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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 60,163 △4.4 313 △43.0 352 △37.8 371 △23.1
24年3月期第2四半期 62,913 △6.2 550 92.1 565 56.1 483 196.8

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 319百万円 （△21.1％） 24年3月期第2四半期 404百万円 （―％）

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 9.34 ―
24年3月期第2四半期 12.14 ―

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 26,701 9,377 35.1 235.60
24年3月期 28,081 9,177 32.7 230.57
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  9,377百万円 24年3月期  9,177百万円

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 ― ― ― 3.00 3.00
25年3月期 ― ―
25年3月期（予想） ― 3.00 3.00

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 129,000 △1.4 720 0.6 770 △2.4 650 148.6 16.33



(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  ：  無  

(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の対象外であり、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
財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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、添付資料２ペ
ージ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

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   ：  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 40,260,000 株 24年3月期 40,260,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 456,491 株 24年3月期 453,718 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 39,805,037 株 24年3月期2Q 39,807,554 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における我が国経済は、東日本大震災からの復興需要やエコカー補助金等政府の政

策による後押しを受け、緩やかな回復基調となりましたが、欧州債務問題の長期化や世界経済の減速、依然厳しい

雇用環境など先行き懸念は拭えない状況であり、回復は足踏み状態となりつつあります。 

水産物卸売市場業界におきましては、消費者の根強い低価格・節約志向、市場外流通の増加、市場間競争の激

化に加え、放射能汚染による出荷制限など厳しい事業環境が継続しております。 

このような状況のなか当社グループは、消費者の皆様にご納得いただける安全・安心でおいしい商品をご提供

できますよう、集荷・販売の強化に取り組んでまいりました。 

当第２四半期連結累計期間の売上高は、水産物卸売事業、冷蔵倉庫及びその関連事業において昨年実績を下回

り、前年同期と比べ4.4％減少の60,163百万円となりました。利益面では、回収遅延の見込まれる債権に対し貸倒

引当金の追加計上を行ったため、人件費及び販売諸経費等の削減に努めましたものの、営業利益は前年同期と比べ

43.0％減少の313百万円、経常利益は前年同期と比べ37.8％減少の352百万円となりました。 

特別利益として、環状第２号線整備に係る東京都からの物件移転補償である「受取補償金」195百万円、東京電

力㈱から公表された賠償基準に基づき、同社より受領した福島第一及び第二原子力発電所における事故の風評被害

に関する損害賠償金である「受取損害賠償金」66百万円を計上しました結果、四半期純利益は前年同期と比べ

23.1％減少の371百万円となりました。 

セグメントの業績概況は次の通りであります。 

① 水産物卸売事業 

水産物卸売事業につきましては、売上単価、取扱数量ともに前年同期を下回り、売上高は前年同期と比べ4.0％

減少の55,821百万円となりました。売上総利益率の低下に加え、回収遅延の見込まれる債権に対し貸倒引当金の追

加計上を行ったため、販売諸経費等の削減に努めましたものの、営業損失296百万円（前年同期営業利益103百万

円）となりました。 

② 冷蔵倉庫及びその関連事業 

冷蔵倉庫及びその関連事業につきましては、引き続き利益率重視の業績管理を継続したため、売上高は前年同期

と比べ9.1％減少の4,013百万円となりましたが、売上総利益率が向上し、さらに人件費及び販売諸経費の削減に努

めました結果、営業利益は前年同期と比べ39.6％増加の462百万円となりました。 

③ 不動産賃貸事業 

不動産賃貸事業につきましては、管理物件の稼働率向上に努めました結果、売上高は前年同期と比べ2.0％増加

の328百万円となりました。さらに賃貸原価の削減も継続し、営業利益は前年同期と比べ11.7％増加の140百万円と

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における総資産は、前連結会計年度末と比べ1,380百万円減少し、26,701百万円と

なりました。流動資産は1,510百万円減少し、18,430百万円となりました。主な要因は、商品及び製品が1,076百万

円、現金及び預金が465百万円減少したことによるものです。固定資産は130百万円増加し、8,271百万円となりま

した。 

当第２四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末と比べ1,579百万円減少し、17,324百万円とな

りました。流動負債は1,422百万円減少し、11,791百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金が724百

万円、短期借入金が643百万円減少したことによるものです。固定負債は156百万円減少し、5,532百万円となりま

した。主な要因は、長期借入金が120百万円減少したことによるものです。 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末と比べ199百万円増加し、9,377百万円となり

ました。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の32.7％から35.1％となりました。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年３月期の通期の連結業績予想につきましては、平成24年８月６日に発表しました業績予想と変更ありま

せん。   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

該当事項はありません。   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、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。 

 なお、これによる当第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に与える

影響は軽微であります。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（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 4,472 4,007

受取手形及び売掛金 8,070 8,035

商品及び製品 7,463 6,386

仕掛品 44 29

原材料及び貯蔵品 240 255

その他 764 915

貸倒引当金 △1,114 △1,199

流動資産合計 19,940 18,430

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,578 3,578

その他（純額） 2,659 2,648

有形固定資産合計 6,237 6,227

無形固定資産 518 548

投資その他の資産   

破産更生債権等 2,643 2,789

その他 1,230 1,326

貸倒引当金 △2,489 △2,620

投資その他の資産合計 1,384 1,495

固定資産合計 8,141 8,271

資産合計 28,081 26,701

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,419 3,695

短期借入金 7,612 6,969

未払法人税等 121 172

賞与引当金 64 76

その他 995 878

流動負債合計 13,214 11,791

固定負債   

長期借入金 2,646 2,525

退職給付引当金 1,569 1,535

資産除去債務 83 84

その他 1,389 1,387

固定負債合計 5,689 5,532

負債合計 18,903 17,324
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（単位：百万円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,376 2,376

資本剰余金 1,017 1,017

利益剰余金 5,907 6,159

自己株式 △60 △60

株主資本合計 9,240 9,492

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 33 △37

繰延ヘッジ損益 0 0

土地再評価差額金 329 329

為替換算調整勘定 △425 △405

その他の包括利益累計額合計 △62 △114

純資産合計 9,177 9,377

負債純資産合計 28,081 26,701
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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 62,913 60,163

売上原価 59,301 56,710

売上総利益 3,611 3,453

販売費及び一般管理費 3,061 3,139

営業利益 550 313

営業外収益   

受取利息 9 23

受取配当金 27 26

通貨スワップ評価益 9 24

その他 28 47

営業外収益合計 75 121

営業外費用   

支払利息 41 44

和解金 － 20

その他 17 17

営業外費用合計 59 83

経常利益 565 352

特別利益   

受取補償金 － 195

受取損害賠償金 － 66

関係会社整理損失引当金戻入額 67 －

特別利益合計 67 261

税金等調整前四半期純利益 633 613

法人税、住民税及び事業税 155 242

法人税等調整額 △5 △0

法人税等合計 149 242

少数株主損益調整前四半期純利益 483 371

四半期純利益 483 371
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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 483 371

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2 △71

繰延ヘッジ損益 △12 0

土地再評価差額金 △125 －

為替換算調整勘定 61 19

その他の包括利益合計 △78 △52

四半期包括利益 404 319

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 404 319

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

   

   

該当事項はありません。 

   

   

（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） 

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は、セグメント間取引に係るたな卸資産の調整額等であります。 

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。 

  

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） 

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．セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引に係るたな卸資産の調整額等であります。 

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）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

（５）セグメント情報等

  

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 

水産物卸売
事業 

冷蔵倉庫及
びその関連

事業 

不動産賃貸
事業 

計 

売上高   

外部顧客への売上高  58,173  4,417  321  62,913  －  62,913

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 360  1,682  78  2,121 (2,121)  －

計  58,534  6,099  400  65,035 (2,121)  62,913

セグメント利益  103  331  126  561 (10)  550

  

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 

水産物卸売
事業 

冷蔵倉庫及
びその関連

事業 

不動産賃貸
事業 

計 

売上高   

外部顧客への売上高  55,821  4,013  328  60,163  －  60,163

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 360  1,250  53  1,665 (1,665)  －

計  56,182  5,264  382  61,829 (1,665)  60,163

セグメント利益又は損失（△）  △296  462  140  306  6  313
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