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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）「平成23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23年1月31日に発表いたしました「平成23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。 

 

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23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％ 

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

22年3月期第3四半期 112,948 △5.8 280 △11.2 254 △3.8 186 34.6 

  

  
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 

23年3月期第3四半期 △4 23 ―  

22年3月期第3四半期 5 91 ―  

  

（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 

23年3月期第3四半期 37,109 12,069 32.1 378 40 

22年3月期 35,360 12,386 34.6 388 55 
  

（参考）自己資本 23年3月期第3四半期 11,918百万円 22年3月期 12,239百万円 

  

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 

22年3月期 ―  ―  ―  5 00 5 00 

23年3月期 ―      ―     ―   

23年3月期（予想）      5 00 5 00 

（注）当四半期における配当予想の修正有無 無 

  

３．平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

  （％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 
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 145,000 △2.5 270 15.3 250 10.6 140 14.4 4 44 

（注）当四半期における業績予想の修正有無 無 
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（訂正後） 

 

  （百万円未満切捨て）

１．平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％ 

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

22年3月期第3四半期 112,948 △5.8 230 1.8 204 16.8 156 79.7 

  

  
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 

23年3月期第3四半期 △5 03 ―  

22年3月期第3四半期 4 97 ―  

  

（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 

23年3月期第3四半期 37,326 11,790 31.2 369 53 

22年3月期 35,534 12,132 33.7 380 48 
  

（参考）自己資本 23年3月期第3四半期 11,639百万円 22年3月期 11,985百万円 

  

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 

22年3月期 ―  ―  ―  5 00 5 00 

23年3月期 ―      ―     ―   

23年3月期（予想）      5 00 5 00 

（注）当四半期における配当予想の修正有無 無 

  

３．平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

  （％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 
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 145,000 △2.5 270 15.3 250 10.6 140 14.4 4 44 

（注）当四半期における業績予想の修正有無 無 
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【訂正箇所：２ページ】 

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） 

   ～前略～ 

このような環境のなかで、取扱数量の減少等によって売上高は111,845百万円と1.0％の減収になりました。収益面

では、売上高の減収と売上総利益率の低下により売上総利益は5,877百万円と3.8％の減益になり、物流経費の減少

等により販売費及び一般管理費は2.3％減少の5,693百万円になりましたが、営業利益は184百万円と34.4％の減益

になりました。この結果、経常利益は193百万円と24.1％の減益になり、特別損失に494百万円の貸倒引当金繰入額

等を計上した影響で、133百万円の四半期純損失になりました。 

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 

取扱数量の減少により、売上高は101,034百万円と2.9％の減収になり、セグメント利益も39百万円と66.7％の

減益になりました。 

   ～後略～ 

 

（訂正後） 

   ～前略～ 

このような環境のなかで、取扱数量の減少等によって売上高は111,845百万円と1.0％の減収になりました。収益面

では、売上高の減収と売上総利益率の低下により売上総利益は5,877百万円と3.8％の減益になり、物流経費の減少

等により販売費及び一般管理費は2.0％減少の5,761百万円になりましたが、営業利益は115百万円と49.8％の減益

になりました。この結果、経常利益は125百万円と38.9％の減益になり、特別損失に494百万円の貸倒引当金繰入額

等を計上した影響で、158百万円の四半期純損失になりました。 

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 

取扱数量の減少により、売上高は101,034百万円と2.9％の減収になり、28百万円のセグメント損失になりまし

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、季節的要因の売掛債権・買掛債務・貸付金の増加等があり、前期末比

1,748百万円増の37,109百万円となりました。有利子負債は、前期末比385百万円減の14,668百万円となりました。

純資産は、配当金の支払等により前期末比316百万円減の12,069百万円となり、自己資本比率は32.1％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、季節的要因の売掛債権・買掛債務・貸付金の増加等があり、前期末比

1,791百万円増の37,326百万円となりました。有利子負債は、前期末比385百万円減の14,668百万円となりました。

純資産は、配当金の支払等により前期末比342百万円減の11,790百万円となり、自己資本比率は31.2％となりまし

た。 
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【訂正箇所：４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） 

      

当第３四半期連結会計期間末 前連結会計年度末に係る 

(平成22年12月31日) 要約連結貸借対照表 

  (平成22年3月31日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 2,697 3948

    受取手形及び売掛金 14,738 11,012

    商品及び製品 11,145 12,776

    原材料及び貯蔵品 318 75

    その他 1,908 907

    貸倒引当金 △476 △485

    流動資産合計 30,332 28,235

  固定資産     

    有形固定資産 4,882 4,918

    無形固定資産 167 182

    投資その他の資産 1,727 2,024

    固定資産合計 6,777 7,125

  資産合計 37,109 35,360

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 7,569 4,727

    短期借入金 14,490 14,850

    未払法人税等 21 15

    賞与引当金 5 17

    その他 985 1,345

    流動負債合計 23,071 20,955

  固定負債     

    退職給付引当金 843 832

    その他 1,125 1,186

    固定負債合計 1,968 2,018

  負債合計 25,039 22,974

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 7,553 7,844

    自己株式 △22 △22

    株主資本合計 11,787 12,078

  評価・換算差額等     

    その他有価証券評価差額金 130 160

    評価・換算差額等合計 130 160

  少数株主持分 150 146

  純資産合計 12,069 12,386

負債純資産合計 37,109 35,360



－ 6 － 

 （訂正後） 

                                                             （単位：百万円） 

      

当第３四半期連結会計期間末 前連結会計年度末に係る 

(平成22年12月31日) 要約連結貸借対照表 

  (平成22年3月31日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 2,697 3948

    受取手形及び売掛金 14,738 11,012

    商品及び製品 11,145 12,776

    原材料及び貯蔵品 318 75

    その他 1,951 907

    貸倒引当金 △476 △485

    流動資産合計 30,375 28,235

  固定資産     

    有形固定資産 4,882 4,918

    無形固定資産 167 182

    投資その他の資産 1,901 2,199

    固定資産合計 6,951 7,299

  資産合計 37,326 35,534

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 7,569 4,727

    短期借入金 14,490 14,850

    未払法人税等 21 15

    賞与引当金 5 17

    その他 985 1,345

    流動負債合計 2,3071 20,955

  固定負債     

    退職給付引当金 1,339 1,260

    その他 1,125 1,186

    固定負債合計 2,465 2,446

  負債合計 25,536 23,402

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 7,274 7,590

    自己株式 △22 △22

    株主資本合計 11,508 11,824

  評価・換算差額等     

    その他有価証券評価差額金 130 160

    評価・換算差額等合計 130 160

  少数株主持分 150 146

  純資産合計 11,790 12,132

負債純資産合計 37,326 35,534
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【訂正箇所：５ページ】 

（２）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21年４月１日 (自 平成22年４月１日 

 至 平成21年12月31日)  至 平成22年12月31日) 

売上高 112,948 111,845

売上原価 106,840 105,968

売上総利益 6,108 5,877

販売費及び一般管理費 5,827 5,693

営業利益 280 184

営業外収益     

  受取利息 12 24

  受取配当金 20 21

  その他 23 23

  営業外収益合計 56 69

営業外費用     

  支払利息 81 60

  その他 1 0

  営業外費用合計 82 60

経常利益 254 193

特別利益     

  貸倒引当金戻入額 54 94

  その他 0 －

  特別利益合計 54 94

特別損失     

  貸倒引当金繰入額 － 451

  役員退職慰労金 － 25

  ゴルフ会員権評価損 1 －

  固定資産売却損 0 0

  その他 1 17

  特別損失合計 3 494

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（△） 
305 △206

法人税等 105 △79

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △126

少数株主利益 13 6

四半期純利益又は四半期純損失（△） 186 △133
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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21年４月１日 (自 平成22年４月１日 

 至 平成21年12月31日)  至 平成22年12月31日) 

売上高 112,948 111,845

売上原価 106,840 105,968

売上総利益 6,108 5,877

販売費及び一般管理費 5,877 5,761

営業利益 230 115

営業外収益     

  受取利息 12 24

  受取配当金 20 21

  その他 23 23

  営業外収益合計 56 69

営業外費用     

  支払利息 81 60

  その他 1 0

  営業外費用合計 82 60

経常利益 204 125

特別利益     

  貸倒引当金戻入額 54 94

  その他 0 －

  特別利益合計 54 94

特別損失     

  貸倒引当金繰入額 － 451

  役員退職慰労金 － 25

  ゴルフ会員権評価損 1 －

  固定資産売却損 0 0

  その他 1 17

  特別損失合計 3 494

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（△） 
255 △274

法人税等 85 △122

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △152

少数株主利益 13 6

四半期純利益又は四半期純損失（△） 156 △158
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【訂正箇所：６ページ】 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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21年４月１日 (自 平成22年４月１日 

 至 平成21年12月31日)  至 平成22年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー     

  
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（△） 
305 △206

  減価償却費 138 162

  貸倒引当金の増減額（△は減少） △54 357

  受取利息及び受取配当金 △32 △46

  支払利息 81 60

  売上債権の増減額（△は増加） △3,163 △3,826

  たな卸資産の増減額（△は増加） △2,261 1,388

  仕入債務の増減額（△は減少） 2,385 2,842

  その他 512 △714

  小計 △2,088 16

  利息及び配当金の受取額 32 46

  利息の支払額 △81 △60

  法人税等の支払額 △62 △14

  法人税等の還付額 143 19

  営業活動によるキャッシュ・フロー △2,056 8

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 △1 △8

  有形及び無形固定資産の取得による支出 △88 △127

  有形及び無形固定資産の売却による収入 1 0

  短期貸付金の増減額（△は増加） △807 △579

  その他 1 1

  投資活動によるキャッシュ・フロー △895 △713

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） 2,300 △360

  配当金の支払額 △157 △157

  その他 △10 △28

  財務活動によるキャッシュ・フロー 2,131 △545

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △820 △1,251

現金及び現金同等物の期首残高 3,341 3,948

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,521 2,697
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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21年４月１日 (自 平成22年４月１日 

 至 平成21年12月31日)  至 平成22年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー     

  
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（△） 
255 △274

  減価償却費 138 162

  貸倒引当金の増減額（△は減少） △54 357

  受取利息及び受取配当金 △32 △46

  支払利息 81 60

  売上債権の増減額（△は増加） △3,163 △3,826

  たな卸資産の増減額（△は増加） △2,261 1,388

  仕入債務の増減額（△は減少） 2,385 2,842

  その他 562 △646

  小計 △2,088 16

  利息及び配当金の受取額 32 46

  利息の支払額 △81 △60

  法人税等の支払額 △62 △14

  法人税等の還付額 143 19

  営業活動によるキャッシュ・フロー △2,056 8

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 △1 △8

  有形及び無形固定資産の取得による支出 △88 △127

  有形及び無形固定資産の売却による収入 1 0

  短期貸付金の増減額（△は増加） △807 △579

  その他 1 1

  投資活動によるキャッシュ・フロー △895 △713

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） 2,300 △360

  配当金の支払額 △157 △157

  その他 △10 △28

  財務活動によるキャッシュ・フロー 2,131 △545

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △820 △1,251

現金及び現金同等物の期首残高 3,341 3,948

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,521 2,697
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（５）セグメント情報等 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

（訂正前）  

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12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) 

売上高        

(1) 外部顧客に対する 

売上高 
104,089 225 8,634 112,948 － 112,948 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
1,423 11 1,941 3,376 (3,376) － 

計 105,512 237 10,575 116,325 (3,376) 112,948 

営業利益 117 92 70 280 － 280 

 

（訂正後） 

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12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) 

売上高        

(1) 外部顧客に対する 

売上高 
104,089 225 8,634 112,948 － 112,948 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
1,423 11 1,941 3,376 (3,376) － 

計 105,512 237 10,575 116,325 (3,376) 112,948 

営業利益 67 92 70 230 － 230 

 
 

２．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 
（訂正前） 

当第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） 

  （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～ 

 

（訂正後）  

当第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） 

（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 

セグメント利益又は損失（△） △28 72 72 115 ― 115 

～注略～ 


