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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33期

第３四半期
連結累計期間

第34期
第３四半期
連結累計期間

第33期

会計期間
自　平成29年３月１日
至　平成29年11月30日

自　平成30年３月１日
至　平成30年11月30日

自　平成29年３月１日
至　平成30年２月28日

売上高 （千円） 9,527,273 9,064,909 13,148,883

経常損失（△） （千円） △183,635 △17,768 △57,371

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純損失(△)
（千円） △250,495 △41,268 △169,235

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △243,435 △55,531 △159,782

純資産額 （千円） 252,390 280,334 336,044

総資産額 （千円） 2,536,614 2,347,144 2,369,133

１株当たり四半期（当期）

純損失金額(△)
（円） △98.09 △16.16 △66.27

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 （％） 9.9 11.9 14.2

 

回次
第33期

第３四半期
連結会計期間

第34期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自　平成29年９月１日
至　平成29年11月30日

自　平成30年９月１日
至　平成30年11月30日

１株当たり四半期純損失金額（△） （円） △39.08 △7.84

（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、消費税等は含まれておりません。

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、１株当たり四半期（当期）純損失金額で

あり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２【事業の内容】

当第３四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、関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　　当第３四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。

　　なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２【経営上の重要な契約等】

当第３四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が判断したものであります。

 

（１）経営成績の分析

当第３四半期連結累計期間(平成30年３月１日から平成30年11月30日まで)におけるわが国経済は、企業収益の

向上や雇用情勢の改善を背景に個人消費の持ち直しなどがあり、緩やかな回復基調で推移しました。一方、経済

の先行きにつきましては、米中貿易摩擦問題や金融資本市場の変動、相次ぐ自然災害の影響があり、依然として

先行きが不透明な状況が続いております。

当社グループが事業の主体をおく水産小売業界においては、食の安心・安全に対する関心が一層高まるととも

に、節約志向・低価格志向がいまだに根強く続いております。他方、水産資源の枯渇や異常気象などによる漁獲

量の減少に加えて、世界的規模の需要増により魚介類の仕入価格は依然として高騰傾向にあります。また、資材

価格や人件費の上昇や人口構造変化による採用難からくる深刻な人手不足の状況が続いております。この消費性

向と仕入環境などにより当社グループを取り巻く経営環境は引き続き厳しい状況で推移いたしました。

このような環境において、当社は収益改善を図るべく、商品開発をはじめとする新しい商品ＭＤの導入や売場

の改善による既存店の強化を実施するとともに、利益確保が見込める優良物件への新規出店（鮮魚３店舗）及び

不採算店舗の撤退（鮮魚２店舗）をいたしました。また、仕入効率化による原価率の低減、従業員１人当りの生

産性向上のための要員見直し等を実施し、人件費及び諸経費の見直しを積極的に推進いたしました。

この結果、当第３四半期連結累計期間における当社の売上高は90億64百万円（前年同四半期比4.9％減）、売

上総利益は37億40百万円（前年同四半期比3.5％減）、営業損失は15百万円（前年同四半期は１億83百万円の営

業損失）、経常損失は17百万円（前年同四半期は１億83百万円の経常損失）、親会社株主に帰属する四半期純損

失は41百万円（前年同四半期は２億50百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失）となりました。

 

セグメント別の業績は次のとおりであります。

（鮮魚事業）

鮮魚事業の売上高は、80億57百万円（前年同四半期比5.6％減）となり、セグメント利益は、２億36百万円（前

年同四半期比33.6％増）となりました。

（飲食事業）

飲食事業の売上高は、７億19百万円（前年同四半期比1.3％減）となり、セグメント利益は、39百万円（前年同

四半期比45.1％増）となりました。

（不動産事業）

不動産事業の売上高は、３億22百万円（前年同四半期比8.2％増）となり、セグメント利益は、31百万円（前年

同四半期比19.3％増）となりました。
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（２）財政状態の分析

（資産）

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ21百万円減少し、23億47百万円となり

ました。このうち、流動資産は前連結会計年度末に比べ１百万円増加して14億13百万円となり、また、固定資産は

前連結会計年度末に比べ23百万円減少して９億33百万円となりました。

（負債）

負債の総額は、前連結会計年度末に比べ33百万円増加し、20億66百万円となりました。このうち、流動負債は前

連結会計年度末に比べ47百万円増加して14億75百万円となり、また、固定負債は前連結会計年度末に比べ13百万円

減少して５億91百万円となりました。

（純資産）

純資産は、前連結会計年度末に比べ55百万円減少し、２億80百万円となりました。

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四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。

 

EDINET提出書類

株式会社魚喜(E03365)

四半期報告書

 4/16



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 5,200,000

計 5,200,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現在

発行数（株）
（平成30年11月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成31年１月11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 2,555,856 2,555,856 東京証券取引所市場第二部
単元株式数

100株

計 2,555,856 2,555,856 ― ―

 

（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30年９月１日～

 平成30年11月30日
― 2,555,856 ― 941,031 ― 1,029,015

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成30年８月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式】

平成30年11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 2,100 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 2,552,100 25,521 －

単元未満株式 普通株式 1,656 － １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数  2,555,856 － －

総株主の議決権  － 25,521 －

 

②【自己株式等】

平成30年11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(％)

株式会社魚喜
神奈川県藤沢市湘南台

２－10－５
2,100 － 2,100 0.08

計 ― 2,100 － 2,100 0.08

 

 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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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３四半期連結会計期間（平成30年９月１日から平

成30年11月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成30年３月１日から平成30年11月30日まで）に係る四半期

連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

なお、新日本有限責任監査法人は平成30年７月１日付をもって名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しており

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30年２月28日)
当第３四半期連結会計期間

(平成30年11月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 611,863 585,972

売掛金 493,285 538,332

商品 135,757 155,473

貯蔵品 13,286 11,990

繰延税金資産 11 112

その他 157,642 121,492

流動資産合計 1,411,848 1,413,372

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 658,637 640,200

減価償却累計額 △502,527 △491,855

建物及び構築物（純額） 156,109 148,345

工具、器具及び備品 878,017 874,763

減価償却累計額 △689,174 △695,871

工具、器具及び備品（純額） 188,843 178,891

土地 389 389

リース資産 21,577 21,577

減価償却累計額 △16,986 △19,382

リース資産（純額） 4,590 2,194

有形固定資産合計 349,933 329,821

無形固定資産   

リース資産 157 82

その他 85,684 89,877

無形固定資産合計 85,841 89,960

投資その他の資産   

投資有価証券 105,185 84,643

敷金及び保証金 374,733 373,682

その他 41,591 55,664

投資その他の資産合計 521,510 513,990

固定資産合計 957,285 933,771

資産合計 2,369,133 2,347,144
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成30年２月28日)
当第３四半期連結会計期間

(平成30年11月30日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 424,168 505,635

短期借入金 ※ 300,000 ※ 250,000

1年内返済予定の長期借入金 253,700 270,148

リース債務 3,615 2,657

未払金 214,044 253,562

未払法人税等 49,047 28,578

賞与引当金 25,408 848

関係会社支援損失引当金 17,700 －

資産除去債務 155 76

その他 140,424 164,223

流動負債合計 1,428,265 1,475,730

固定負債   

長期借入金 461,000 440,945

リース債務 1,868 －

長期預り保証金 82,216 79,716

繰延税金負債 15,831 9,514

関係会社支援損失引当金 － 17,400

資産除去債務 43,181 43,321

負ののれん 727 181

固定負債合計 604,824 591,079

負債合計 2,033,089 2,066,809

純資産の部   

株主資本   

資本金 941,031 941,031

資本剰余金 1,029,015 1,029,015

利益剰余金 △1,664,115 △1,705,384

自己株式 △5,456 △5,634

株主資本合計 300,474 259,027

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 35,570 21,307

その他の包括利益累計額合計 35,570 21,307

純資産合計 336,044 280,334

負債純資産合計 2,369,133 2,347,144
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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３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成29年３月１日
　至　平成29年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成30年３月１日
　至　平成30年11月30日)

売上高 9,527,273 9,064,909

売上原価 5,651,144 5,324,562

売上総利益 3,876,129 3,740,347

販売費及び一般管理費 4,059,206 3,756,273

営業損失（△） △183,077 △15,925

営業外収益   

受取利息 3 5

受取配当金 1,349 1,499

受取手数料 3,055 262

保険差益 － 2,639

負ののれん償却額 545 545

その他 3,338 2,470

営業外収益合計 8,292 7,421

営業外費用   

支払利息 8,684 6,924

リース解約損 － 2,321

その他 165 18

営業外費用合計 8,850 9,264

経常損失（△） △183,635 △17,768

特別利益   

固定資産売却益 459 －

特別利益合計 459 －

特別損失   

固定資産売却損 － 627

固定資産除却損 9,299 498

店舗閉鎖損失 5,000 －

投資有価証券評価損 9,999 －

関係会社支援損失引当金繰入額 19,000 －

特別損失合計 43,299 1,126

税金等調整前四半期純損失（△） △226,475 △18,895

法人税、住民税及び事業税 24,086 22,509

法人税等調整額 △66 △136

法人税等合計 24,019 22,373

四半期純損失（△） △250,495 △41,268

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △250,495 △41,268

 

EDINET提出書類

株式会社魚喜(E03365)

四半期報告書

10/16



【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成29年３月１日
　至　平成29年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成30年３月１日
　至　平成30年11月30日)

四半期純損失（△） △250,495 △41,268

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 7,060 △14,262

その他の包括利益合計 7,060 △14,262

四半期包括利益 △243,435 △55,531

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △243,435 △55,531

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

　該当事項はありません。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

　※　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に

基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成30年２月28日）
当第３四半期連結会計期間
（平成30年11月30日）

当座貸越極度額 980,000千円 980,000千円

借入実行残高 300,000 250,000

差引額 680,000 730,000

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及び負ののれん償却額は、

次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成29年３月１日
至 平成29年11月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成30年３月１日
至 平成30年11月30日）

減価償却費 95,381千円 91,042千円

負ののれん償却額 545 545

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成29年３月１日　至　平成29年11月30日）

配当に関する事項

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成30年３月１日　至　平成30年11月30日）

配当に関する事項

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成29年３月１日　至平成29年11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） 鮮魚事業 飲食事業 不動産事業 計

売上高       

外部顧客への売上高 8,535,199 728,635 263,438 9,527,273 － 9,527,273

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － 34,147 34,147 △34,147 －

計 8,535,199 728,635 297,585 9,561,420 △34,147 9,527,273

セグメント利益 177,110 27,435 26,419 230,965 △414,042 △183,077
 

（注）１．セグメント利益の調整額△414,042千円には、各報告セグメントに配分していない全社費
用△433,046千円等が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない
一般管理費であります。

２．セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業損失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
（固定資産に係る重要な減損損失）
　該当事項はありません。
 
（のれんの金額の重要な変動）
　重要な変動はありません。
 
（重要な負ののれん発生益）
　重要な負ののれん発生益はありません。
 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成30年３月１日　至平成30年11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） 鮮魚事業 飲食事業 不動産事業 計

売上高       

外部顧客への売上高 8,057,567 719,077 288,264 9,064,909 － 9,064,909

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － 33,812 33,812 △33,812 －

計 8,057,567 719,077 322,077 9,098,722 △33,812 9,064,909

セグメント利益 236,658 39,798 31,530 307,987 △323,913 △15,925
 

（注）１．セグメント利益の調整額△323,913千円には、各報告セグメントに配分していない全社費
用△324,405千円等が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない
一般管理費であります。

２．セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業損失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
（固定資産に係る重要な減損損失）
　該当事項はありません。
 
（のれんの金額の重要な変動）
　重要な変動はありません。
 
（重要な負ののれん発生益）
　重要な負ののれん発生益はありません。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成29年３月１日
至　平成29年11月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成30年３月１日
至　平成30年11月30日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △98円09銭 △16円16銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）

（千円）
△250,495 △41,268

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純損失金額(△)（千円）
△250,495 △41,268

普通株式の期中平均株式数（株） 2,553,795 2,553,723

（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、１株当たり四半期純損失金額であり、また、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。

EDINET提出書類

株式会社魚喜(E03365)

四半期報告書

14/16



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31年１月11日

株式会社魚喜

取締役会　御中

 

EY新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 飯　塚　正　貴 印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 飯　田　昌　泰 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喜の

平成30年３月１日から平成31年２月28日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成30年９月１日から平成30年

11月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成30年３月１日から平成30年11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、株式会社魚喜及び連結子会社の平成30年11月30日現在の財政状態及び

同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績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　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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