）セグメント情報等 

（セグメント情報） 

 

 （訂正前） 

Ⅰ 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） 

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：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 101,034 205 10,605 111,845 － 111,845
セグメント間の内部売上高
又は振替高 1,784 13 1,784 3,581 △3,581 －

計 102,818 219 12,389 115,427 △3,581 111,845

セグメント利益 39 72 72 184 － 184

～注略～  

Ⅱ 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） 

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：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 96,494 193 10,779 107,467 － 107,467
セグメント間の内部売上高
又は振替高 953 13 870 1,836 △1,836 －

計 97,447 206 11,649 109,304 △1,836 107,467

セグメント利益 98 56 112 266 － 266

～注略～  

 

 

 （訂正後） 

Ⅰ 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） 

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 

  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 101,034 205 10,605 111,845 － 111,845
セグメント間の内部売上高
又は振替高 1,784 13 1,784 3,581 △3,581 －

計 102,818 219 12,389 115,427 △3,581 111,845

セグメント利又は損失（△） △28 72 72 115 － 115

  ～注略～ 

Ⅱ 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） 

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 

  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 96,494 193 10,779 107,467 － 107,467
セグメント間の内部売上高
又は振替高 953 13 870 1,836 △1,836 －

計 97,447 206 11,649 109,304 △1,836 107,467

セグメント利益 10 56 112 179 － 179

  ～注略～ 


