
 

各 位 

 

（訂正）「平成2

 

平成21年 11月 2日に発表いたし

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、

 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

 

22年 3月期 第 2四半期決算短信」の一部訂正につ

いたしました「平成22年 3月期 第 2四半期決算短信」

たします。 

、＿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

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2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 71,880 △6.0 21 △70.0 12 △74.1 40 252.7 

21年3月期第2四半期 76,462 ― 72 ― 48 ― 11 ― 

  

  
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2四半期 1 27 ―  

21年3月期第2四半期 0 36 ―  

  

（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2四半期 34,844 12,296 34.9 385 74 

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2四半期 12,151百万円 21年3月期 12,261百万円 

  

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 146,000 △4.7 420 37.2 380 42.6 240 249.7 7 62 

（注）連結業績予想数値の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2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 71,880 △6.0 △11 ― △20 83.4 21 ― 

21年3月期第2四半期 76,462 ― 12 ― △11 ― △21 ― 

  

  
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2四半期 0 70 ―  

21年3月期第2四半期 △0 67 ―  

  

（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2四半期 34,991 12,063 34.1 378 35 

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2四半期 11,918百万円 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 146,000 △4.7 420 37.2 380 42.6 240 249.7 7 62 

（注）連結業績予想数値の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、売上高は71,880百万円と前第２四半期連結累計期間に比べ（以下同じ）6.0％の減収になりま

した。収益面では、売上高が減少したことにより売上総利益は3,889百万円と3.8％の減益になり、販売費及び一般管

理費は節減に努め2.6％減少の3,867百万円となりましたが、営業利益は21百万円と70.0％の減益、経常利益は12百万

円と74.1％の減益になりました。特別利益に貸倒引当金戻入額を計上したため、四半期純利益は40百万円と252.7％の

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 

  消費の落ち込み等の影響で売上高は65,921百万円と5.5％の減収になり、魚価の低迷により、58百万円の営業損失と

なりました。 

 ～後略～ 

 

 

（訂正後） 

 ～前略～ 

 このような状況下で、売上高は71,880百万円と前第２四半期連結累計期間に比べ（以下同じ）6.0％の減収になりま

した。収益面では、売上高が減少したことにより売上総利益は3,889百万円と3.8％の減益になり、販売費及び一般管

理費は節減に努め1.8％減少の3,900百万円となりましたが、営業利益は11百万円の損失、経常利益は20百万円の損失

となりました。特別利益に貸倒引当金戻入額を計上したため、四半期純利益は21百万円となりました。 

 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 

  消費の落ち込み等の影響で売上高は65,921百万円と5.5％の減収になり、魚価の低迷により、91百万円の営業損失と

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）  

      

  前連結会計年度末に係る 

当第２四半期連結会計期間末 要約連結貸借対照表 

(平成21年９月30日) (平成21年３月31日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 3,617 3,341

    受取手形及び売掛金 10,753 12,603

    商品及び製品 11,998 10,683

    原材料及び貯蔵品 159 122

    その他 2,409 1,998

    貸倒引当金 △459 △1,515

    流動資産合計 28,478 27,235

  固定資産     

    有形固定資産 4,888 4,898

    無形固定資産 112 119

    投資その他の資産 1,363 1,070

    固定資産合計 6,365 6,088

  資産合計 34,844 33,324

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 4,807 4,841

    短期借入金 14,700 13,180

    未払法人税等 56 15

    賞与引当金 77 17

    その他 876 781

    流動負債合計 20,518 18,835

  固定負債     

    退職給付引当金 927 927

    その他 1,100 1,164

    固定負債合計 2,028 2,092

  負債合計 22,547 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 7,761 7,879

    自己株式 △21 △21

    株主資本合計 11,996 12,114

  評価・換算差額等     

    その他有価証券評価差額金 155 146

    評価・換算差額等合計 155 146

  少数株主持分 145 135

  純資産合計 12,296 12,396

負債純資産合計 34,844 33,324
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（訂正後） 

 （単位：百万円） 

      

  前連結会計年度末に係る 

当第２四半期連結会計期間末 要約連結貸借対照表 

(平成21年９月30日) (平成21年３月31日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 3,617 3,341

    受取手形及び売掛金 10,753 12,603

    商品及び製品 11,998 10,683

    原材料及び貯蔵品 159 122

    その他 2,409 1,998

    貸倒引当金 △459 △1,515

    流動資産合計 28,478 27,235

  固定資産     

    有形固定資産 4,888 4,898

    無形固定資産 112 119

    投資その他の資産 1,511 1,217

    固定資産合計 6,512 6,236

  資産合計 34,991 33,471

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 4,807 4,841

    短期借入金 14,700 13,180

    未払法人税等 41 15

    賞与引当金 77 17

    その他 876 781

    流動負債合計 20,503 18,835

  固定負債     

    退職給付引当金 1,323 1,289

    その他 1,100 1,164

    固定負債合計 2,424 2,454

  負債合計 22,927 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 7,528 7,664

    自己株式 △21 △21

    株主資本合計 11,763 11,899

  評価・換算差額等     

    その他有価証券評価差額金 155 146

    評価・換算差額等合計 155 146

  少数株主持分 145 135

  純資産合計 12,063 12,181

負債純資産合計 34,991 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２四半期連結累計期間） 

（訂正前） 

（単位：百万円）  

    

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 (自 平成21年４月１日 

 至 平成20年９月30日)  至 平成21年９月30日) 

売上高 76,462 71,880

売上原価 72,419 67,990

売上総利益 4,043 3,889

販売費及び一般管理費 3,970 3,867

営業利益 72 21

営業外収益     

  受取利息 12 9

  受取配当金 22 16

  その他 8 20

  営業外収益合計 43 46

営業外費用     

  支払利息 65 54

  その他 2 1

  営業外費用合計 67 55

経常利益 48 12

特別利益     

  関係会社株式売却益 63 －

  貸倒引当金戻入額 24 54

  その他 － 0

  特別利益合計 87 54

特別損失     

  役員退職慰労金 34 －

  固定資産売却損 － 0

  その他 － 0

  特別損失合計 34 0

税金等調整前四半期純利益 101 66

法人税等 72 14

少数株主利益 17 12

四半期純利益 11 40
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（訂正後）  

（単位：百万円） 

    

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 (自 平成21年４月１日 

 至 平成20年９月30日)  至 平成21年９月30日) 

売上高 76,462 71,880

売上原価 72,419 67,990

売上総利益 4,043 3,889

販売費及び一般管理費 4,030 3,900

営業利益又は営業損失（△） 12 △11

営業外収益     

  受取利息 12 9

  受取配当金 22 16

  その他 8 20

  営業外収益合計 43 46

営業外費用     

  支払利息 65 54

  その他 2 1

  営業外費用合計 67 55

経常損失（△） △11 △20

特別利益     

  関係会社株式売却益 63 －

  貸倒引当金戻入額 24 54

  その他 － 0

  特別利益合計 87 54

特別損失     

  役員退職慰労金 34 －

  固定資産売却損 － 0

  その他 － 0

  特別損失合計 34 0

税金等調整前四半期純利益 41 33

法人税等 45 △0

少数株主利益 17 12

四半期純利益又は四半期純損失（△） △21 21
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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２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 (自 平成21年４月１日 

 至 平成20年９月30日)  至 平成21年９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 101 66

  減価償却費 87 91

  貸倒引当金の増減額（△は減少） △33 △54

  受取利息及び受取配当金 △34 △25

  支払利息 65 54

  売上債権の増減額（△は増加） 272 568

  たな卸資産の増減額（△は増加） △398 △1,351

  仕入債務の増減額（△は減少） △1,046 △33

  関係会社株式売却損益（△は益） △63 －

  その他 138 415

  小計 △911 △269

  利息及び配当金の受取額 34 25

  利息の支払額 △65 △54

  法人税等の支払額 △389 △38

  法人税等の還付額 － 143

  営業活動によるキャッシュ・フロー △1,332 △193

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 △11 △1

  関係会社株式の売却による収入 312 －

  有形及び無形固定資産の取得による支出 △38 △67

  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） △752 △820

  その他 66 2

  投資活動によるキャッシュ・フロー △403 △885

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） 1,455 1,520

  配当金の支払額 △157 △157

  その他 △3 △7

  財務活動によるキャッシュ・フロー 1,294 1,354

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △441 275

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 3,411 3,617
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（訂正後） 

（単位：百万円） 

    

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 (自 平成21年４月１日 

 至 平成20年９月30日)  至 平成21年９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 41 33

  減価償却費 87 91

  貸倒引当金の増減額（△は減少） △33 △54

  受取利息及び受取配当金 △34 △25

  支払利息 65 54

  売上債権の増減額（△は増加） 272 568

  たな卸資産の増減額（△は増加） △398 △1,351

  仕入債務の増減額（△は減少） △1,046 △33

  関係会社株式売却損益（△は益） △63 －

  その他 197 448

  小計 △911 △269

  利息及び配当金の受取額 34 25

  利息の支払額 △65 △54

  法人税等の支払額 △389 △38

  法人税等の還付額 － 143

  営業活動によるキャッシュ・フロー △1,332 △193

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 △11 △1

  関係会社株式の売却による収入 312 －

  有形及び無形固定資産の取得による支出 △38 △67

  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） △752 △820

  その他 66 2

  投資活動によるキャッシュ・フロー △403 △885

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） 1,455 1,520

  配当金の支払額 △157 △157

  その他 △3 △7

  財務活動によるキャッシュ・フロー 1,294 1,354

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △441 275

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 3,411 3,617
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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２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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 
69,755 163 6,543 76,462 － 76,462 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
585 4 732 1,323 (1,323) － 

計 70,341 168 7,275 77,785 (1,323) 76,462 

営業利益又は(損失) (45) 76 40 72 (－) 72 

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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 
65,921 151 5,808 71,880 － 71,880 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
791 7 1,232 2,032 (2,032) － 

計 66,712 159 7,040 73,912 (2,032) 71,880 

営業利益又は(損失) (58) 61 18 21 (－) 21 

 

 

（訂正後） 

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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 
69,755 163 6,543 76,462 － 76,462 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
585 4 732 1,323 (1,323) － 

計 70,341 168 7,275 77,785 (1,323) 76,462 

営業利益又は(損失) (104) 76 40 12 (－) 12 

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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 
65,921 151 5,808 71,880 － 71,880 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
791 7 1,232 2,032 (2,032) － 

計 66,712 159 7,040 73,912 (2,032) 71,880 

営業利益又は(損失) (91) 61 18 (11) (－) (11) 

 


