
 

各 位 

 

（訂正）「平成2

 

平成21年 8月 3日に発表いたしま

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、

 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。 

 

 

- 1 - 

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

 

22年 3月期 第 1四半期決算短信」の一部訂正につ

いたしました「平成22年 3月期 第 1四半期決算短信」の

。 

、＿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 

の記載内容に一部訂正があ

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ページ】 

＜ サマリー情報 ＞ 

（訂正前） 

 

  （百万円未満切捨て）

１．平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％ 

22年3月期第1四半期 36,170 △6.8 27 △43.7 33 △30.8 41 ― 

21年3月期第1四半期 38,813 ― 49 ― 47 ― 2 ― 

  

  
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 

22年3月期第1四半期 1 30 ―  

21年3月期第1四半期 0 09 ―  

  

（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 

22年3月期第1四半期 33,755 12,347 36.1 387 29 

21年3月期 33,324 12,396 36.8 389 19 
  

（参考）自己資本 22年3月期第1四半期 12,261百万円 21年3月期 12,452百万円 

  

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 

21年3月期 ―  ―  ―  5 00 5 00 

22年3月期 ―  

22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（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 

第２四半期（累計） 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 

（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22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％ 

22年3月期第1四半期 36,170 △6.8 11 ― 16 △8.5 31 ― 

21年3月期第1四半期 38,813 ― 19 ― 18 ― △17 ― 

  

  
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 

22年3月期第1四半期 1 00 ―  

21年3月期第1四半期 △0 55 ―  

  

（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 

22年3月期第1四半期 33,909 12,123 35.3 380 17 

21年3月期 33,471 12,181 36.0 382 37 
  

（参考）自己資本 22年3月期第1四半期 11,976百万円 21年3月期 12,046百万円 

  

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 

21年3月期 ―  ―  ―  5 00 5 00 

22年3月期 ―  

22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（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 

第２四半期（累計） 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 

（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：３ページ】 

定性的情報・財務諸表等 

 １．連結経営成績に関する定性的情報 

 

（訂正前） 

 ～前略～ 

 このような状況下で、消費の落ち込み等の影響で売上高は36,170百万円と6.8％の減収になりました。収益面では、

売上総利益率は改善いたしましたが減収を補えず、売上総利益は1,953百万円と3.9％の減益になり、販売費及び一般

管理費は節減に努め2.9％減少の1,925百万円となりましたが、営業利益は27百万円と43.7％の減益になりました。こ

の結果、経常利益は33百万円と30.8％の減益、特別利益に貸倒引当金戻入額を計上し、四半期純利益は41百万円と増

益になりました。 

 事業の種類別セグメントの実績は次のとおりであります。 

① 水産物卸売業 

  取扱高の減少と単価の低下により、売上高は32,830百万円と7.8％の減収になり、13百万円の営業損失となりま

した。 

 ～後略～ 

 

 

（訂正後） 

 ～前略～ 

 このような状況下で、消費の落ち込み等の影響で売上高は36,170百万円と6.8％の減収になりました。収益面では、

売上総利益率は改善いたしましたが減収を補えず、売上総利益は1,953百万円と3.9％の減益になり、販売費及び一般

管理費は節減に努め3.5％減少の1,941百万円となりましたが、営業利益は11百万円と42.9％の減益になりました。こ

の結果、経常利益は16百万円と8.5％の減益、特別利益に貸倒引当金戻入額を計上し、四半期純利益は31百万円と増益

になりました。 

 事業の種類別セグメントの実績は次のとおりであります。 

① 水産物卸売業 

  取扱高の減少と単価の低下により、売上高は32,830百万円と7.8％の減収になり、30百万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】 

５．四半期連結財務諸表 

(１)四半期連結貸借対照表 

(訂正前)  

                                                                             (単位:百万円) 

      

当第１四半期連結会計期間末 前連結会計年度末に係る 

(平成21年６月30日) 要約連結貸借対照表 

  (平成21年３月31日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 3,610 3,341

    受取手形及び売掛金 11,110 12,603

    商品及び製品 10,626 10,683

    原材料及び貯蔵品 84 122

    その他 2,207 1,998

    貸倒引当金 △484 △1,515

    流動資産合計 27,154 27,235

  固定資産     

    有形固定資産 4,906 4,898

    無形固定資産 115 119

    投資その他の資産 1,578 1,070

    固定資産合計 6,600 6,088

  資産合計 33,755 33,324

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 4,216 4,841

    短期借入金 14,150 13,180

    未払法人税等 48 15

    賞与引当金 141 17

    その他 760 781

    流動負債合計 19,316 18,835

  固定負債     

    退職給付引当金 917 927

    その他 1,173 1,164

    固定負債合計 2,090 2,092

  負債合計 21,407 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 7,762 7,879

    自己株式 △21 △21

    株主資本合計 11,997 12,114

  評価・換算差額等     

    その他有価証券評価差額金 203 146

    評価・換算差額等合計 203 146

  少数株主持分 146 135

  純資産合計 12,347 12,396

負債純資産合計 33,755 33,324
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  (訂正後) 

（単位：百万円） 

      

当第１四半期連結会計期間末 前連結会計年度末に係る 

(平成21年６月30日) 要約連結貸借対照表 

  (平成21年３月31日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 3,610 3,341

    受取手形及び売掛金 11,110 12,603

    商品及び製品 10,626 10,683

    原材料及び貯蔵品 84 122

    その他 2,207 1,998

    貸倒引当金 △484 △1,515

    流動資産合計 27,154 27,235

  固定資産     

    有形固定資産 4,906 4,898

    無形固定資産 115 119

    投資その他の資産 1,725 1,217

    固定資産合計 6,748 6,236

  資産合計 33,909 33,471

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 4,216 4,841

    短期借入金 14,150 13,180

    未払法人税等 48 15

    賞与引当金 141 17

    その他 760 781

    流動負債合計 19,316 18,835

  固定負債     

    退職給付引当金 1,296 1,289

    その他 1,173 1,164

    固定負債合計 2,469 2,454

  負債合計 21,786 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 7,538 7,664

    自己株式 △21 △21

    株主資本合計 11,773 11,899

  評価・換算差額等     

    その他有価証券評価差額金 203 146

    評価・換算差額等合計 203 146

  少数株主持分 146 135

  純資産合計 12,123 12,181

負債純資産合計 33,909 33,471
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【訂正箇所：５ページ】 

（２）四半期連結損益計算書 

（第１四半期連結累計期間） 

(訂正前) 

                                                                                 (単位:百万円)  

    

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 (自 平成21年４月１日 

 至 平成20年６月30日)  至 平成21年６月30日) 

売上高 38,813 36,170

売上原価 36,781 34,217

売上総利益 2,032 1,953

販売費及び一般管理費 1,982 1,925

営業利益 49 27

営業外収益     

  受取利息 6 3

  受取配当金 22 16

  その他 6 13

  営業外収益合計 34 33

営業外費用     

  支払利息 34 28

  その他 1 0

  営業外費用合計 36 28

経常利益 47 33

特別利益     

  関係会社株式売却益 19 －

  貸倒引当金戻入額 17 35

  特別利益合計 36 35

特別損失     

  役員退職慰労金 31 －

  特別損失合計 31 －

税金等調整前四半期純利益 52 68

法人税等 37 13

少数株主利益 12 13

四半期純利益 2 41
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(訂正後) 

                                                                                 (単位:百万円)  

    

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 (自 平成21年４月１日 

 至 平成20年６月30日)  至 平成21年６月30日) 

売上高 38,813 36,170

売上原価 36,781 34,217

売上総利益 2,032 1,953

販売費及び一般管理費 2,012 1,941

営業利益 19 11

営業外収益     

  受取利息 6 3

  受取配当金 22 16

  その他 6 13

  営業外収益合計 34 33

営業外費用     

  支払利息 34 28

  その他 1 0

  営業外費用合計 36 28

経常利益 18 16

特別利益     

  関係会社株式売却益 19 －

  貸倒引当金戻入額 17 35

  特別利益合計 36 35

特別損失     

  役員退職慰労金 31 －

  特別損失合計 31 －

税金等調整前四半期純利益 23 51

法人税等 27 6

少数株主利益 12 13

四半期純利益又は四半期純損失（△） △17 31
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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１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 (自 平成21年４月１日 

 至 平成20年６月30日)  至 平成21年６月30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 52 68

  減価償却費 44 44

  貸倒引当金の増減額（△は減少） △17 △35

  受取利息及び受取配当金 △28 △20

  支払利息 34 28

  売上債権の増減額（△は増加） 133 41

  たな卸資産の増減額（△は増加） △686 95

  仕入債務の増減額（△は減少） △779 △625

  関係会社株式売却損益（△は益） △19 －

  その他 95 462

  小計 △1,169 59

  利息及び配当金の受取額 28 20

  利息の支払額 △34 △28

  法人税等の支払額 △329 △49

  営業活動によるキャッシュ・フロー △1,505 2

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 △0 △1

  関係会社株式の売却による収入 112 －

  有形及び無形固定資産の取得による支出 △26 △41

  有形及び無形固定資産の売却による収入 20 1

  短期貸付金の増減額（△は増加） △771 △499

  その他 △1 0

  投資活動によるキャッシュ・フロー △667 △541

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） 2,067 970

  配当金の支払額 △157 △157

  その他 △2 △4

  財務活動によるキャッシュ・フロー 1,907 807

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △265 268

現金及び現金同等物の期首残高 3,853 3,341

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,587 3,610
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(訂正後) 

（単位：百万円） 

    

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 (自 平成21年４月１日 

 至 平成20年６月30日)  至 平成21年６月30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 23 51

  減価償却費 44 44

  貸倒引当金の増減額（△は減少） △17 △35

  受取利息及び受取配当金 △28 △20

  支払利息 34 28

  売上債権の増減額（△は増加） 133 41

  たな卸資産の増減額（△は増加） △686 95

  仕入債務の増減額（△は減少） △779 △625

  関係会社株式売却損益（△は益） △19 －

  その他 125 479

  小計 △1,169 59

  利息及び配当金の受取額 28 20

  利息の支払額 △34 △28

  法人税等の支払額 △329 △49

  営業活動によるキャッシュ・フロー △1,505 2

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 △0 △1

  関係会社株式の売却による収入 112 －

  有形及び無形固定資産の取得による支出 △26 △41

  有形及び無形固定資産の売却による収入 20 1

  短期貸付金の増減額（△は増加） △771 △499

  その他 △1 0

  投資活動によるキャッシュ・フロー △667 △541

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） 2,067 970

  配当金の支払額 △157 △157

  その他 △2 △4

  財務活動によるキャッシュ・フロー 1,907 807

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △265 268

現金及び現金同等物の期首残高 3,853 3,341

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,587 3,610
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【訂正箇所：７ページ】 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

(訂正前)  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30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 
35,626 81 3,105 38,813 － 38,813 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
281 2 373 658 (658) － 

計 35,908 84 3,479 39,471 (658) 38,813 

営業利益又は(損失) (20) 35 34 49 (－) 49 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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 
32,830 75 3,264 36,170 － 36,170 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
369 3 569 943 (943) － 

計 33,200 79 3,834 37,113 (943) 36,170 

営業利益又は(損失) (13) 29 11 27 (－) 27 

 

 

  (訂正後) 

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30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 
35,626 81 3,105 38,813 － 38,813 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
281 2 373 658 (658) － 

計 35,908 84 3,479 39,471 (658) 38,813 

営業利益又は(損失) (50) 35 34 19 (－) 19 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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 
32,830 75 3,264 36,170 － 36,170 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
369 3 569 943 (943) － 

計 33,200 79 3,834 37,113 (943) 36,170 

営業利益又は(損失) (30) 29 11 11 (－) 11 

   


