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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 37,980 △7.9 △1,273 ― △1,292 ― △2,305 ―

24年3月期第2四半期 41,245 0.9 △7 ― 51 ― △53 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △2,145百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 1百万円 （―％）

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 △102.73 ―

24年3月期第2四半期 △2.38 ―

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 16,790 4,312 25.7 192.14
24年3月期 19,623 6,525 33.3 290.71

（参考） 自己資本  25年3月期第2四半期  4,312百万円 24年3月期  6,525百万円

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 78,000 △7.3 △1,000 ― △1,100 ― △2,600 ― △115.83



(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P.４「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 (２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」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 

（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.４「２．サマリー情報（注
記事項）に関する事項 （３）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、金融商品取引法に基づく四
半期連結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 ―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 22,475,208 株 24年3月期 22,475,208 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 28,695 株 24年3月期 28,475 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 22,446,639 株 24年3月期2Q 22,447,337 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、欧州の金融不安や新興国の景気後退等により円高傾向が続

き、株式市場は低迷、消費者心理も冷え込んでデフレスパイラルから脱却できず、先行きの不透明感が拭えない状

況にあります。 

水産物卸売業界においても、卸売市場経由率の低下が続き、魚価低迷と取扱数量減少に直面、消費者の低価格志

向も益々強くなり、厳しい業界環境が継続しています。  

このような状況下で当社グループは、業務改善や経費削減等、内部体制の再構築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379億80百万円（前年同期は412億45百万円）となり、鮭鱒を中心とした冷

凍水産物の相場下落による販売損失を計上したことにより、営業損失は12億73百万円（前年同期は７百万円の営業

損失）となりました。経常損失は、有価証券運用損24百万円（前年同期 有価証券運用益45百万円）により12億92

百万円（前年同期は51百万円の経常利益）、四半期純損失は投資有価証券の売却損４億10百万円及び投資有価証券

の評価損５億60百万円に加え固定資産の減損損失60百万円を特別損失に計上したことにより、23億５百万円（前年

同期は53百万円の四半期純損失）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。 

水産物卸売業においては、取扱数量の減少、単価も下落したことにより、売上高は375億97百万円（前年同期は

408億64百万円）となり、営業費用を削減し収益の改善に努めましたが、セグメント損失は13億53百万円（前年同

期は99百万円のセグメント損失）となりました。冷蔵倉庫業においては、取扱量はほぼ横ばいとなり、売上高は２

億31百万円（前年同期は２億26百万円）、セグメント利益は１百万円（前年同期は１百万円のセグメント利益）と

なりました。不動産賃貸業は、売上高は１億50百万円（前年同期は１億54百万円）、セグメント利益は78百万円

（前年同期は89百万円のセグメント利益）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167億90百万円となり、前連結会計年度末に比べ28億32百万円減少いた

しました。流動資産は113億40百万円となり、２億円減少いたしました。これは借入金の返済による現金・預金の

減少及び在庫を削減したことによるものです。固定資産は54億50百万円となり、26億32百万円減少いたしました。

これは主に投資有価証券の売却によるものです。 

当第２四半期連結会計期間末の負債は124億77百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億20百万円減少いたし

ました。流動負債は106億50百万円となり、４億82百万円減少いたしました。主な要因は短期借入金の減少による

ものです。固定負債は18億27百万円となり、１億37百万円減少いたしました。主な要因は長期借入金の返済による

ものです。 

上記の結果、当第２四半期連結会計期間末の純資産は43億12百万円となり22億12百万円減少いたしました。主な

要因は四半期純損失の計上による利益剰余金の減少によるものです。 

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の33.25％から25.69％となりました。 

  

（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現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ４億93百万円減少し、15億

38百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産は減少しましたが、売上債権、前渡金の増加及び営業損失に

より14億71百万円の支出（前年同期は３億87百万円の支出）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却等により17億74百万円の収入（前年同期は73百万円

の支出）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済等により７億97百万円の支出（前年同期は２億３百万円の

収入）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（「東市Ａｃｔｉｏｎ－Ｐｌａｎ」の進捗状況について） 

  

当社は現在、平成24年８月９日に発表した「東市Ａｃｔｉｏｎ－Ｐｌａｎ」を実施中でありますが、現在までの

進捗状況は以下のとおりとなっております。  

当第２四半期末では、保有有価証券のうち約20億円を売却し現金化、第１四半期末の保有有価証券約40億円を約

22億円まで圧縮、営業キャッシュ・フローの改善効果もあって、第１四半期末ネット有利子負債83億円は概ね計画

通りの62億円へと21億円削減となりました。  

また、第１四半期末の在庫50億円も概ね計画通りの44億円まで圧縮、不採算事業（東市フレッシュ㈱）は９月末

で操業中止（近日中に清算結了予定）、「Ａ－Ｐｌａｎ」実行委員会による業務改善、経費削減等の推進により、

構造改革に向けた諸施策は着実に進行中であります。 

  

   

（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、平成24年８月９日に公表いたしました平成25年３月期第２四半期（累計）を修正

いたしております。詳細につきましては、平成24年10月31日公表の「平成25年３月期第２四半期の投資有価証券売

却損の計上及び投資有価証券評価損の戻入並びに連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

平成25年３月期第２四半期（累計）連結業績予想数値の修正（平成24年４月１日～平成24年９月30日）  

なお、平成25年３月期通期予想につきましては、経済動向が先行不透明であることから、平成24年８月９日公表数値

を修正いたしません。 

  

   

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
１株当たり
当期純利益 

  百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭 

前回発表予想（Ａ）  38,000  △1,230  △1,300  △2,800  △124  74

今回修正予想（Ｂ）  37,900  △1,270  △1,290  △2,300  △102  47

増減額（Ｂ－Ａ）  △100  △40  10  500   －

増減率（％）  △0.3  －  －  －   －

（ご参考）前期第２四半期実績 

（平成24 年３月期第２四半期） 
 41,245  △7  51  △53  △2  38
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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 

（税金費用の計算） 

税金費用については、当第１四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。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び連結子会社は、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日以降に取得し 

た有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

この変更が損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 2,032 1,538

受取手形及び売掛金 4,529 4,595

前渡金 55 378

商品及び製品 4,691 4,421

原材料及び貯蔵品 24 10

その他 389 568

貸倒引当金 △181 △171

流動資産合計 11,540 11,340

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,039 1,955

その他（純額） 1,126 1,082

有形固定資産合計 3,166 3,038

無形固定資産 88 85

投資その他の資産   

投資有価証券 4,727 2,223

その他 303 309

貸倒引当金 △202 △206

投資その他の資産合計 4,828 2,326

固定資産合計 8,082 5,450

資産合計 19,623 16,790

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,667 2,807

短期借入金 7,821 7,252

未払法人税等 11 15

賞与引当金 42 33

その他 589 540

流動負債合計 11,132 10,650

固定負債   

長期借入金 606 534

長期未払金 54 24

繰延税金負債 75 75

退職給付引当金 578 564

その他 650 627

固定負債合計 1,965 1,827

負債合計 13,098 12,477
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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 2,037 2,037

資本剰余金 1,309 1,309

利益剰余金 3,922 1,549

自己株式 △5 △5

株主資本合計 7,264 4,890

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △753 △596

繰延ヘッジ損益 △3 －

土地再評価差額金 18 18

その他の包括利益累計額合計 △738 △578

純資産合計 6,525 4,312

負債純資産合計 19,623 16,790
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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 41,245 37,980

売上原価 39,203 37,268

売上総利益 2,042 712

販売費及び一般管理費 2,049 1,985

営業損失（△） △7 △1,273

営業外収益   

受取利息 5 7

受取配当金 52 41

有価証券運用益 45 －

その他 21 24

営業外収益合計 125 73

営業外費用   

支払利息 53 58

有価証券運用損 － 24

その他 12 9

営業外費用合計 66 93

経常利益又は経常損失（△） 51 △1,292

特別利益   

投資有価証券売却益 － 108

補助金収入 － 36

特別利益合計 － 144

特別損失   

投資有価証券評価損 19 560

投資有価証券売却損 － 410

固定資産圧縮損 － 34

減損損失 － 60

事業整理損 － 82

訴訟和解金等 83 －

特別損失合計 103 1,149

税金等調整前四半期純損失（△） △52 △2,297

法人税等 1 8

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △53 △2,305

四半期純損失（△） △53 △2,305

- 7 - 

築地魚市場㈱　（8039）　平成25年３月期　第２四半期決算短信



（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損失（△） △53 △2,305

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 54 156

繰延ヘッジ損益 △0 3

その他の包括利益合計 54 160

四半期包括利益 1 △2,145

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1 △2,145

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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) 

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損失（△） △52 △2,297

減価償却費 98 94

減損損失 － 60

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8 △5

賞与引当金の増減額（△は減少） 8 △9

長期未払金の増減額（△は減少） △13 △29

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5 △13

受取利息及び受取配当金 △58 △49

支払利息 53 58

補助金収入 － △36

固定資産圧縮損 － 34

有価証券運用損益（△は益） 2 △12

投資有価証券売却損益（△は益） △48 339

投資有価証券評価損益（△は益） 19 560

訴訟和解金等 83 －

売上債権の増減額（△は増加） 552 △69

たな卸資産の増減額（△は増加） △871 284

前渡金の増減額（△は増加） △215 △323

仕入債務の増減額（△は減少） 66 140

その他 66 △192

小計 △310 △1,465

訴訟和解金等の支払額 △74 －

法人税等の支払額 △3 △6

営業活動によるキャッシュ・フロー △387 △1,471

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △14 △48

投資有価証券の取得による支出 △58 △1

投資有価証券の売却による収入 91 1,776

貸付けによる支出 △2 △10

貸付金の回収による収入 2 4

利息及び配当金の受取額 57 47

その他 △1 7

投資活動によるキャッシュ・フロー 73 1,774

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 10 △570

長期借入金の返済による支出 △75 △75

自己株式の取得による支出 － △0

利息の支払額 △48 △55

配当金の支払額 △67 △66

その他 △21 △29

財務活動によるキャッシュ・フロー △203 △797

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △517 △493

現金及び現金同等物の期首残高 1,807 2,032

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,289 1,538
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該当事項はありません。 

   

   

当第２四半期連結累計期間において、23億５百万円の四半期純損失を計上したため、当第２四半期連結会計期間

末において株主資本が48億90百万円となりました。 

   

   

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．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去額であります。 

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損失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） 

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：百万円）

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去額であります。 

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損失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 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 「水産物卸売業」において、製造設備等の減損損失を計上しております。なお、当該減損損失の計上

額は、当第２四半期連結累計期間においては60百万円であります。 

  

   

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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

  水産物卸売業 冷蔵倉庫業 不動産賃貸業 合 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  40,864  226  154  41,245  －  41,245

 セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  10  0  10  (10)  －

計  40,864  237  154  41,256  (10)  41,245

セグメント利益又は損失（△）  △99  1  89  △7  －  △7

  水産物卸売業 冷蔵倉庫業 不動産賃貸業 合 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  37,597  231  150  37,980  －  37,980

 セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  14  0  14  (14)  －

計  37,597  245  151  37,994  (14)  37,980

セグメント利益又は損失（△）  △1,353  1  78  △1,273  －  △1,273

（７）重要な後発事象
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