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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 11,692 △1.7 5 △97.8 △62 ― △6 ―
22年3月期第2四半期 11,897 △1.9 251 18.1 143 △60.0 70 △53.5

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

23年3月期第2四半期 △0.46 ―
22年3月期第2四半期 4.85 ―

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

23年3月期第2四半期 14,771 12,181 82.4 832.92
22年3月期 15,507 12,692 81.8 867.82

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  12,177百万円 22年3月期  12,687百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 20.00 20.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 25,000 0.5 550 △34.6 520 △39.0 250 △39.7 17.10



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(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報告書のレビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品
取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続が実施中であります。 

※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、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、上記の予想に関する事項は、平成22年10月29日公表の「通期業績予想の修
正に関するお知らせ」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ．３「２．その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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） 23年3月期2Q 14,620,000株 22年3月期  14,620,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  100株 22年3月期  100株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 14,619,900株 22年3月期2Q  14,619,900株
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(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におけるわが国の経済は、緩やかに景気が持ち直し、一部の業種の企業業績に回復

の兆しが見られる一方、依然として厳しい雇用環境や、欧米を中心とした景気の下振れ懸念、円高・株安の影響

など、景気に対する先行き不透明感は根強く、引き続き厳しい状況で推移しております。 

小売業界においても、消費環境の回復はあまり見られず、消費者の低価格志向とそのニーズに応えようとする

販売業者により商品価格の下落は継続しております。 

このような環境の中、当社グループにおきましては、既存店舗の活性化に重点をおいた取り組みを行いました。 

また、新規事業であるテイクアウト寿司専門店の事業構造の確立と本年４月１日に設立した新会社ＵＫトレー

ディング株式会社の事業立ち上げに力を入れてまいりました。更に、店舗の生産性の改善や営業経費の低減にも

注力いたしました。 

この間、小売事業２店舗、飲食事業１店舗を開店した一方、小売事業２店舗、飲食事業１店舗を退店いたしま

した。 

その結果、当社グループの第２四半期連結累計期間の売上高は116億92百万円（前年同期比1.7％減）、売上苦

戦に加え新店の初期負担や新会社の創業費用が発生したこともあり、営業利益は５百万円（前年同期比97.8％

減）、営業外費用で円高の進行による為替差損・デリバティブ評価損が合わせて１億30百万円計上されたことも

あり、経常損失は62百万円（前年同期は経常利益１億43百万円）、四半期純損失は６百万円（前年同期は四半期

純利益70百万円）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、前期後半からお魚アドバイザーを店舗に配置し、魚食普及と当社店舗のファンづく

りに取り組み、併せて企画販売にも力を入れるなど店舗の活性化に努めてまいりました。しかしながら、７月～

８月にかけての記録的な猛暑の影響による来店客数の減少に加え、暑さによる品質劣化を懸念したお客様の買い

控え、サンマなど旬の魚の大幅な入荷減もあり、既存店舗の売上高対前年同期比は3.7％の減少となるなど、売

上高において厳しい状況で推移しました。 

また、当社店舗の中でも売上高・営業利益で貢献度の高い吉祥寺店が、出店しているアトレ吉祥寺の大型改装

のため、営業面積を大幅縮小した仮営業を余儀なくされ、前年同期比約２割の売上高にとどまり、売上高・営業

利益ともに大きく影響を受けました。 

この間、平成22年５月に東武東上線川越駅隣接のアトレマルヒロ内に川越店(埼玉県川越市)を、８月に東急百

貨店本店内に渋谷東急本店（東京都渋谷区）を出店いたしました。また、９月に吉祥寺店がリニューアルオープ

ンいたしました。一方、出店しているディベロッパーの営業政策の変更により、８月に桶川店（埼玉県桶川市）、

西国分寺店（東京都国分寺市）の２店舗を退店いたしました。 

その結果、売上高は90億18百万円、営業利益は１億74百万円となりました。 

②飲食事業 

飲食事業におきましては、外食産業の多くがオーバーストア状態や低価格化を余儀なくされる過当競争の厳し

い環境の中、当社は鮮魚専門店が運営する店舗らしいメニューの開発に加え、店舗毎にお客様のニーズに対応し

たイベントを実施するなど集客に努めてまいりました。既存店舗の売上高は、海鮮居酒屋店舗の対前年同期比で

1.9％増となるものの寿司店舗が厳しく、飲食事業全体では前年同期比0.9％減となりました。 

この間、平成22年４月にＪＲ目黒駅ビルアトレ目黒１内に魚力海鮮寿司目黒店(東京都品川区)を出店いたしま

した。また、出店しているディベロッパーのビル建替計画に伴い、９月に海鮮魚力名古屋店（愛知県名古屋市）

を退店いたしました。 

その結果、売上高は５億40百万円、新店の初期負担等の影響で営業損失は16百万円となりました。 

③卸売事業 

卸売事業におきましては、当社卸売部門では主要取引先のスーパーマーケットの苦戦に伴い既存取引先の売上

高は減少いたしましたが、新規取引先の獲得とメーカーへの魚卵販売が成立したこともあり、売上高は対前年同

期比2.9％増となりました。 

米国内の卸売子会社ウオリキ・フレッシュ・インクは順調に売上高を伸長し、グループ内取引を除く売上高で

7,131千米ドル（６億26百万円）、営業利益は８百万円を計上することができました。 

また、平成22年４月１日設立のＵＫトレーディング株式会社は、グループ内における商品調達機能としての役

割は進んだものの、グループ外への売上高２億11百万円に対し設立費用及び初期負担が多く、営業損失は19百万

円となりました。 

その結果、グループ全体の売上高は21億34百万円、営業損失は６百万円となりました。 



 

 

(２) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は147億71百万円となり、前期末比７億36百万円の減少となりました。 

流動資産は前期末比６億77百万円減の40億69百万円となりました。その主な内訳は受取手形及び売掛金14億34

百万円（前期末比54百万円増）、商品及び製品12億99百万円（前期末比４億28百万円増）、現金及び預金10億74

百万円（前期末比10億52百万円減）等であります。 

固定資産は前期末比58百万円減の107億２百万円となりました。その主な内訳は投資有価証券56億５百万円

（前期末比２億78百万円減）、有形固定資産25億11百万円等であります。 

負債合計は前期末比２億25百万円減の25億90百万円となりました。その主な内訳は支払手形及び買掛金８億99

百万円（前期末比２百万円増）、賞与引当金２億18百万円等であります。 

純資産は前期末比５億10百万円減の121億81百万円となりました。その主な内訳は利益剰余金108億94百万円、

資本金15億63百万円等であり、自己資本比率は82.4％となりました。 

 

２．その他の情報 

(１) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

(２) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（簡便な会計処理） 

固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

っております。 

 

(３) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

これにより、経常損失は195千円増加し、税金等調整前四半期純利益は10,376千円減少しております。 



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,074,359 2,126,475

受取手形及び売掛金 1,434,396 1,379,908

商品及び製品 1,299,072 870,381

原材料及び貯蔵品 22,240 22,000

その他 242,559 358,655

貸倒引当金 △3,439 △10,356

流動資産合計 4,069,189 4,747,064

固定資産   

有形固定資産 2,511,638 2,489,158

無形固定資産 239,217 191,696

投資その他の資産   

投資有価証券 5,605,294 5,883,651

その他 2,346,289 2,196,299

投資その他の資産合計 7,951,583 8,079,950

固定資産合計 10,702,438 10,760,804

資産合計 14,771,628 15,507,869

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 899,377 896,766

未払法人税等 29,151 368,211

賞与引当金 218,447 217,508

その他 911,234 861,262

流動負債合計 2,058,209 2,343,749

固定負債   

退職給付引当金 42,429 38,673

その他 489,478 433,392

固定負債合計 531,908 472,065

負債合計 2,590,117 2,815,814

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 10,894,387 11,193,456

自己株式 △119 △119

株主資本合計 13,899,834 14,198,902

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △680,839 △476,336

土地再評価差額金 △1,039,645 △1,039,645

為替換算調整勘定 △2,128 4,495

評価・換算差額等合計 △1,722,613 △1,511,486

少数株主持分 4,289 4,638

純資産合計 12,181,510 12,692,055

負債純資産合計 14,771,628 15,507,869



（２）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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第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) 

売上高 11,897,892 11,692,963

売上原価 7,024,417 7,019,502

売上総利益 4,873,474 4,673,460

販売費及び一般管理費 4,621,712 4,667,980

営業利益 251,762 5,480

営業外収益   

受取利息 3,009 16,852

受取配当金 21,208 27,556

不動産賃貸料 13,808 12,154

雑収入 14,850 14,828

営業外収益合計 52,875 71,391

営業外費用   

支払利息 278 261

不動産賃貸費用 6,960 6,876

デリバティブ評価損 83,737 60,333

為替差損 70,559 70,663

その他 4 1,496

営業外費用合計 161,539 139,631

経常利益又は経常損失（△） 143,098 △62,759

特別利益   

固定資産売却益 － 232

投資有価証券売却益 － 130,825

特別利益合計 － 131,058

特別損失   

固定資産売却損 － 17

固定資産除却損 12,665 19,981

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,181

特別損失合計 12,665 30,180

税金等調整前四半期純利益 130,433 38,118

法人税、住民税及び事業税 75,892 15,091

法人税等調整額 △16,338 29,697

法人税等合計 59,553 44,789

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △6,670

四半期純利益又は四半期純損失（△） 70,879 △6,670



 

 

(３) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(４) セグメント情報 

（セグメント情報等） 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 
小売事業 
(千円) 

飲食事業 
(千円) 

卸売事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 9,483,340 569,204 1,845,347 11,897,892 － 11,897,892

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － 254,818 254,818 (254,818) －

計 9,483,340 569,204 2,100,165 12,152,711 (254,818) 11,897,892

営業利益又は営業損失（△） 387,859 △10,663 18,567 395,762 (144,000) 251,762

（注）１．事業区分の方法 

  事業区分は、販売方法の類似性を考慮し、小売事業、飲食事業、卸売事業に区分しております。 

２．各区分に属する主要な事業内容 

事業区分 主要な事業内容 

小売事業 鮮魚（冷凍品、加工品、塩干魚、鮮魚惣菜等含む）、寿司の小売販売 

飲食事業 一般寿司店、海鮮居酒屋の経営 

卸売事業 国内外食品スーパー、飲食店、食品メーカー等への魚介類卸売 

 

〔所在地別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。 

 

〔海外売上高〕 

前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 



 

 

〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取

締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

当社グループは鮮魚、寿司の小売及び飲食並びに卸売を主たる事業としております。「小売事業」は、一般消

費者に対して鮮魚、寿司の販売を行っております。「飲食事業」は、一般寿司店と海鮮居酒屋の飲食店を運営し

ております。「卸売事業」は、国内及び米国の食品スーパーや飲食店等に対し商品を提供しております。また、

魚介類の輸出入を中心とした貿易業務を行っております。 

従いまして、当社グループは販売方法別のセグメントから構成されており、「小売事業」「飲食事業」「卸売

事業」の３つを報告セグメントとしております。 

 

２．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 

当第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） 

（単位：千円） 

報告セグメント 
 

小売事業 飲食事業 卸売事業 計 

調整額 
（注）１ 

四半期連結損
益計算書計上
額（注）２

売上高   

  外部顧客への売上高 9,018,200 540,156 2,134,606 11,692,963 － 11,692,963

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － 192,898 192,898 △192,898 －

計 9,018,200 540,156 2,327,505 11,885,862 △192,898 11,692,963

セグメント利益又は損失
（△） 

174,244 △16,521 △6,453 151,269 △145,788 5,480

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△145,788千円は、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。 

 

３．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。 

 

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号  平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号  平成20

年３月21日）を適用しております。 

 

(５) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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