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1.  平成22年2月期第3四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年11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 ％

22年2月期第3四半期 11,069 ― △171 ― △195 ― △247 ―
21年2月期第3四半期 12,036 △11.2 △50 ― △85 ― △153 ―

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

22年2月期第3四半期 △19.40 ―
21年2月期第3四半期 △12.03 ―

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

22年2月期第3四半期 2,902 433 14.9 33.93
21年2月期 3,475 678 19.5 53.14

（参考） 自己資本   22年2月期第3四半期  433百万円 21年2月期  678百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
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

21年2月期 ― ― ― 0.00 0.00
22年2月期 ― ― ―
22年2月期 

（予想）
0.00 0.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 15,197 △7.0 △42 ― △72 ― △196 ― △15.35
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4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（1）業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在にお
ける仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の背景などにつきましては、
４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。なお、平成21年４月15日に公表いたしました平成22年２月
期（平成21年３月１日～平成22年２月28日）連結業績予想及び個別業績予想を、平成22年１月13日に公表しております「業績予想の修正に関するお知ら
せ」により変更しております。 
 
（2）当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期第3四半期 12,779,280株 21年2月期  12,779,280株
② 期末自己株式数 22年2月期第3四半期  8,659株 21年2月期  7,959株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第3四半期 12,770,754株 21年2月期第3四半期 12,771,560株
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当第３四半期累計期間（平成21年３月１日～平成21年11月30日）における国内経済は、政府が公式にデフレ宣言を

したように景気は悪化の一途を辿り、折からのドバイショックと円高も重なり、デフレによる物価の下落は企業収益

を一層低下させ、更なる雇用と所得の減少を招き、経済を疲弊させる悪循環が現実のものとなっております。 

  

現在の景気対策に加えて、低下した日本経済の体温を高める追加景気対策等がなければ、産業界は利幅と体力を削

って価格を下げる消耗戦に突入し、40兆円超ともいわれる需給ギャップは更に拡大し、日本経済は為替と株価に先導

される形で早晩二番底を迎える事になると推測されています。 

  

当社グループが事業の主体をおく生鮮食品小売業界におきましては、個人消費の急激な冷え込みに加え、可処分所

得が減少した消費者がより一層節約志向を強めたため、高額・高収益商品は振るわず全般的に廉価販売を強いられ、

近年にない極めて厳しい経営環境にありました。 

  

このような状況において、当第３四半期連結累計期間の当社グループの売上高は、新規市場獲得のための５ヶ店の

出店と収益構造の改善を図るべく３ヶ店の不採算店の撤退を進めてまいりましたが、デフレの進行等による景気の先

行き不安に伴う需要の減少は極めて大きく110億69百万円（前年同四半期比8.0％減）となりました。 

  

利益面におきましては、退店による経費負担の軽減と人件費等の固定費の大幅な削減を実施しましたが、売上総利

益の減少額を補いきれず、営業損失は１億71百万円（前年同四半期は50百万円の営業損失）、経常損失は１億95百万

円（前年同四半期は85百万円の経常損失）、四半期純損失は２億47百万円（前年同四半期は１億53百万円の四半期純

損失）となりました。 

  

なお、「連結経営成績に関する定性的情報」における前年同四半期比増減率等につきましては、参考として記載し

ております。  

   

  

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、29億２百万円と前連結会計年度末に比べ５億72百万円の減少とな

りました。 

流動資産は17億５百万円と前連結会計年度末に比べ５億24百万円の減少となり、また、固定資産は11億96百万円と

前連結会計年度末に比べ48百万円の減少となりました。 

流動資産の減少の主な要因は、現金及び預金の減少４億58百万円等によるものです。 

  

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末における負債の総額は、24億69百万円と前連結会計年度末に比べ３億27百万円の減少

となりました。 

流動負債は16億96百万円と前連結会計年度末に比べ１億67百万円の減少となり、また、固定負債は７億73百万円と

前連結会計年度末に比べ１億59百万円の減少となりました。 

流動負債の減少の主な要因は、買掛金の減少２億98百万円等によるものです。 

  

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、４億33百万円と前連結会計年度末に比べ２億45百万円の減少とな

りました。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報
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当社グループの事業の主体となる生鮮食品小売業界におきましては、デフレが進行してゆく経済環境の中で、可処

分所得が減少している消費者はより一層節約志向を高めると推測され、今後、鮮魚事業を中心として極めて厳しい経

済環境で推移するものと予想されます。 

  

当社グループの通期の連結業績予想につきましては、年末・年始に季節的な需要増加が見込まれますが、今年の需

要増加は例年と比べて低いと想定され、連結ベースの売上高は対前期比7.0％減少の151億97百万円、営業損失は42百

万円（前期は１億59百万円の営業利益）、経常損失は72百万円（前期は１億16百万円の経常利益）、当期純損失は１

億96百万円（前期は12百万円の当期純利益）となる見込みです。 

なお、出店は８ヶ店、退店は５ヶ店程度を見込んでおります。 

（上記連結業績予想は、平成21年４月15日開示の内容から下方修正しております。） 

  

（注）業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社グループで判断したものであります。予想

には様々な不確実要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がありますので、この

業績予想に全面的に依拠して投資等の判断を行なうことは差し控えて下さい。 

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

１． 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

２．棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、本部商材は主として移動平均法による原価法、

店舗商材は 終仕入原価法による原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産

の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）が適用されたことに伴い、本

部商材は主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法）により算定し、また、店舗商材は 終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

なお、この変更による損益に与える影響はありません。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）期中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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 846,026 1,304,546

売掛金 617,562 687,154

商品 103,071 77,773

貯蔵品 10,037 11,835

その他 129,851 149,422

貸倒引当金 △580 △671

流動資産合計 1,705,969 2,230,062

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 897,890 897,238

減価償却累計額 △630,766 △630,799

建物及び構築物（純額） 267,123 266,439

工具、器具及び備品 1,267,094 1,371,866

減価償却累計額 △1,104,049 △1,208,351

工具、器具及び備品（純額） 163,045 163,514

土地 389 389

その他 4,264 －

有形固定資産合計 434,823 430,343

無形固定資産 30,558 36,805

投資その他の資産   

投資有価証券 61,135 59,023

敷金及び保証金 639,051 679,787

その他 33,378 41,537

貸倒引当金 △2,356 △2,356

投資その他の資産合計 731,207 777,991

固定資産合計 1,196,589 1,245,140

資産合計 2,902,558 3,475,203
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 559,446 858,409

短期借入金 450,000 300,000

1年内返済予定の長期借入金 192,000 192,000

未払金 196,142 173,445

未払法人税等 33,646 47,719

賞与引当金 31,515 28,334

その他 233,481 263,724

流動負債合計 1,696,232 1,863,633

固定負債   

長期借入金 580,000 724,000

長期預り保証金 185,555 201,608

繰延税金負債 775 －

負ののれん 6,727 7,273

固定負債合計 773,059 932,881

負債合計 2,469,291 2,796,514

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 △1,532,623 △1,284,883

自己株式 △5,298 △5,194

株主資本合計 432,124 679,968

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,143 △1,279

評価・換算差額等合計 1,143 △1,279

純資産合計 433,267 678,688

負債純資産合計 2,902,558 3,475,203

㈱魚喜 (2683) 平成22年２月期　第３四半期決算短信

- 6 -



（２）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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 11,069,511

売上原価 6,413,026

売上総利益 4,656,484

販売費及び一般管理費 4,828,164

営業損失（△） △171,679

営業外収益  

受取利息 8

受取配当金 1,100

受取手数料 3,027

負ののれん償却額 545

その他 1,903

営業外収益合計 6,584

営業外費用  

支払利息 28,667

その他 1,355

営業外費用合計 30,023

経常損失（△） △195,118

特別利益  

投資有価証券売却益 656

貸倒引当金戻入額 91

特別利益合計 747

特別損失  

固定資産除却損 13,444

店舗閉鎖損失 10,890

その他 750

特別損失合計 25,085

税金等調整前四半期純損失（△） △219,455

法人税、住民税及び事業税 28,284

法人税等合計 28,284

四半期純損失（△） △247,739
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

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）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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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

前第３四半期連結累計期間（平成20年３月１日～平成20年11月30日） 

   

科目 

前年同四半期 

（平成21年２月期 第３四半期）

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  12,036

Ⅱ 売上原価  6,805

売上総利益  5,231

Ⅲ 販売費及び一般管理費  5,281

営業損失  50

Ⅳ 営業外収益  8

Ⅴ 営業外費用  43

経常損失  85

Ⅵ 特別利益  5

Ⅶ 特別損失  45

税金等調整前四半期純損失  125

法人税、住民税及び事業税  28

四半期純損失  153
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