
１．平成23年3月期第1四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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四半期決算補足説明資料作成の有無：無     

四半期決算説明会開催の有無      ：無     

  （百万円未満切捨て）

（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1四半期  36,497  0.9  10  △62.7  15  △53.7  18  △55.4

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

  
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1四半期  0  58 ―   

22年3月期第1四半期  1  30 ―   

  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1四半期  32,952  12,199  36.7  382  84

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1四半期 12,058百万円 22年3月期 12,239百万円

  
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

  （％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）  71,700  △0.3  40  84.0  40  220.4  20  △50.1  0  63

通期  146,000  △2  330  41.0  300  32.7  160  30.7  5  08



４．その他（詳細は、［添付資料］P2 「２．その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続が実施中です。  

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断

する一定の前提に基づいており、実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。   

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期１Ｑ 31,622,740株 22年3月期 31,622,740株

②  期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 123,098株 22年3月期 121,945株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 31,499,642株 22年3月期１Ｑ 31,503,534株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間における水産物流通業界の状況として、東京都中央卸売市場の水産物取扱状況をみます

と、前年同期に比べ（以下同じ）数量は微増、単価は僅かに低下、その結果、取扱金額はほぼ横ばいという厳しい

状況ながら、減収傾向にやや歯止めがかかったとも思われます。 

このような環境のなかで、低単価商材の数量増加によって売上高は36,497百万円と0.9％の増収となりました。収

益面では、売上総利益率の低下により売上総利益は1,952百万円と微減になり、物流経費の増加等により販売費及

び一般管理費が0.9％増加の1,942百万円となったことにより、営業利益は10百万円と62.7％の減益となりました。

この結果、経常利益は15百万円と53.7％の減益、特別利益に貸倒引当金戻入額、特別損失に役員退職慰労金等を計

上し、四半期純利益は18百万円と55.4％の減益となりました。 

セグメント別の実績は、次の通りであります。 

① 水産物卸売業 

単価の低下と物流経費の増加により、売上高は32,779百万円と0.2％の減収となり、27百万円のセグメント損失

となりました。  

② 不動差異賃貸業 

賃貸オフィスビルを主体に、売上高は74百万円と2.3％の減収となり、セグメント利益も29百万円と1.4％の減収

となりました。  

③ 水産物その他事業  

水産物の冷蔵、加工及び販売を主体に3,643百万円と11.6％の増収になりましたが、セグメント利益は８百万円

と24.1％の減益となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末の総資産は、在庫の圧縮・売掛債権の減少・仕入債務の増加等もあり、前期末比2,407百万円減の

32,952百万円となりました。有利子負債は、前期末比2,250百万円減の12,600百万円となりました。純資産は、配

当金の支払等により前期末比186百万円減の12,199百万円となり、自己資本比率は36.7％となりました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年5月10日に公表いたしました連結業績予想から修正を行っておりません。  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．簡便な会計処理 

① 棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関して収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げ

を行っております。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している有形固定資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間

按分して算定しております。 

③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異の発生状

況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタックス・プラ

ンニングを利用する方法によっております。 

２．特有の会計処理  

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。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

（２）会計処理の原則・手続、表示方法の変更の概要 

１．会計基準等の改定に伴う変更 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号）及び「資産除去

債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号）を適用しております。 

この変更による四半期財務諸表に与える影響はありません。 

２．１．以外の変更 

該当事項はありません。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
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 3,836 3,948

受取手形及び売掛金 10,560 11,012

商品及び製品 10,163 12,776

原材料及び貯蔵品 46 75

その他 1,664 907

貸倒引当金 △400 △485

流動資産合計 25,871 28,235

固定資産   

有形固定資産 4,925 4,918

無形固定資産 173 182

投資その他の資産 1,981 2,024

固定資産合計 7,081 7,125

資産合計 32,952 35,360

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,237 4,727

短期借入金 12,600 14,850

未払法人税等 34 15

賞与引当金 111 17

その他 781 1,345

流動負債合計 18,764 20,955

固定負債   

退職給付引当金 825 832

その他 1,162 1,186

固定負債合計 1,988 2,018

負債合計 20,753 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 7,704 7,844

自己株式 △22 △22

株主資本合計 11,939 12,078

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 119 160

評価・換算差額等合計 119 160

少数株主持分 140 146

純資産合計 12,199 12,386

負債純資産合計 32,952 35,360



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 36,170 36,497

売上原価 34,217 34,545

売上総利益 1,953 1,952

販売費及び一般管理費 1,925 1,942

営業利益 27 10

営業外収益   

受取利息 3 4

受取配当金 16 18

その他 13 3

営業外収益合計 33 25

営業外費用   

支払利息 28 20

その他 0 0

営業外費用合計 28 20

経常利益 33 15

特別利益   

貸倒引当金戻入額 35 53

特別利益合計 35 53

特別損失   

役員退職慰労金 － 25

その他 － 0

特別損失合計 － 25

税金等調整前四半期純利益 68 43

法人税等 13 28

少数株主損益調整前四半期純利益 － 14

少数株主利益又は少数株主損失（△） 13 △4

四半期純利益 41 18



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 68 43

減価償却費 44 53

貸倒引当金の増減額（△は減少） △35 △53

受取利息及び受取配当金 △20 △22

支払利息 28 20

売上債権の増減額（△は増加） 41 415

たな卸資産の増減額（△は増加） 95 2,641

仕入債務の増減額（△は減少） △625 510

その他 462 △377

小計 59 3,231

利息及び配当金の受取額 20 22

利息の支払額 △28 △20

法人税等の支払額 △49 2

営業活動によるキャッシュ・フロー 2 3,236

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 △0

有形及び無形固定資産の取得による支出 △41 △51

有形及び無形固定資産の売却による収入 1 －

短期貸付金の増減額（△は増加） △499 △877

その他 0 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △541 △929

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） 970 △2,250

配当金の支払額 △157 △157

その他 △4 △11

財務活動によるキャッシュ・フロー 807 △2,418

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 268 △112

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 3,610 3,836



該当事項はありません。   

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第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） 

〔所在地別セグメント情報〕 

前第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）  

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

〔海外売上高〕 

前第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） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の

配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社においては本支社別・取り扱い魚種別に、連結子会社においては個社別に報告を受け、包括的な戦略を立案

し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社は、原則として個社別のセグメントから構成されており、「水産物卸売業」、「不動産賃貸業」

及び「水産物その他事業」の３つを報告セグメントとしております。 

「水産物卸売業」は、主として卸売市場における水産物及びその製品の売買並びに販売の受託であります。「不動

産賃貸業」は、不動産(オフィスビル・マンション等)の賃貸であります。「水産物その他事業」は、水産物の冷蔵及

び加工・販売であります。 

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 

当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

（注）セグメント利益の調整額はありません。なお調整額△1,223百万円は、セグメント間取引消去であります。 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。  

該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
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

  （単位：百万円）

  水産物卸売業不動産賃貸業
水産物その他

事業 
合計

調整額 
（注） 

四半期損益計
算書計上額
（注） 

売上高             

外部顧客への売上高  32,779  74  3,643  36,497 ―  36,497

セグメント間の内部売上高
又は振替高  604  4  614  1,223  △1,223 ― 

計  33,384  78  4,258  37,721  △1,223  36,497

セグメント利益又は損失（△）  △27  29  8  10 ―  10

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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