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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 20,862 22.7 184 166.0 230 74.0 97 41.1
23年3月期第2四半期 16,996 △5.1 69 △40.3 132 △21.3 69 △25.3

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 120百万円 （52.6％） 23年3月期第2四半期 78百万円 （―％）

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 1.17 ―

23年3月期第2四半期 0.83 ―

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

24年3月期第2四半期 12,700 5,362 40.6 61.54
23年3月期 12,534 5,414 41.7 62.38

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  5,153百万円 23年3月期  5,224百万円

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 ― ― ― 2.00 2.00
24年3月期 ― ―

24年3月期（予想） ― 2.00 2.00

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  ：  有  
 

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 42,000 16.7 340 131.6 430 70.9 240 94.7 2.87



(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３ページ「サマリー情報（その他）に関する事項」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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続きが実施中です。 

※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実績予想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
績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算
短信(添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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 83,790,000 株 23年3月期 83,790,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 41,550 株 23年3月期 40,779 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 83,748,719 株 23年3月期2Q 83,750,158 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のわが国経済は、東日本大震災の影響による国内企業生産の大幅な減少等から着実に

回復しつつありますが、欧米経済の景気後退懸念や急激な円高の定着等により、景気の先行きは依然不透明な状況

が続いております。 

 水産・食品業界におきましても、震災の影響から、個人消費の面でより一層生活防衛意識が高まり、消費者の節

約志向が続く厳しい経営環境にありました。 

 このような厳しい状況のなかで、当社グループは、顧客ニーズへの迅速な対応や、冷蔵保管機能、水産卸機能や

リテールサポート機能を相互に融合して協働させることにより、収益の確保に努めて参りました。その結果、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208億62百万円（前年同期比38億66百万円増）、営業利益

１億84百万円（前年同期比１億15万円増）、経常利益２億30百万円（前年同期比97百万円増）、四半期純利益は97

百万円（前年同期比28百万円増）となりました。 

 なお、セグメントの業績は次のとおりであります。 

① 冷蔵倉庫事業セグメント 

 冷蔵倉庫事業セグメントは、豊海第三冷蔵庫の超低温庫およびチルド庫が稼働したことによる庫腹の増加、さら

に在庫量の増加に伴う保管料収入が増加したこと等により売上高は20億17百万円（前年同期比２億６百万円増）と

なり、営業利益は83百万円（前年同期比47百万円増）になりました。 

② 水産物卸売事業セグメント 

 水産物卸売事業セグメントは、水産食材卸売部門の取扱数量が減少しましたが、主要商材のエビ、カニなどの販

売単価がアップしたこと、また、リテールサポート部門の既存顧客の店舗数拡大や新規顧客の獲得などもあり、売

上高は188億45百万円（前年同期比36億60百万円増）となりました。売上総利益率は前年同期と比べると若干低下

したものの、売上高の拡大による売上総利益増大により営業利益は１億１百万円（前年同期比79百万円増）になり

ました。 

 セグメントの業績の詳細については、「４．四半期連結財務諸表 （５）セグメント情報等」をご参照下さい。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  ① 資産、負債及び純資産の状況 

 (a) 資産の部 

   当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前期末比１億66百万円増加し、127億円となりました。 

   流動資産は、たな卸資産の増加等により前期末比69百万円増加の52億53百万円となりました。 

   固定資産については、冷蔵倉庫事業セグメントの設備投資により、前期末比96百万円増加し、74億47百万円

となりました。 

 (b) 負債の部 

   当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前期末比２億17百万円増加し、73億37百万円となりました。 

   流動負債は、関係会社短期借入金の増加等により、前期末比３億82百万円増加の52億69百万円となりまし

た。 

   固定負債は、長期借入金の返済等により、前期末比１億64百万円減少し、20億67百万円となりました。 

 (c) 純資産の部 

   当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、第２四半期累計期間純利益が97百万円となったものの、株主

  配当金の支払１億67百万円等により前期末比51百万円減少の53億62百万円となりました。  

  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連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、６億42百万

円となり、前連結会計年度末に比べ１億74千百万円減少いたしました。当第２四半期連結累計期間における各キ

ャッシュ・フローの状況は次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は85百万円（前年同期は１億51百万円の使用）となりました。これは主にたな卸

資産の増加、仕入債務の減少等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は２億２百万円（前年同期は５億７百万円の使用）となりました。これは主に有

形固定資産の取得や維持更新によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果獲得した資金は１億13百万円（前年同期は２億38百万円の獲得）となりました。これは主に短

期借入金の増加による収入があったことによるものです。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年５月12日に公表しました通期の連結業績予想数値につきましては、本日（平成23年10月31日）発表の

「業績予想の修正に関するお知らせ」にて修正致しました。当該業績予想の修正の詳細につきましては本日発表の

「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

（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 

① 固定資産の減価償却の方法 

 連結会計年度に係る減価償却の額を期間按分して算定しております。 

② 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものから変動がないと認められるため、前連結会計年度において 

用いた一般債権の貸倒実績率を使用しております。 

③ 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もり、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。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（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 340 184

受取手形及び売掛金 2,815 2,948

商品及び製品 1,152 1,407

原材料及び貯蔵品 11 10

関係会社預け金 635 467

繰延税金資産 130 130

その他 113 120

貸倒引当金 △16 △16

流動資産合計 5,183 5,253

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 11,077 11,363

減価償却累計額 △6,525 △6,710

建物及び構築物（純額） 4,551 4,653

機械装置及び運搬具 2,874 2,964

減価償却累計額 △1,997 △2,089

機械装置及び運搬具（純額） 877 874

工具、器具及び備品 227 238

減価償却累計額 △164 △175

工具、器具及び備品（純額） 62 62

リース資産 213 273

減価償却累計額 △71 △97

リース資産（純額） 141 176

土地 1,166 1,166

建設仮勘定 40 1

有形固定資産合計 6,839 6,934

無形固定資産 168 169

投資その他の資産   

投資有価証券 81 80

長期貸付金 7 6

繰延税金資産 117 118

その他 136 137

投資その他の資産合計 342 343

固定資産合計 7,350 7,447

資産合計 12,534 12,700
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,968 2,765

1年内返済予定の長期借入金 309 272

1年内返済予定の関係会社長期借入金 130 130

関係会社短期借入金 760 1,300

リース債務 42 52

未払法人税等 53 115

賞与引当金 72 86

役員賞与引当金 8 －

その他 541 547

流動負債合計 4,887 5,269

固定負債   

長期借入金 487 358

関係会社長期借入金 249 184

退職給付引当金 886 892

役員退職慰労引当金 99 116

本社移転損失引当金 147 147

長期預り保証金 6 6

負ののれん 256 238

リース債務 99 123

固定負債合計 2,232 2,067

負債合計 7,120 7,337

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,485 2,485

資本剰余金 1,222 1,222

利益剰余金 1,517 1,447

自己株式 △1 △1

株主資本合計 5,223 5,153

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 0 0

その他の包括利益累計額合計 0 0

少数株主持分 190 209

純資産合計 5,414 5,362

負債純資産合計 12,534 12,700
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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：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 16,996 20,862

売上原価 15,510 19,154

売上総利益 1,486 1,708

販売費及び一般管理費 1,416 1,523

営業利益 69 184

営業外収益   

受取利息 0 1

受取配当金 1 1

負ののれん償却額 18 18

雑収入 57 38

営業外収益合計 77 59

営業外費用   

支払利息 12 14

雑支出 1 0

営業外費用合計 14 14

経常利益 132 230

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2 －

特別利益合計 2 －

特別損失   

前期損益修正損 7 －

固定資産除却損 0 0

特別損失合計 7 0

税金等調整前四半期純利益 127 229

法人税等 47 109

少数株主損益調整前四半期純利益 80 120

少数株主利益 11 22

四半期純利益 69 97
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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：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 80 120

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1 △0

その他の包括利益合計 △1 △0

四半期包括利益 78 120

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 67 97

少数株主に係る四半期包括利益 11 22
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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 127 229

減価償却費 273 322

有形固定資産除却損 0 0

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8 6

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2 16

賞与引当金の増減額（△は減少） 14 13

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8 △8

受取利息及び受取配当金 △2 △2

支払利息 12 14

負ののれん償却額 △18 △18

売上債権の増減額（△は増加） 98 △132

たな卸資産の増減額（△は増加） △299 △253

仕入債務の増減額（△は減少） △221 △203

未払消費税等の増減額（△は減少） 6 △45

未収消費税等の増減額（△は増加） 20 －

その他 △118 △63

小計 △105 △124

利息及び配当金の受取額 2 2

利息の支払額 △10 △10

法人税等の支払額 △36 47

営業活動によるキャッシュ・フロー △151 △85

投資活動によるキャッシュ・フロー   

関係会社預け金の増減額（△は増加） 200 150

有形固定資産の取得による支出 △716 △350

無形固定資産の取得による支出 － △5

長期貸付金の回収による収入 0 0

短期貸付金の回収による収入 10 0

差入保証金の差入による支出 － △4

差入保証金の回収による収入 － 2

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

預り保証金の返還による支出 △3 △1

預り保証金の受入による収入 1 6

投資活動によるキャッシュ・フロー △507 △202
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（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 850 1,250

短期借入金の返済による支出 △200 △710

長期借入金の返済による支出 △232 △231

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △167 △167

少数株主への配当金の支払額 △4 △4

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △7 △23

財務活動によるキャッシュ・フロー 238 113

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △420 △174

現金及び現金同等物の期首残高 824 816

現金及び現金同等物の四半期末残高 404 642
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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22年４月１日 至平成22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 

                                        （単位：百万円） 

（注）１．セグメント利益の調整額の内訳は、セグメント間取引消去11百万円及び各報告セグメントに配分してい

ない全社費用の額0百万円である。 

   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いる。  

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） 

 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：百万円） 

（注）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致している。 

  

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）セグメント情報等

  

報告セグメント

合計 調整額（注）１ 
四半期連結損益
計算書計上額 
（注）２  冷蔵倉庫事業 水産物卸売事業

売上高           

外部顧客への売上高 1,811 15,185 16,996 - 16,996

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
30 9 40 △40 - 

計 1,842 15,194 17,036 △40 16,996

セグメント利益 35 21 57 12 69

  

報告セグメント

合計 調整額  
四半期連結損益
計算書計上額 

(注)  冷蔵倉庫事業 水産物卸売事業

売上高           

外部顧客への売上高 2,017 18,845 20,862 - 20,862

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
43 9 52 △52 -

計 2,060 18,854 20,915 △52 20,862

セグメント利益 83 101 184 - 184

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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