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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第28期
第２四半期
連結累計期間

第29期
第２四半期
連結累計期間

第28期

会計期間
自平成23年４月１日
至平成23年９月30日

自平成24年４月１日
至平成24年９月30日

自平成23年４月１日
至平成24年３月31日

売上高（千円） 11,990,330 11,484,046 25,342,944

経常利益（千円） 113,379 202,676 831,952

四半期（当期）純利益（千円） 72,268 133,663 421,553

四半期包括利益又は包括利益（千円） △226,022 9,966 409,183

純資産額（千円） 11,889,867 12,244,785 12,520,791

総資産額（千円） 14,377,408 14,598,856 15,559,548

１株当たり四半期（当期）純利益金額

（円）
4.94 9.14 28.83

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 82.7 83.8 80.5

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
140,664 126,845 770,329

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△192,192 309,845 △478,928

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△291,060 △285,187 △292,499

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残

高（千円）
1,306,102 1,800,495 1,658,709

　

回次
第28期
第２四半期
連結会計期間

第29期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自平成23年７月１日
至平成23年９月30日

自平成24年７月１日
至平成24年９月30日

１株当たり四半期純利益金額又は１株当た

り四半期純損失金額（△）（円）
△1.87 0.98

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。

　また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。

（卸売事業）

　株式会社大田魚力は、第１四半期連結会計期間において、新設分割したため新たに連結の範囲に含めております。

　松岡インターナショナル株式会社は、第１四半期連結会計期間において、新たに持分法適用関連会社となりました。

　ＵＫトレーディング株式会社は、当第２四半期連結会計期間において、当社が吸収合併したため連結の範囲より除い

ております。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

(1）業績の状況

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、震災復興関連需要などから国内景気は堅調に推移し緩やかに

持ち直しつつあるものの、欧州債務問題を背景とした円高・株安の長期化、米国の景気停滞や中国を始めとした新

興国の景気減速等により、世界経済の先行きは依然として不透明な状況であります。

　また、有効求人倍率や完全失業率、企業倒産件数など雇用関連の統計指標は改善しつつあるものの、実態としての

雇用・所得環境は依然として厳しい状況が続く中、消費増税や年金問題などによる将来的な生活への不安などが消

費者心理に影響を与え、消費者の低価格志向や日常的な支出への節約志向は根強く、これに対応した小売業界にお

ける企業間の価格競争は恒常化しており、デフレ脱却は遠のくばかりであります。これに加え、魚資源の枯渇化や海

洋環境の変化に伴う漁獲高の減少による魚価の高騰など、経営環境は厳しい状況が続いております。

　このような環境の中、当社グループにおきましては、平成25年３月期から平成27年３月期までの“中期経営計画～

「新生魚力」クリエーションプラン”を策定し、その初年度の経営目標として「改革の断行による新生魚力の創

造」を掲げ、店舗運営体制の改革やマーチャンダイジングの改革等に取り組んでまいりました。

　この間、小売事業で４店舗を出店し、当第２四半期連結会計期間末の店舗数は52店舗となりました。

　また、平成24年６月１日に設立した新会社「株式会社大田魚力」は７月より事業を開始し、事業構造の確立に注力

してまいりました。

　これらの施策の結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は114億84百万円（前年同期比

4.2％減）、営業利益は２億７百万円（前年同期比27.6％増）、経常利益は２億２百万円（前年同期比78.8％増）、

四半期純利益は１億33百万円（前年同期比85.0％増）となりました。

　セグメントの業績は次のとおりであります。

①小売事業

　小売事業におきましては、既存店舗の売上高は、平成24年４月は雨の日も多く天候不順により対前年同期比1.6％

の減少となり、８月～９月中旬までは猛暑の影響で客足が鈍り対前年同期比３～５％の減少で推移いたしました。

しかしながら、他の期間においては概ね前年の売上高を確保するとともに、５月・６月は祝祭日に合わせたイベン

トセール、７月は土用丑の日、９月は決算セールの販売が好調で、いずれも対前年同期に対して２桁以上の伸張とな

り、第２四半期累計では対前年同期比0.4％の減少となりました。

　新店は、平成24年５月に東京スカイツリーに隣接する商業施設に東京ソラマチ店（東京都墨田区）、６月にピー

コックストアニッケコルトンプラザ店内に市川店（千葉県市川市）、９月にＪＲ新浦安駅に隣接するアトレ新浦安

店内に新浦安店（千葉県浦安市）を開店し、地元のお客様から愛される地域一番店をめざして、店づくりに取り組

んでおります。また、寿司テイクアウト専門店は、８月にＪＲ総武線津田沼駅構内の商業施設Ｄｉｌａ津田沼店内に

津田沼店（千葉県習志野市）を開店いたしました。

　一方で、店舗の作業シフトを抜本的に見直し総労働時間の削減を図るとともに、正社員からパート社員への作業移

管を進めることや、残業管理を徹底するなど人件費の適正化に取り組んでまいりました。また、水道光熱費などの管

理可能経費については、水道蛇口への節水コマの全店導入や、水道の使用量抑制等により経費削減を図ってまいり

ました。

　これらの施策の結果、売上高は93億20百万円（前年同期比0.5％減）、営業利益は２億70百万円（前年同期比

13.2％減）となりました。
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②飲食事業

　飲食事業におきましては、外食業界の熾烈な出店競争や価格競争が恒常化する厳しい環境にある中、メニューの抜

本的見直しや、積極的な販促企画の実施等により集客に努めたことが奏功し、既存店の対前年同期比は1.2％の増加

となりました。

　また、前期より取り組んでまいりました店舗運営体制の見直しによる人件費の削減、食材の見直しによる仕入原価

の引き下げを更に進め、収益構造の改革にも取り組んでまいりました。

　これらの施策の結果、売上高は４億48百万円（前年同期比5.6％減）、営業利益は13百万円（前年同期は営業利益

０百万円）となりました。

③卸売事業

　卸売事業におきましては、当社卸売部門では売上高は５億92百万円、営業利益は12百万円を計上しておりますが、

平成24年６月１日に会社分割（簡易新設分割）により設立した株式会社大田魚力に卸売事業を承継いたしました。

その大田魚力は７月より事業を開始し、売上高は３億３百万円、開業費用の計上もあり営業利益は７百万円となり

ました。

　米国子会社ウオリキ・フレッシュ・インクは、売上高を順調に伸ばし対前年同期比15.5％増の７億94百万円にま

で拡大し、営業利益は33百万円となりました。

　なお、平成24年７月１日に吸収合併した子会社のＵＫトレーディング株式会社は、グループ内取引を含めた売上高

は49百万円、営業利益は１百万円となりました。

　これらの施策の結果、グループ全体の卸売事業の売上高は17億14百万円（前年同期比20.2％減）、営業利益は54百

万円（前年同期は営業損失２百万円）となりました。

　

(2）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、18億円となり、前連

結会計年度末と比較して１億41百万円の増加となりました。

　「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、１億26百万円の収入（前年同期は１億40百万円の収入）となりまし

た。主なプラス要因は、売上債権の減少額３億95百万円、税金等調整前四半期純利益１億97百万円、減価償却費１億

60百万円等であり、主なマイナス要因は、法人税等の支払額３億24百万円、仕入債務の減少額２億63百万円等であり

ます。

　「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、３億９百万円の収入（前年同期は１億92百万円の支出）となりまし

た。主な要因は、定期預金の払戻による収入３億円、投資有価証券の売却による収入１億18百万円等であります。

　「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、２億85百万円の支出（前年同期は２億91百万円の支出）となりまし

た。これは配当金の支払額等によるものであります。

　

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

(4）研究開発活動

　該当事項はありません。
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(5）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　当社グループは、強みである鮮魚の仕入力、販売力と経営実績によりつくられた信用力を活かして、総合的な「海

産流通業」をめざすことを基本的な経営戦略としております。

　この実現のために、基幹事業である鮮魚及び寿司の小売事業の事業内容の強化と首都圏及び中京圏を中心とした

店舗網の拡大・整備を図っております。

　飲食事業は魚食に係わるノウハウを充分に活用した寿司飲食店と海鮮居酒屋の２業態の事業構造確立と収益力の

拡大に取り組んでまいります。

　また、卸売事業として国内では鮮魚の仕入力の強さと、培った鮮魚のノウハウを活かし、リテールサポートを付加

した食品スーパーを主とした取引先とする鮮魚卸売事業の拡大を図ってまいります。

　子会社につきましては、世界的な鮮魚の需要の高まりに対応して、グローバルな鮮魚流通を進めている米国におけ

る鮮魚卸売会社ウオリキ・フレッシュ・インクは、引き続き事業の拡大に取り組んでまいります。

　なお、主に海外との魚介類の輸出入及び販売業務を行っておりましたＵＫトレーディング株式会社につきまして

は、輸出入業務における意思決定の迅速化と管理業務の効率化を図るため、平成24年７月１日を効力発生日として

株式会社魚力に吸収合併いたしました。

　また、天然の魚資源の涸渇化に備え養殖魚の安定的調達のため養殖業者との資本・業務提携を行う一方、加工業者

２社と当社との共同出資により合弁会社を新たに設立し、新たな時代のニーズに対応した商品開発や品揃えに対応

してまいります。

　これらの事業を円滑かつ効率的に推進するために東京都中央卸売市場大田市場の仲買鑑札を新たに取得し、市場

での業務を取扱う子会社として平成24年６月に株式会社大田魚力を設立し、グループとしての新しい物流システム

を構築してまいります。また、併せてグループ情報システムのレベルアップを図ってまいります。

　

(6）資本の財源及び資金の流動性についての分析

（資金需要）

　当社グループの運転資金需要の主なものは、当社グループ販売商品の購入の他、販売費及び一般管理費等の営業費

用によるものであります。

　営業費用の主なものは、人件費、店舗賃借料及び店舗運営に関わる費用（包装用品費・運送費・水道光熱費・販売

促進費等）であります。

　設備資金需要のうち主なものは、小売事業、飲食事業の新規店舗・改装店舗に関わる店舗内装・空調・衛生厨房設

備等の販売拠点の拡充・整備によるものと、全社的なＩＴ活用推進を図るための、本社・店舗間のネットワーク構

築やセキュリティ対策等のシステム投資であります。

　

（財務政策）

　当社グループは現在、運転資金及び設備投資資金につきましては、内部資金でまかなうことを基本方針としており

ます。

　従いまして、無借金経営政策を継続しておりますが、借入枠につきましては、金融機関２行との間に合計６億円の

当座貸越契約を締結し、不測の事態に備えております。

　当社グループは、健全な財務状態を継続しつつ、営業活動により得られるキャッシュ・フローから、成長を維持す

るための将来必要な資金を調達することが可能と考えております。
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(7）経営者の問題認識と今後の方針について

　当社グループを取り巻く経営環境は、人口の減少、少子高齢化の進行、生活者の魚離れが喧伝される等、魚食が減少

する状況にあります。また、マグロ問題に代表されるように魚資源の涸渇化の進行や、海外の魚食普及・原油高等に

起因する魚価の高騰、これに加え、震災による原子力発電所の事故を原因とした海洋放射能汚染やその風評被害な

ど、魚を取り巻く環境はより一層厳しくなるものと考えております。

　しかしながら、このような時こそ「良い魚を鮮度良く、より安い価格で提供する」という当社の創業以来の精神を

継続して持ち続け、お客様の支持を絶対的なものとするとともに、日本の伝統文化である魚食の普及に取り組み、経

営基盤をより確固たるものにしたいと考えております。

　現状の課題としては、第１に、小売事業の収益構造の改善が重要と考えております。小売事業は、当社グループの核

事業として売上高及び収益において大きな割合を占めており、当社グループの業績に与える影響が大きいためであ

ります。

　昨今の厳しい雇用状況や所得環境を背景とした消費者の生活防衛意識が高まる中、震災発生以降の消費マインド

の変化や、魚介類への放射能汚染に対する消費者の意識は、今後のライフスタイルや購買行動に大きな変化を与え

ると予測され、これに対応した商品の提供やサービスの向上に努め収益力の強化を図ってまいります。

　一方、社会情勢の変化によりコストアップとなる要素が増えており、これに対し経費の削減策を進めております

が、店舗の運営体制を抜本的に見直し、更なる経費削減に取り組み収益構造の改善に努めてまいります。

　第２に、時代のニーズに対応した商品開発や品揃えが課題となっております。このため、大手養殖業者との資本・

業務提携を行い、従来からの取引に加え西日本を中心とした水産物の調達体制を確保し、幅広い品揃えによるお客

様のニーズに対応してまいります。

　併せて、加工業者２社との共同出資により合弁会社を設立し、「調理済みの煮魚・焼魚」の販売を強化すること

で、顧客の利便性ニーズに対応してまいります。

　第３に、物流ネットワークシステムの再構築を進めてまいります。現状の八王子事業センターを中心とした物流体

制から、今後の小売事業の店舗展開、卸売事業の取り組み、卸売市場や物流業者との連携などを総合的に捉え、新た

な「低温物流ネットワーク」の構築に取り組んでまいります。

　第４に、成長性の確保があげられます。当社は、小売事業・飲食事業においてテナント出店を基本に店舗展開をし

ておりますが、近年、当社がターゲットとする一定の売上が見込めるターミナル駅近隣の商業施設は新規開発が少

なくなっており、既存施設、すなわち現在同業他社が営業している店舗への入替出店が主となっております。そのた

め、既存店舗の活性化や人材の育成により出店候補者としてディベロッパーより指名されるよう努力してまいりま

した。

　また、売上高の小さい出店候補地については引き合いも多く、今後の成長性を確保するためには、売上高が小さい

店舗でも利益が出る収益モデルを作り上げるとともに、都心部を中心とした店舗開発情報の収集に力を入れ、積極

的な物件開発に取り組むことが重要であります。

　併せて、小面積で出店できる店舗形態の寿司テイクアウト専門店については、平成24年８月に４店舗目を出店し、

その事業構造の確立と多店舗展開を視野に入れた新規出店先の開拓を進めてまいります。

　第５に、人材の育成であります。将来の当社を担う経営幹部や店舗管理職の育成は積極的な出店には不可欠であり

ますので、社員教育の充実を図ってまいります。

　また、店舗の重要な戦力となるパート社員については早期戦力化が課題であり、店舗で活用できる教育カリキュラ

ムの開発にも取り組んでまいります。

　第６に、コンプライアンスの遵守、とりわけ「食の安全」につきましては継続してお客様の信用を得ていくことが

重要な課題であり、このための制度の更なる整備、教育の徹底、現場の指導強化を進めてまいります。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 58,480,000

計 58,480,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成24年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年11月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 14,620,000 14,620,000
東京証券取引所

市場第二部
単元株式数100株

計 14,620,000 14,620,000 － －

　

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高

（株）

資本金増減額

（千円）

資本金残高

（千円）

資本準備金増
減額

（千円）

資本準備金残
高

（千円）

平成24年７月１日～

平成24年９月30日
－ 14,620,000 － 1,563,620 － 1,441,946

　

（６）【大株主の状況】

 平成24年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社山桂 東京都昭島市中神町２－22－６ 5,224 35.73

山田　勝弘 東京都昭島市 730 4.99

三上　和美 東京都昭島市 721 4.94

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１－１－５ 400 2.74

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 400 2.74

魚力社員持株会
東京都八王子市石川町2969－５株式会社魚

力内
286 1.96

伊藤　繁則 東京都昭島市 200 1.37

第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町１－13－１ 120 0.82

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内２－１－１ 100 0.68

山田　貴史 東京都昭島市 100 0.68

計 ― 8,282 56.65
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成24年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 100 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 14,618,900 146,189 －

単元未満株式 普通株式 1,000 － －

発行済株式総数 14,620,000 － －

総株主の議決権 － 146,189 －

（注） 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が500株含まれております。また、「議決

権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数５個が含まれております。

②【自己株式等】

 平成24年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

株式会社魚力
東京都八王子市

石川町2969番地５
100 － 100 0.00

計 － 100 － 100 0.00

　

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成24年７月１日から平成

24年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新橋監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,660,873 1,802,150

受取手形及び売掛金 1,854,857 1,449,841

商品及び製品 1,030,460 984,125

原材料及び貯蔵品 17,524 15,855

その他 228,439 216,131

貸倒引当金 △5,242 △6,085

流動資産合計 4,786,912 4,462,019

固定資産

有形固定資産 2,311,603 2,307,209

無形固定資産 366,786 347,675

投資その他の資産

投資有価証券 5,926,389 5,614,760

その他 2,167,855 1,867,191

投資その他の資産合計 8,094,244 7,481,952

固定資産合計 10,772,635 10,136,837

資産合計 15,559,548 14,598,856

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,156,214 887,478

未払法人税等 341,536 30,811

賞与引当金 200,589 226,130

その他 916,588 934,483

流動負債合計 2,614,928 2,078,903

固定負債

退職給付引当金 58,001 84,786

その他 365,827 190,381

固定負債合計 423,828 275,167

負債合計 3,038,756 2,354,071

純資産の部

株主資本

資本金 1,563,620 1,563,620

資本剰余金 1,441,946 1,441,946

利益剰余金 11,160,981 11,002,249

自己株式 △191 △191

株主資本合計 14,166,356 14,007,623

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △603,644 △728,595

土地再評価差額金 △1,039,645 △1,039,645

為替換算調整勘定 △2,275 △4,379

その他の包括利益累計額合計 △1,645,565 △1,772,620

少数株主持分 － 9,781

純資産合計 12,520,791 12,244,785

負債純資産合計 15,559,548 14,598,856
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（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：千円）

前第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)

当第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)

売上高 11,990,330 11,484,046

売上原価 7,155,079 6,778,415

売上総利益 4,835,250 4,705,630

販売費及び一般管理費 ※
 4,672,538

※
 4,498,026

営業利益 162,712 207,604

営業外収益

受取利息 15,023 18,822

受取配当金 21,755 25,173

不動産賃貸料 11,340 11,700

その他 12,297 15,164

営業外収益合計 60,416 70,859

営業外費用

持分法による投資損失 － 1,042

不動産賃貸費用 6,542 6,483

デリバティブ評価損 21,935 11,278

為替差損 81,264 56,360

その他 7 623

営業外費用合計 109,749 75,788

経常利益 113,379 202,676

特別利益

固定資産売却益 1,288 48

投資有価証券売却益 63,186 －

特別利益合計 64,475 48

特別損失

固定資産売却損 － 858

固定資産除却損 5,704 3,108

持分変動損失 － 1,336

特別損失合計 5,704 5,303

税金等調整前四半期純利益 172,149 197,421

法人税、住民税及び事業税 45,436 18,123

法人税等調整額 54,444 42,132

法人税等合計 99,881 60,255

少数株主損益調整前四半期純利益 72,268 137,165

少数株主利益 － 3,501

四半期純利益 72,268 133,663
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【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：千円）

前第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)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純利益 72,268 137,165

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △295,563 △124,951

為替換算調整勘定 △2,727 △2,247

その他の包括利益合計 △298,290 △127,198

四半期包括利益 △226,022 9,966

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △225,886 6,608

少数株主に係る四半期包括利益 △136 3,358
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第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)

当第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)

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 172,149 197,421

減価償却費 143,053 160,199

賞与引当金の増減額（△は減少） 44,340 25,541

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,295 26,784

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,552 929

受取利息及び受取配当金 △36,779 △43,995

為替差損益（△は益） 53,720 35,509

デリバティブ評価損益（△は益） 21,935 11,278

売上債権の増減額（△は増加） △59,227 395,597

たな卸資産の増減額（△は増加） 152,578 30,786

仕入債務の増減額（△は減少） △43,227 △263,783

投資有価証券売却損益（△は益） △63,186 －

その他 2,880 5,448

小計 401,084 581,717

利息及び配当金の受取額 35,645 45,235

役員退職慰労金の支払額 △62,900 △176,100

法人税等の支払額 △233,165 △324,007

営業活動によるキャッシュ・フロー 140,664 126,845

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △196,416 △47,924

定期預金の払戻による収入 1,113 300,000

投資有価証券の売却による収入 238,201 118,810

関係会社株式の取得による支出 － △27,000

貸付金の回収による収入 3,288 49,489

敷金及び保証金の差入による支出 △17,174 △48,875

その他 △221,204 △34,654

投資活動によるキャッシュ・フロー △192,192 309,845

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △290,988 △291,611

その他 △72 6,423

財務活動によるキャッシュ・フロー △291,060 △285,187

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,226 △9,716

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △361,815 141,786

現金及び現金同等物の期首残高 1,667,918 1,658,709

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,306,102

※
 1,800,495
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

(1）連結の範囲の重要な変更

　第１四半期連結会計期間より、株式会社大田魚力は新たに設立したため、連結の範囲に含めております。また、当

第２四半期連結会計期間において、ＵＫトレーディング株式会社は当社が吸収合併したため、連結の範囲から除

外しております。

　

(2）持分法適用の範囲の重要な変更

　第１四半期連結会計期間より、松岡インターナショナル株式会社は合弁会社として新たに設立したため、持分法

適用の範囲に含めております。

　

【会計方針の変更】

（減価償却方法の変更）

　当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

　これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利

益はそれぞれ1,699千円増加しております。

　

【注記事項】

（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

　
前第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）

当第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）

給与手当 1,768,317千円 1,638,363千円

賞与引当金繰入額 231,656千円 226,130千円

退職給付引当金繰入額 38,523千円 59,847千円

賃借料 938,429千円 927,565千円

貸倒引当金繰入額 7,552千円 929千円

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記の

とおりであります。

　
前第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）

当第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）

現金及び預金勘定 1,312,845千円 1,802,150千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △6,743千円 △1,654千円

現金及び現金同等物 1,306,102千円 1,800,495千円

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第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）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年５月６日

取締役会
普通株式 292,398 20 平成23年３月31日平成23年６月30日利益剰余金

　

Ⅱ　当第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）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年５月８日

取締役会
普通株式 292,396 20 平成24年３月31日平成24年６月29日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第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又は損失の金額に関する情報

　 （単位：千円）

　
報告セグメント 調整額

（注）１

四半期連結損
益計算書計上
額（注）２小売事業 飲食事業 卸売事業 計

売上高 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 9,367,112475,7272,147,48911,990,330 － 11,990,330

セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － 332,307332,307△332,307 －

計 9,367,112475,7272,479,79612,322,637△332,30711,990,330

セグメント利益又は損失

（△）
311,364 809 △2,977 309,196△146,483162,712

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△146,483千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用で

あります。その全社費用は、主に総務・財務経理部門等の管理部門に係る費用であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

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24年４月１日　至平成24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

　 （単位：千円）

　
報告セグメント 調整額

（注）１

四半期連結損
益計算書計上
額（注）２小売事業 飲食事業 卸売事業 計

売上高 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 9,320,455448,9281,714,66211,484,046 － 11,484,046

セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － 22,646 22,646△22,646 －

計 9,320,455448,9281,737,30911,506,692△22,64611,484,046

セグメント利益 270,353 13,282 54,827 338,463△130,858207,604

（注）１．セグメント利益の調整額△130,858千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。その全

社費用は、主に総務・財務経理部門等の管理部門に係る費用であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

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。

　

EDINET提出書類

株式会社魚力(E03310)

四半期報告書

16/19



（企業結合等関係）

当第２四半期連結会計期間（自平成24年７月１日　至平成24年９月30日）

共通支配下の取引等

１．取引の概要

(1）対象となった事業の名称及びその事業の内容

事業の名称　卸売事業

事業の内容　魚介類の輸出入業務

(2）企業結合日

平成24年７月１日

(3）企業結合の法的形式

当社を存続会社、ＵＫトレーディング株式会社（当社の連結子会社）を消滅会社とする吸収合併

(4）結合後企業の名称

株式会社魚力

(5）その他取引の概要に関する事項

　ＵＫトレーディング株式会社は、子会社として主に海外との魚介類の輸出入及び販売業務を担ってお

りましたが、輸出入業務における意思決定の迅速化と管理業務の効率化を目的とするとともに、グルー

プとしての経営資源の再配分を図るため、同社を吸収合併することとしました。

　

２．実施した会計処理の概要

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成20年12月26日）に基づ

き、共通支配下の取引として処理しております。

　

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第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）

当第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）

１株当たり四半期純利益金額 ４円94銭 ９円14銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益金額（千円） 72,268 133,663

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ －

普通株式に係る四半期純利益金額

（千円）
72,268 133,663

普通株式の期中平均株式数（株） 14,619,837 14,619,819

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成24年11月12日

株式会社魚力

取締役会　御中

新橋監査法人

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 倉　持　政　義　　印

 業務執行社員  公認会計士 佐々木　裕美子　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社魚力の平

成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成24年７月１日から平成24年

９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー

計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社魚力及び連結子会社の平成24年９月30日現在の財政状態並びに

同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信

じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲には、ＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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