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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の新規感染者数の減少等により、

景気の回復へ向け行動制限が緩和されるなど、経済の持ち直しの動きも見られたものの、ロシア・ウクライナ情勢

の長期化により各種資材の調達難をはじめ、資源価格の高騰や円安による輸入価格の上昇等もあり、先行きは不透

明な状況となっております。

当社を取巻く水産物卸売業界においては、輸出関連は円安により順調に推移しているものの、ロシア・ウクライ

ナ情勢により、資源の高騰をはじめとした物流コストの増加や、水産物の輸入減少、資材の値上げなど、仕入コス

トの増加の影響を大きく受けております。また新型コロナウイルス感染症による行動制限は徐々に緩和されました

が、完全回復までには遠く、厳しい業界環境が続いております。

このような状況のもと、当社グループは、業務筋への売上が徐々に回復したことにより、売上高は、13,877百万

円（前年同期売上高13,109百万円）となり、仕入単価の上昇や仕入コストの増加の一部を販売に転嫁できたことも

あり、営業利益は32百万円（前年同期営業利益27百万円）、経常利益は76百万円（前年同期経常利益64百万円）、

親会社株主に帰属する四半期純利益62百万円（前年同期親会社株主に帰属する四半期純利益52百万円）となりまし

た。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の総資産は16,004百万円となり、前連結会計年度末に比べ188百万円増加いたしま

した。流動資産は6,830百万円となり、112百万円増加いたしました。これは、主に棚卸資産が増加したことによる

ものです。固定資産は9,138百万円となり、83百万円増加いたしました。これは主に建設仮勘定の増加によるもの

です。当第１四半期連結会計期間末の負債は10,161百万円となり、前連結会計年度末に比べ160百万円増加いたし

ました。流動負債は4,923百万円となり、272百万円増加いたしました。これは主に短期借入金が増加したことによ

るものです。固定負債は5,238百万円となり、112百万円減少いたしました。これは主に長期借入金の減少によるも

のです。当第１四半期連結会計期間末の純資産は5,842百万円となり、前連結会計年度末に比べ、28百万円増加い

たしました。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の36.8％から36.5％となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては2022年５月13日に公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,251 840

売掛金 3,187 3,353

商品及び製品 1,659 1,964

原材料及び貯蔵品 105 194

その他 539 505

貸倒引当金 △25 △28

流動資産合計 6,718 6,830

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,427 4,390

その他（純額） 2,047 2,109

有形固定資産合計 6,475 6,500

無形固定資産 306 303

投資その他の資産

投資有価証券 1,969 2,032

その他 354 352

貸倒引当金 △50 △50

投資その他の資産合計 2,273 2,335

固定資産合計 9,055 9,138

繰延資産

開業費 41 34

繰延資産合計 41 34

資産合計 15,815 16,004

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,678 2,560

短期借入金 1,216 1,639

未払法人税等 43 15

賞与引当金 71 112

その他 640 595

流動負債合計 4,650 4,923

固定負債

長期借入金 3,899 3,789

繰延税金負債 216 235

退職給付に係る負債 474 480

資産除去債務 287 288

その他 473 445

固定負債合計 5,350 5,238

負債合計 10,001 10,161

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,045 2,045

資本剰余金 992 992

利益剰余金 2,503 2,488

自己株式 △48 △48

株主資本合計 5,493 5,478

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 301 344

繰延ヘッジ損益 △0 -

土地再評価差額金 19 19

その他の包括利益累計額合計 320 364

純資産合計 5,813 5,842

負債純資産合計 15,815 16,004
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

売上高 13,109 13,877

売上原価 12,204 12,972

売上総利益 904 905

販売費及び一般管理費 877 873

営業利益 27 32

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 40 46

貸倒引当金戻入額 0 0

その他 4 4

営業外収益合計 44 50

営業外費用

支払利息 6 5

その他 2 0

営業外費用合計 8 6

経常利益 64 76

税金等調整前四半期純利益 64 76

法人税等 12 14

四半期純利益 52 62

親会社株主に帰属する四半期純利益 52 62

（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１四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

四半期純利益 52 62

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 90 43

繰延ヘッジ損益 0 0

その他の包括利益合計 91 43

四半期包括利益 143 105

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 143 105

非支配株主に係る四半期包括利益 - -

（四半期連結包括利益計算書）

（第１四半期連結累計期間）
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

（連結子会社の決算日変更）

当第１四半期連結会計期間より、築地市川水産株式会社の決算日を２月28日より３月31日に変更しております。

この決算期変更に伴い、同社の2022年３月１日から2022年３月31日までの損益について、利益剰余金の増減とし

て調整しております。

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
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