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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 61,270 2.6 156 ― 178 ― 150 ―
25年3月期第2四半期 59,724 △10.6 △1,829 ― △1,818 ― △2,996 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 192百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △3,006百万円 （―％）

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

26年3月期第2四半期 4.77 ―
25年3月期第2四半期 △95.13 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 22,679 6,581 28.2
25年3月期 22,659 6,483 27.8
（参考） 自己資本 26年3月期第2四半期 6,386百万円 25年3月期 6,299百万円

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

25年3月期 ― ― ― 3.00 3.00
26年3月期 ― ―
26年3月期（予想） ― 3.00 3.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 130,000 3.4 320 ― 300 ― 200 ― 6.35



(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（注記事項）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成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。

※  注記事項

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） 26年3月期2Q 31,622,740 株 25年3月期 31,622,740 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 128,739 株 25年3月期 127,427 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 31,494,581 株 25年3月期2Q 31,496,082 株
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（１）経営成績に関する説明

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、取扱額は前年同期に比べ（以下同じ）数量で0.1％、金額で2.6％増加しました。

このような環境の中で、当社の主要事業である水産物卸売セグメントは、数量で2.5％、金額で2.4％の増加とな

り、連結ベースでの売上高は61,270百万円と2.6％の増収となりました。利益面は、前年の冷凍鮭鱒による大きな

損失が解消されたこと及び各事業での収益率が改善されたこと等により、売上総利益は3,426百万円と57.1％の増

益となりました。また、販売費及び一般管理費は、当四半期において貸倒引当金繰入額104百万円の発生がありま

したが、保管料・人件費等の削減により18.6％減少の3,270百万円となったことにより、156百万円の営業利益とな

りました。

この結果、178百万円の経常利益となり、四半期純利益は150百万円となりました。

セグメント別実績は次の通りであります。 

① 水産物卸売

売上高は、54,209百万円と2.5％の増収となり、74百万円のセグメント利益となりました。

② 不動産賃貸

売上高は、125百万円と10.5％の減収となり、セグメント利益は52百万円と6.5％の減益となりました。

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、6,934百万円と3.7％の増収となり、セグメント利益は30百万

円と123.9％の増益となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ（以下同じ）現預金・有形固定資産を圧縮し

たものの棚卸資産・売掛債権が増加し、77百万円増の22,679百万円となりました。有利子負債は310百万円増の

8,150百万円となり、純資産は四半期純利益の計上及び配当金の支払等により98百万円増の6,581百万円となり、自

己資本比率は28.2％（前連結会計年度末27.8％）になりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成25年５月７日に公表しました通期の連結業績予想に変更はありません。

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）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。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）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25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,962 2,322

受取手形及び売掛金 8,446 8,556

たな卸資産 4,647 5,609

その他 229 203

貸倒引当金 △271 △311

流動資産合計 16,014 16,381

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,918 1,682

土地 2,715 2,659

その他（純額） 320 270

有形固定資産合計 4,953 4,612

無形固定資産 348 332

投資その他の資産

投資有価証券 758 818

長期貸付金 2,330 2,330

その他 1,134 1,134

貸倒引当金 △2,880 △2,930

投資その他の資産合計 1,344 1,353

固定資産合計 6,645 6,298

資産合計 22,659 22,679

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,274 5,119

短期借入金 7,840 8,150

未払法人税等 10 39

賞与引当金 9 41

その他 884 593

流動負債合計 14,019 13,943

固定負債

退職給付引当金 1,242 1,233

その他 914 920

固定負債合計 2,157 2,154

負債合計 16,176 16,098



（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

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 1,850 1,905

自己株式 △22 △22

株主資本合計 6,084 6,139

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 215 246

その他の包括利益累計額合計 215 246

少数株主持分 183 194

純資産合計 6,483 6,581

負債純資産合計 22,659 22,679



（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24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

売上高 59,724 61,270

売上原価 57,542 57,843

売上総利益 2,181 3,426

販売費及び一般管理費 4,010 3,270

営業利益又は営業損失（△） △1,829 156

営業外収益

受取利息 5 0

受取配当金 16 17

持分法による投資利益 14 19

その他 7 9

営業外収益合計 44 47

営業外費用

支払利息 31 20

その他 1 4

営業外費用合計 32 25

経常利益又は経常損失（△） △1,818 178

特別利益

固定資産売却益 － 44

特別利益合計 － 44

特別損失

ゴルフ会員権売却損 － 1

固定資産処分損 10 0

ゴルフ会員権評価損 19 －

その他の投資評価損 7 －

その他 0 －

特別損失合計 37 1

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（△）

△1,855 221

法人税等 1,128 59

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（△）

△2,984 161

少数株主利益 11 11

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,996 150



（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24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25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（△）

△2,984 161

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △22 30

その他の包括利益合計 △22 30

四半期包括利益 △3,006 192

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △3,018 181

少数株主に係る四半期包括利益 11 11



該当事項はありません。

該当事項はありません。

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日）

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△1,259百万円は、セグメント間取引消去であります。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日）

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△1,529百万円は、セグメント間取引消去であります。

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

（単位：百万円）

報告セグメント
調整額

（注）

四半期連結

損益計算書

計上額
水産物卸売 不動産賃貸 水産物その他 合計

売上高

外部顧客への売上高 52,894 140 6,689 59,724 － 59,724

セグメント間の内部

売上高又は振替高
615 8 634 1,259 △1,259 －

計 53,510 149 7,323 60,983 △1,259 59,724

セグメント利益又は損

失（△）
△1,898 55 13 △1,829 － △1,829

（単位：百万円）

報告セグメント
調整額

（注）

四半期連結

損益計算書

計上額
水産物卸売 不動産賃貸 水産物その他 合計

売上高

外部顧客への売上高 54,209 125 6,934 61,270 － 61,270

セグメント間の内部

売上高又は振替高
582 8 938 1,529 △1,529 －

計 54,791 134 7,873 62,800 △1,529 61,270

セグメント利益 74 52 30 156 － 156
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