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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 11,484 △4.2 207 27.6 202 78.8 133 85.0
24年3月期第2四半期 11,990 2.5 162 ― 113 ― 72 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 9百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △226百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 9.14 ―
24年3月期第2四半期 4.94 ―

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

25年3月期第2四半期 14,598 12,244 83.8 836.88
24年3月期 15,559 12,520 80.5 856.43
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  12,235百万円 24年3月期  12,520百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 20.00 20.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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  ：  無   

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 25,600 1.0 900 26.0 900 8.2 550 30.5 37.62



(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）  ：  有  

（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１） 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。 

(2) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）「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」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（注
記事項）に関する事項（２） 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 1社 （社名） ＵＫトレーディング（株）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 14,620,000 株 24年3月期 14,620,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 181 株 24年3月期 181 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 14,619,819 株 24年3月期2Q 14,619,837 株



 

 

○添付資料の目次 

１．当四半期決算に関する定性的情報……………………………………………………………………………２ 

(１) 連結経営成績に関する定性的情報………………………………………………………………………２ 

(２) 連結財政状態に関する定性的情報………………………………………………………………………３ 

(３) 連結業績予想に関する定性的情報………………………………………………………………………３ 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項……………………………………………………………………３ 

(１) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動…………………………………………………３ 

(２) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示………………………………………………３ 

３．四半期連結財務諸表……………………………………………………………………………………………４ 

(１) 四半期連結貸借対照表……………………………………………………………………………………４ 

(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…………………………………………………………………………………５ 

四半期連結包括利益計算書 

第２四半期連結累計期間…………………………………………………………………………………６ 

(３) 継続企業の前提に関する注記……………………………………………………………………………７ 

(４) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記……………………………………………………７ 

(５) セグメント情報等…………………………………………………………………………………………７ 

 



 

 

１．当四半期決算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。 

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) 連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末における流動資産は44億62百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億24百万

円減少いたしました。これは主に受取手形及び売掛金が４億５百万円減少したことによるものであります。固

定資産は101億36百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億35百万円減少いたしました。これは主に投資有価

証券が３億11百万円、長期預金が２億99百万円減少したことによるものであります。 

この結果、総資産は、145億98百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億60百万円減少いたしました。 

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末における流動負債は20億78百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億36百万

円減少いたしました。これは主に未払法人税等が３億10百万円減少したことによるものであります。固定負債

は２億75百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億48百万円減少いたしました。これは主に長期未払金が１

億76百万円減少したことによるものであります。 

この結果、負債合計は、23億54百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億84百万円減少いたしました。 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は122億44百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億76百

万円減少いたしました。これは主にその他有価証券評価差額金のマイナスが１億24百万円増加したこと及び剰

余金の配当２億92百万円によるものであります。 

この結果、自己資本比率は83.8％（前連結会計年度末は80.5％）となりました。 

 

(３) 連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、現時点において平成24年５月８日の「平成24年３月期 決算短信」で公表いた

しました通期の連結業績予想に変更はありません。 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

(１) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

平成24年７月１日に当社連結子会社であるＵＫトレーディング株式会社を当社が吸収合併したことにより、連

結の範囲より除外しております。 

 

(２) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

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。 



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）

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



（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



（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



 

 

(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) 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。 

 

(５) 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 
 

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 9,367,112 475,727 2,147,489 11,990,330 － 11,990,330

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － 332,307 332,307 △332,307 －

計 9,367,112 475,727 2,479,796 12,322,637 △332,307 11,990,330

セグメント利益又は損失
（△） 

311,364 809 △2,977 309,196 △146,483 162,712

（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 
 

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 9,320,455 448,928 1,714,662 11,484,046 － 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 9,320,455 448,928 1,737,309 11,506,692 △22,646 11,484,046

セグメント利益 270,353 13,282 54,827 338,463 △130,858 207,604

（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。 
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