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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

24年3月期第2四半期 66,773 △5.2 91 ― 137 ― 13 ―

23年3月期第2四半期 70,459 △2.0 △81 ― △82 ― △351 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 11百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △407百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 0.42 ―

23年3月期第2四半期 △11.17 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 31,004 11,697 37.2
23年3月期 33,060 11,781 35.2

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  11,539百万円 23年3月期  11,635百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

23年3月期 ― ― ― 3.00 3.00
24年3月期 ― ―

24年3月期（予想） ― 3.00 3.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

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 143,000 △0.8 240 517.8 240 78.9 140 ― 4.44



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注） 詳細は、添付資料Ｐ２「２．サマリー情報（その他）に関する事項（１）四半期連結財務諸表に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 31,622,740 株 23年3月期 31,622,740 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 126,031 株 23年3月期 125,615 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 31,497,066 株 23年3月期2Q 31,499,264 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累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、前年同四半期に比べ(以下同じ)数量は減少し、単価は上昇しましたが、取扱金額は減少するという厳しい状況

が継続しております。 

このような環境のなかで、売上高は66,773百万円と5.2%の減収となりました。利益面では売上高の減収はありまし

たが、売上総利益率が改善し、売上総利益は3,733百万円と0.9%の増益となり、販売費及び一般管理費が3.7%減の

3,642百万円となったため、営業利益は91百万円と増益になりました。 

この結果、経常利益は137百万円と増益になり、四半期純利益は13百万円となりました。 

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 

数量の減少を単価の上昇と経費の節減で補い、売上高は59,698百万円と5.9%の減収となりましたが、前年同期よ

り170百万円改善の17百万円のセグメント利益となりました。  

② 不動産賃貸 

賃貸物件の一部に契約条件の変更があったため、売上高は9.2%減収の127百万円となり、セグメント利益も24.2%

減益の39百万円となりました。  

③ 水産物その他 

水産物の冷蔵、加工及び販売を主体に、売上高は6,946百万円と1.1%の増収となり、セグメント利益も69.5%増益

の34百万円になりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、在庫の圧縮・売掛債権の減少等により、前連結会計年度末に比べ2,056

百万円減の31,004百万円となりました。有利子負債は、前連結会計年度末に比べ3,030百万円減の11,340百万円と

なりました。純資産は、配当金の支払等により前連結会計年度末に比べ83百万円減の11,697百万円となり、自己資

本比率は37.2%となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年６月17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。 

  

  

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用については、当第２連結累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。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,351 3,795

受取手形及び売掛金 10,080 8,989

たな卸資産 9,600 7,776

その他 825 1,180

貸倒引当金 △420 △400

流動資産合計 23,438 21,342

固定資産   

有形固定資産 4,929 5,049

無形固定資産 159 148

投資その他の資産 4,533 4,463

固定資産合計 9,622 9,661

資産合計 33,060 31,004

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,208 5,180

短期借入金 14,370 11,340

未払法人税等 22 110

賞与引当金 16 74

その他 721 673

流動負債合計 19,338 17,378

固定負債   

退職給付引当金 834 889

その他 1,106 1,038

固定負債合計 1,940 1,927

負債合計 21,279 19,306

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 7,302 7,220

自己株式 △22 △22

株主資本合計 11,536 11,455

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 99 84

その他の包括利益累計額合計 99 84

少数株主持分 145 158

純資産合計 11,781 11,697

負債純資産合計 33,060 31,004



（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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 70,459 66,773

売上原価 66,759 63,039

売上総利益 3,700 3,733

販売費及び一般管理費 3,781 3,642

営業利益又は営業損失（△） △81 91

営業外収益   

受取利息 11 17

受取配当金 18 16

貸倒引当金戻入額 － 36

その他 9 7

営業外収益合計 39 78

営業外費用   

支払利息 40 32

その他 0 0

営業外費用合計 40 32

経常利益又は経常損失（△） △82 137

特別利益   

貸倒引当金戻入額 39 －

特別利益合計 39 －

特別損失   

貸倒引当金繰入額 451 －

役員退職慰労金 25 －

災害による損失 － 6

その他 16 0

特別損失合計 492 6

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（△）

△535 130

法人税等 △183 105

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△352 25

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 12

四半期純利益又は四半期純損失（△） △351 13



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△352 25

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △55 △14

その他の包括利益合計 △55 △14

四半期包括利益 △407 11

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △407 △1

少数株主に係る四半期包括利益 △0 12



該当事項はありません。 

  

（セグメント情報）  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

１．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 

（注）調整額△2,410百万円は、セグメント間取引消去であります。 

セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。 

２．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。 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

（注）調整額△1,206百万円は、セグメント間取引消去であります。 

セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

２．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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  （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  63,445  141  6,872  70,459 ―  70,459

セグメント間の内部売上高
又は振替高  1,199  8  1,201  2,410  △2,410 ― 

計  64,644  149  8,074  72,869  △2,410  70,459

セグメント利益又は損失（△）  △153  51  20  △81 ―  △81

  （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  59,698  127  6,946  66,773 ―  66,773

セグメント間の内部売上高
又は振替高  578  8  618  1,206  △1,206 ― 

計  60,277  136  7,565  67,979  △1,206  66,773

セグメント利益  17  39  34  91 ―  91

（５）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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