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第一部【企業情報】 
  

第１【企業の概況】 
  

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高には消費税等は含まれていない。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については潜在株式が存在しないため記載していない。 

  

 

回次 第70期中 第71期中 第72期中 第70期 第71期 

会計期間 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成18年
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

売上高 百万円 9,722 10,474 10,389 20,554 21,988

経常損益 〃 46 38 55 102 82

中間（当期）純損益 〃 46 △  30 50 47 △  59

純資産額 〃 3,658 3,628 3,650 3,659 3,600

総資産額 〃 6,457 6,822 7,138 6,472 6,607

１株当たり純資産額 円 91.25 90.50 91.05 91.27 89.82

１株当たり中間（当期）
純損益 

〃 1.16 △ 0.77 1.27 1.18 △ 1.49

潜在株式調整後１株当た
り中間(当期)純利益 

〃 － － － － －

自己資本比率 ％ 56.7 53.2 51.1 56.5 54.5

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

百万円 △ 1,008 △ 754 △ 426 △ 873 △  735

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

〃 491 9 2 456 18

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

〃 △   0 399 299 △  0 199

現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高 

〃 749 503 205 849 330

従業員数 
[外、平均臨時雇用者数] 

人 
［〃］ 

85 
［ 102］

79
［ 78］

78
［ 71］

86 
［ 99］

80
［ 59］



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には消費税等は含まれていない。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については潜在株式が存在しないため記載していない。 

  

 

回次 第70期中 第71期中 第72期中 第70期 第71期 

会計期間 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成18年
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

売上高 百万円 9,722 10,474 10,389 20,554 21,988

経常損益 〃 46 37 55 102 81

中間（当期）純損益 〃 46 △  31 50 47 △  59

資本金 〃 2,005 2,005 2,005 2,005 2,005

発行済株式総数 千株 40,110 40,110 40,110 40,110 40,110

純資産額 百万円 3,654 3,623 3,646 3,655 3,597

総資産額 〃 6,421 6,795 7,106 6,435 6,578

１株当たり純資産額 円 91.16 90.39 90.96 91.19 89.73

１株当たり中間（当期）
純損益 

〃 1.15 △ 0.79 1.26 1.18 △ 1.49

潜在株式調整後１株当た
り中間（当期）純利益 

〃 － － － － －

１株当たり配当額 〃 － － － － －

自己資本比率 ％ 56.9 53.3 51.3 56.8 54.7

従業員数 人 50 51 52 53 53



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありませ

ん。また、主要な関係会社における異動もありません。 

  

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は〔 〕内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載している。 

  

(2）提出会社の状況 

  

(3）労働組合の状況 

 労働組合との間に特記すべき事項はありません。 

  

  

  平成18年９月30日現在

事業区分 従業員数（人）

水産卸営業部門 40 〔 1〕 

鮮魚販売部門 30 〔70〕 

海 外 部 門 2 〔－〕 

全 社 共 通 6 〔－〕 

計 78 〔71〕 

  平成18年９月30日現在

従業員数（人） 52 



第２【事業の状況】 
  

１【業績等の概要】 

(1）業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、好調な企業収益のもと設備投資の増加や雇用情勢の改善が見られ、個人消費も

堅調に推移するなど、回復基調を継続してまいりました。 

しかし、水産・食品業界にあっては、牛海綿状脳症（ＢＳＥ）や鳥インフルエンザによる食肉不安・健康志向から欧米では

魚介類に需要が広がり、経済発展の著しい中国でも水産物の消費を伸ばしているため、水産物の買付で欧米、アジア勢に買い

負ける状況となっています。一方、国内においては卸売市場での取扱い数量は減少して単価は上昇基調となりましたが、末端

での消費価格はいまだ低迷したままで推移いたしました。 

このような状況の中で、当社グループは平成18年度を「成長」の年と位置付け、営業マン一人ひとりの努力と成長により新

規顧客の開拓と既存顧客の深堀りを進め、安定的な収益を確保できるよう努めてまいりました。 

その結果、当中間連結会計期間の営業成績は、売上高は103億89百万円（前年同期比0.8％減）とほぼ前年同期と同額となり

ましたが、経常利益は55百万円（前年同期比43.9％増）となり、当中間純損益は50百万円の純利益（前年同期30百万円の純損

失）となりました。 

部門別の営業の概況は次のとおりであります。 

① 水産卸営業部門 

助子やいか、その他魚類の販売数量は減少しましたが、主力商品であるえびで販売数量を伸ばし、売上高は95億15百万

円（前年同期比0.6％減）となりました。経常利益は仕入価格のアップや海外加工えびの粗利益率の低下などもあり60百万

円（前年同期比28.9％減）となりました。 

② 鮮魚販売部門 

 従来の鮮魚専門小売店の業態を見直し、店舗オペレーションの変革に取り組みつつ、旬と鮮度重視の品揃えを行うなど

きめ細かい店舗運営を行った結果、売上高は５億68百万円（前年同期比9.5％減）、経常損失11百万円（前年同期37百万円

の損失）となりました。 

 なお、当中間期末現在の店舗数は鮮魚専門小売店５店舗（前期末６店舗）、魚惣菜専門店５店舗（前期末４店舗）の合

計10店舗であり、その運営業務を子会社 恵光水産株式会社に委託しております。 

③ 海外部門 

 従来のインドネシアにおける合弁会社P.T.IRIAN MARINE PRODUCT DEVELOPMENTのえびトロール事業による開発輸入のほ

か、同国の天然えび等を買付け、海外および国内に販売いたしました。同部門の売上高は３億５百万円（前年同期比

14.1％増）、経常利益６百万円（前年同期比16.4％増）となりました。 

  

 



(2）キャッシュ・フロー 

 当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は２億５百万円となり、前連結会計年度末に

比べ１億24百万円減少いたしました。 

 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は４億26百万円となりました。 

 これは、前連結会計年度末に比し売上債権が６億61百万円増加したものの仕入債務が２億25百万円増加したため、全体と

しては４億26百万円の減少となったことによるものです。これは売上債権の増加額が８億48百万円あった前年同期(７億54百

万円の資金使用）に比べ３億27百万円資金は改善されました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により得られた資金は2百万円となりました。 

 これは有形固定資産取得の支出が10百万円発生したものの、長期貸付金の回収による収入が12百万円あったことによるも

のです。保証金の返還収入等があった前年同期(９百万円の回収）に比べ資金は６百万円減少しました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による資金の増加は２億99百万円となりました。 

 これは主に関係会社短期借入金３億円によるものです。関係会社短期借入金が４億円あった前年同期(399百万円の増加）

に比べ資金は99百万円減少しました。 

  

 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当社グループは、仕入販売のため生産を行っていないので該当事項はありません。 

  

(2）商品仕入実績 

  

(3）受注状況 

 当社グループは、仕入販売のため生産を行っていないので、該当事項はありません。 

  

(4）販売実績 

 （注） 上記(2)、(4）の金額には消費税等は含まれていない。 

  

３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

  

４【経営上の重要な契約等】 

 該当事項はありません。 

  

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 

  

  

事業部門 金額（百万円） 前年同期比（％） 

水産卸営業部門 8,870 98.0 

鮮魚販売部門 389 89.7 

海外部門 335 123.4 

合計 9,594 98.4 

事業部門 金額（百万円） 前年同期比（％） 

水産卸営業部門 9,515 99.4 

鮮魚販売部門 568 90.5 

海外部門 305 114.1 

合計 10,389 99.2 



第３【設備の状況】 
  

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありません。

また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、売却等の計画はありません。 

  



第４【提出会社の状況】 
  

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

  

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

  

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 160,000,000 

計 160,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
(平成18年９月30日) 

提出日現在発行数（株）
(平成18年12月15日) 

上場証券取引所名又 
は登録証券業協会名 

内容 

普通株式 40,110,000 40,110,000
東京証券取引所
市場第一部 

－ 

計 40,110,000 40,110,000 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成18年４月１日～
平成18年９月30日 

－ 40,110,000 － 2,005,500 － 501,375



(4）【大株主の状況】 

 （注） 当中間期末現在における日本マスタートラスト信託銀行㈱、日本トラスティ・サービス信託銀行㈱の信託業務に係る株式

については、当社として把握することができないため記載していない。 

  

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式9,000株（議決権の数９個）が含まれている。 

  

 

  平成18年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

日本水産株式会社 東京都千代田区大手町二丁目６番２号 25,278 63.02 

日本証券金融株式会社 
東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番10
号 

1,067 2.66 

株式会社ヤマオカ 兵庫県尼崎市西長洲町二丁目２-55 520 1.30 

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿一丁目26-１ 509 1.27 

株式会社ニチレイ 東京都中央区築地六丁目19番20号 508 1.27 

東京海上日動火災保険株式
会社 

東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 250 0.62 

日本マスタートラスト信託
銀行株式会社 

東京都港区浜松町二丁目11番３号 237 0.59 

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 184 0.46 

ビーエヌピーパリバ証券会
社 

東京都千代田区大手町一丁目７番２号 182 0.45 

株式会社シゲタコーポレーシ
ョン 

静岡県沼津市岡宮1167-２ 162 0.40 

計   28,897 72.04 

  平成18年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式   22,000 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 39,971,000 39,971 － 

単元未満株式 普通株式  117,000 － － 

発行済株式総数 40,110,000 － － 

総株主の議決権 － 39,971 － 



②【自己株式等】 

 （注） 上記のほか、株主名簿上は当社名義となっているが実質的に所有していない株式1,000株（議決権の数１個）がある。 

なお、当該株式は、上記①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の欄の普通株式に含めている。 

  

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 上記は東京証券取引所（市場第一部）におけるものである。 

  

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて役員の異動はありません。 

  

 

    平成18年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社ホウスイ 
東京都中央区八丁
堀一丁目６番１号 

22,000 － 22,000 0.05 

計 － 22,000 － 22,000
0.05 
  

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 299 314 280 264 255 243 

最低（円） 223 230 195 205 223 210 



第５【経理の状況】 
  

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24号。以

下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に基づき、

当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。 

  

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中

間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間

会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の中間

連結財務諸表及び前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の中間財務諸表については中央青山監査法人

により中間監査を受け、また、当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び当

中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間財務諸表については新日本監査法人により中間監査を受け

ております。 

 なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。 

  前中間連結会計期間及び前中間会計期間  中央青山監査法人 

  当中間連結会計期間及び当中間会計期間  新日本監査法人 

  

  



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

 

    
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１．現金及び預金 ※1  143 107  137 

２．受取手形及び売掛
金 

※2  3,246 3,843  3,181 

３．たな卸資産    2,775 2,789  2,815 

４．関係会社預け金 ※1  375 108  202 

５．その他    66 119  73 

貸倒引当金    △   22 △  29  △   22 

流動資産合計    6,585 96.5 6,938 97.2  6,388 96.7

Ⅱ 固定資産       

１．有形固定資産       

(1）建物及び構築物   193  185 185  

減価償却累計額   150 43 151 33 149 36 

(2）工具器具備品   77  68 70  

減価償却累計額   58 19 55 12 58 11 

(3）土地    25 25  25 

(4）建設仮勘定    － 6  － 

有形固定資産合計    87 1.3 78 1.1  72 1.1

２．無形固定資産    4 0.1 4 0.1  4 0.1

３．投資その他の資産       

(1）投資有価証券    13 8  18 

(2）長期貸付金    49 19  42 

(3）その他    82 91  140 

貸倒引当金    △   1 △  1  △  58 

投資その他の資産
合計 

   144 2.1 117 1.6  142 2.2

固定資産合計    236 3.5 200 2.8  219 3.3

資産合計    6,822 100.0 7,138 100.0  6,607 100.0



  

  

    
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

１．支払手形及び買掛
金 

   2,146 2,355  2,130 

２．関係会社短期借入
金 

   400 500  200 

３．未払法人税等    10 9  16 

４．賞与引当金    36 32  41 

５．その他 ※1  113 113  120 

流動負債合計    2,706 39.7 3,011 42.2  2,508 38.0

Ⅱ 固定負債   
    

１．退職給付引当金    454 449  470 

２．その他    32 27  27 

固定負債合計    487 7.1 476 6.7  498 7.5

負債合計    3,194 46.8 3,488 48.9  3,007 45.5

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    2,005 29.4 － －  2,005 30.3

Ⅱ 資本剰余金    878 12.9 － －  878 13.3

Ⅲ 利益剰余金    745 10.9 － －  717 10.9

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

   1 0.0 － －  2 0.0

Ⅴ 自己株式    △   2 △ 0.0 － －  △   2 △ 0.0

資本合計    3,628 53.2 － －  3,600 54.5

負債,少数株主持分
及び資本合計 

   6,822 100.0 － －  6,607 100.0

        

（純資産の部）       

Ⅰ 株主資本       

1 資本金    － － 2,005 28.1  － －

2 資本剰余金    － － 878 12.3  － －

3 利益剰余金    － － 767 10.7  － －

4 自己株式    － － △  3 △0.0  － －

  株主資本合計    － － 3,648 51.1  － －

Ⅱ 評価・換算差額等       

1 その他有価証券評
価差額金 

   － － 1 0.0  － －

純資産合計    － － 3,650 51.1  － －

負債純資産合計    － － 7,138 100.0  － －

        



②【中間連結損益計算書】 

  

  

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高    10,474 100.0 10,389 100.0  21,988 100.0

Ⅱ 売上原価    9,690 92.5 9,639 92.8  20,451 93.0

売上総利益    784 7.5 750 7.2  1,536 7.0

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※1  756 7.2 708 6.8  1,473 6.7

営業利益    27 0.3 41 0.4  63 0.3

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息   2  1 5  

２．受取配当金   0  0 0  

３．為替差益   2  0 2  

４．その他の営業外収
益 

  7 13 0.1 14 16 0.2 16 25 0.1

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息   0  2 1  

２．その他の営業外費
用 

  2 2 0.0 0 3 0.0 4 6 0.0

経常利益    38 0.4 55 0.5  82 0.4

Ⅵ 特別損失       

１．固定資産除却損 ※2 1  － 1  

２. 貸倒引当金繰入額   －  － 57  

３. 店舗解約損失 ※3 0  － 3  

４．減損損失 ※4 62 64 0.6 － － － 70 132 0.6

税金等調整前中間
純利益 

   － － 55 0.5  － －

税金等調整前中間
（当期）純損失 

   26 △0.2 － －  50 △0.2

法人税、住民税及
び事業税 

   4 0.0 4 0.0  9 0.0

中間純利益    － － 50 0.5  － －

中間（当期）純損
失 

   30 △0.3 － －  59 △0.3

        



③【中間連結剰余金計算書】 

  

  

    
前中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高    878 878

Ⅱ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

   878 878

     

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高    776 776

Ⅱ 利益剰余金減少高    

中間(当期)純損失   30 30 59 59

Ⅲ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

   745 717

     



④【中間連結株主資本等変動計算書】 

     当中間連結会計期間（自平成18年４月1日 至平成18年９月30日） 

  

  

  株主資本
評価・換算
差額等 

純資産合計

  資本金
資本剰余
金 

利益剰余
金 

自己株式 株主資本合計

その他 
有価証券 
評価差額金 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

2,005 878 717 △  2 3,597 2 3,600 

中間連結会計期間中の変
動額 

   

中間純利益  50 50  50 

自己株式の取得  △  0 △  0  △   0 

株主資本以外の項目の
中間連結会計期間中
の変動額（純額） 

 △   1 △   1 

中間連結会計期間中の変
動額合計(百万円) 

－ － 50 △  0 50 △   1 49 

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

2,005 878 767 △  3 3,648 1 3,650 



⑤【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

 

    
前中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

税金等調整前中間
（当期）純利益（△
損失） 

  △  26 55 △  50 

減価償却費   6 4 13 

減損損失   62 － 70 

退職給付引当金の増
加額（△減少額） 

  △  9 △  20 6 

賞与引当金の増加額
（△減少額） 

  △  5 △  8 △   0 

貸倒引当金の増加額
（△減少額） 

  5 △  50 62 

受取利息及び受取配
当金 

  △  2 △  1 △   5 

支払利息   0 2 1 

投資有価証券売却益   △  0 － △   0 

有形固定資産除却損   1 － 2 

売上債権の減少額
（△増加額） 

  △  848 △ 661 △  783 

たな卸資産の減少額
(△増加額） 

  △  95 26 △  134 

仕入債務の増加額
(△減少額） 

  191 225 174 

その他   △  23 13 △  84 

小計   △  745 △ 416 △  728 

利息及び配当金の受
取額 

  2 1 5 

利息の支払額   △  0 △  2 △   1 

法人税等の支払額   △  11 △  9 △  11 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △  754 △ 426 △  735 



 

    
前中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

定期預金の預入によ
る支出 

  － － △  10 

定期預金の払戻によ
る収入 

  20 － 20 

投資有価証券の売却
による収入 

  2 － 2 

投資有価証券の取得
による支出 

  △  0 － △   2 

有形固定資産の取得
による支出 

  △  2 △  10 △   3 

保証金の返還による
収入 

  11 0 12 

保証金の差入れによ
る支出 

  △  0 － △   2 

関係会社預け金の回
収による収入 

  － － 15 

長期貸付金の回収に
よる収入 

  1 12 9 

長期貸付金の貸付に
よる支出 

  △  22 － △  22 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  9 2 18 



  

  

  次へ 

    
前中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

関係会社短期借入れ
による収入 

  400 300 200 

自己株式の取得によ 
る支出 

  △  0 △  0 △   0 

財務活動によるキャ
ッシュ・フロー 

  399 299 199 

Ⅳ 現金及び現金同等物の
増加額（△減少額） 

  △  345 △ 124 △  518 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  849 330 849 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

  503 205 330 

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数    １社 (1）連結子会社の数    １社 (1）連結子会社の数    １社 

連結子会社の名称 連結子会社の名称 連結子会社の名称 

  恵光水産㈱ 恵光水産㈱ 恵光水産㈱ 

  (2）非連結子会社はない。 (2）     同左 (2）     同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

 持分法適用の非連結子会社又は

関連会社の数       ０社 

 持分法適用の非連結子会社又は

関連会社の数       ０社 

 持分法適用の非連結子会社又は

関連会社の数       ０社 

   持分法を適用していない関連

会社の名称 

同左 同左 

  P.T.IRIAN MARINE PRODUCT 

DEVELOPMENT 

    

   持分法を適用していない理由  持分法を適用していない理由  持分法を適用していない理由 

   持分法を適用していない関連

会社は、中間純損益及び利益剰

余金等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても重要性

がないため、持分法の適用範囲

から除外している。 

同左  持分法を適用していない関連

会社は、当期純損益及び利益剰

余金等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても重要性

がないため、持分法の適用範囲

から除外している。 

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項 

 連結子会社の中間期の末日は、

中間連結決算日と一致している。 

同左  連結子会社の事業年度の末日

は、連結決算日と一致している。 

４．会計処理基準に関する事

項 

      

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法 

①有価証券 ①有価証券 ①有価証券 

関連会社株式 関連会社株式 関連会社株式 

  …移動平均法による原価法 同左 同左 

  その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

  時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

  …中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定している） 

   …中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定している） 

…決算期末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定している） 

  時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

  …移動平均法による原価法 同左 同左 

  ②たな卸資産 ②たな卸資産 ②たな卸資産 

   主として総平均法に基づく低

価法 

同左 同左 



 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

有形固定資産 有形固定資産 有形固定資産 

建物（建物附属設備を除く）に

ついては定額法。建物以外につ

いては定率法(鮮魚小売店舗の

建物附属設備については定額

法) 

建物（建物附属設備を除く）に

ついては定額法。建物以外につ

いては定率法（鮮魚専門小売

店、魚惣菜専門店の建物附属設

備については定額法) 

同左 

      上記以外のもの 

      定率法 

  無形固定資産 無形固定資産 無形固定資産 

   自社利用のソフトウェアについ

ては社内における利用可能期間

（5年）に基づく定額法を採用し

ている。 

同左 同左 

(3）重要な引当金の計上基準 ①貸倒引当金 ①貸倒引当金 ①貸倒引当金 

 貸倒損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収の可能性

を勘案し、回収不能見込額を計

上している。 

同左 同左 

  ②賞与引当金 ②賞与引当金 ②賞与引当金 

   従業員の賞与の支給に備える

ため、賞与支給見込額の当中間

期負担額を計上している。 

 従業員の賞与の支給に備える

ため、賞与支給見込額の当中間

連結会計期間負担額を計上して

いる。 

 従業員の賞与の支給に備える

ため、賞与支給見込額の当連結

会計年度負担額を計上してい

る。 

  ③退職給付引当金 ③退職給付引当金 ③退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務に基づき、当中間

連結会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上し

ている。 

同左  従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務に基づき計上して

いる。 

(4）重要なリース取引の処理

方法 

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っている。 

同左 同左 



  

 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(5）重要なヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 

   繰延ヘッジ処理によってい

る。ただし、為替予約取引につ

いては振当処理を適用してい

る。 

同左 同左 

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段…為替予約 ヘッジ手段…同左 ヘッジ手段…同左 

  ヘッジ対象…外貨建債権債務

に係る将来の為

替変動リスク 

ヘッジ対象…同左 ヘッジ対象…同左 

  ③ヘッジ方針 ③ヘッジ方針 ③ヘッジ方針 

   為替変動リスクの低減のため

対象債権債務の範囲内でヘッジ

を行っている。 

同左 同左 

  ④ヘッジ有効性評価の方法 ④ヘッジ有効性評価の方法 ④ヘッジ有効性評価の方法 

   ヘッジ手段の変動額の累計額

とヘッジ対象の変動額の累計額

を比較して有効性の判断を行っ

ている。 

同左 同左 

(6）その他中間連結財務諸表

（連結財務諸表）作成の

ための基本となる重要な

事項 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式を採用している。 

同左 同左 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得

日から３ケ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなる。 

同左 同左 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  
  

  次へ 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  (固定資産の減損に係る会計基準)   (固定資産の減損に係る会計基準) 

  当中間連結会計期間より、固定

資産の減損に係る会計基準（「固

定資産の減損に係る会計基準の設

定に関する意見書」（企業会計審

議会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用

指針第６号 平成15年10月31日)

を適用している。これにより営業

利益及び経常利益は５百万円増加

し、税金等調整前中間純利益は56

百万円減少している。 

なお減損損失累計額について

は、改正後の中間連結財務諸表

規則に基づき各資産の金額から

直接控除している。 

  当連結会計年度より、固定資産

の減損に係る会計基準（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」（企業会計審議会

平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第

６号 平成15年10月31日)を適用

している。これにより営業利益及

び経常利益は11百万円増加し、税

金等調整前中間純利益は58百万円

減少している。 

なお減損損失累計額について

は、改正後の連結財務諸表規則

に基づき各資産の金額から直接

控除している。 

  (貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準) 

  

 当中間連結会計期間より、「貸

借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第

５号 平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を適用してお

ります。 

 これまでの資本の部の合計に相

当する金額は3,650百万円であ

る。 

 なお、当中間連結会計期間にお

ける中間連結貸借対照表の純資産

の部については、改正後の中間連

結財務諸表規則により作成してい

る。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

  

 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 ※１ 担保資産及び担保付債務 ※１ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次の

とおりである。 

 担保に供している資産は次の

とおりである。 

 担保に供している資産は次の

とおりである。 
  

  

（担保資産）   

定期預金 －百万円

関係会社預け金 15百万円

（担保付債務）  

流動負債のその
他(従業員預り
金) 

10百万円

  
（担保資産）   

定期預金 10百万円

   

（担保付債務）  

流動負債のその
他(従業員預り
金) 

9百万円

  

※２ 中間連結会計期間末日満

期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理を

している。なお、当中間連結会

計期間末日は金融機関の休日で

あったため、次の中間連結会計

期間末日満期手形が中間連結会

計期間末残高に含まれている。

受取手形      8百万円 

 

  

（担保資産）   

定期預金 10百万円

   

（担保付債務）  

流動負債のその
他(従業員預り
金) 

9百万円



（中間連結損益計算書関係） 

  

 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次の

とおりである。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次の

とおりである。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次の

とおりである。 
  

給与諸手当 276百万円

賞与引当金繰入額 36 〃 

退職給付費用 19 〃 

    

 
給与諸手当 238百万円

賞与引当金繰入額 32 〃 

退職給付費用 16 〃 

保管料 83 〃 

給与諸手当 513百万円

賞与引当金繰入額 41 〃 

退職給付費用 38 〃 

    

※２ 固定資産除却損の内訳 ※２   ────── ※２ 固定資産除却損の内訳 

 退店した鮮魚小売店舗に係る

建物附属設備、備品である。 

   退店した鮮魚小売店舗に係る

建物附属設備、備品である。 

※３ 店舗解約損失の内訳 ※３   ────── ※３ 店舗解約損失の内訳 

退店に伴う退去手数料である。   退店に伴う退去手数料である。 

※４ 減損損失 ※４   ────── ※４ 減損損失 

当中間連結会計期間におい
て、当社グループについて減損
損失を計上した。 

 

当連結会計年度において、当
社グループは以下の鮮魚販売部
門の鮮魚専門小売店4店舗及び
魚惣菜専門店2店舗について減
損損失を計上した。 

  

  

場所 用途 種類 
減損損失
金額 

千葉県浦
安市他3
ヶ所 

鮮魚小売
店舗内設
備等 

建物附属
設備及び
備品等 

62百万円 

 

場所 用途 種類 
減損損失
金額 

千葉県浦
安市他5 
 ヶ所 

鮮魚専門
小売店舗
内設備等

建物附属
設備及び
備品等 

62百万円 

千葉県船
橋市他1 
 ヶ所 

魚惣菜専
門店舗内
設備等 

建物附属
設備及び
備品等 

7百万円 

合 計 70百万円 

当社グループは、減損損失を認
識するにあたっては、管理会計上
の損益を把握する単位である事業
部署別（鮮魚小売部署においては
店舗別）にグルーピングし、本社
管理部門に係る資産は共用資産と
してそれぞれの物件ごとに1つの
資産グループとしている。 
鮮魚小売店舗中の4店舗につい
ては継続して損益がマイナスとな
り、今後においても当初より想定
していた収益を見込むことは困難
であると判断されるため、当該店
舗における償却資産の帳簿価額を
回収可能価額まで減額し、当該減
少額を減損損失として特別損失に
計上した。その内訳は、建物附属
設備48百万円、工具器具備品他14
百万円である。 
なお、当資産グループの回収可
能価額は、正味売却価額により測
定しており処分可能価額により算
定している。 

 

当社グループは、減損損失を認
識するにあたっては、管理会計上
の損益を把握する単位である事業
部署別（鮮魚販売部門は店舗別）
にグルーピングを行い、本社管理
部門に係る資産は共用資産として
それぞれの物件ごとに1つの資産
グループとしている。 
鮮魚専門小売店舗中の4店舗,魚
惣菜専門店の2店舗については継
続して損益がマイナスとなり、今
後においても当初より想定してい
た収益を見込むことは困難である
と判断されるため、当該店舗にお
ける償却資産の帳簿価額を回収可
能価額まで減額し、当該減少額を
減損損失として特別損失に計上し
た。その内訳は、建物附属設備52
百万円、工具器具備品他17百万円
である。 
なお、当資産グループの回収可
能価額は、正味売却価額により測
定しており処分可能価額により算
定している。 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取りによる増加である。 

  

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

  
前連結会計年度末 
株式数（千株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（千株） 

当中間連結会計期間
減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間 
末株式数（千株） 

発行済株式  

普通株式 40,110 － － 40,110 

合計 40,110 － － 40,110 

自己株式  

普通株式（注） 21 1 － 22 

合計 21 1 － 22 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(1）現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係 

(1）現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係 

(1）現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

  
(平成17年９月30日現在)

現金及び預金勘定 143百万円

関係会社預け金勘定 375 〃 

預入期間が３ヶ月を
超える関係会社預け
金 

△ 15 〃 

現金及び現金同等物 503 〃 

  

  

(平成18年９月30日現在)

現金及び預金勘定 107百万円

預入期間が3ヶ月を超

える定期預金 
△ 10 〃 

関係会社預け金勘定 108 〃 

現金及び現金同等物 205 〃 
  

(平成18年３月31日現在)

現金及び預金勘定 137百万円

預入期間が3ヶ月を超

える定期預金 
△ 10 〃 

関係会社預け金勘定 202 〃 

現金及び現金同等物 330 〃 



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 (借主側) 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 (借主側) 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 （借主側） 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び期末残高相当額 

  

  

  

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

減損損
失累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

車輌運搬具 15 12 － 2 

工具器具備
品 

27 9 6 11 

ソフトウェ
ア 

1 1 － 0 

合計 44 22 6 15 

  

  

  

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

減損損
失累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

車輌運搬具 6 3 － 3 

工具器具備
品 

34 17 4 11 

ソフトウェ
ア 

1 1 － 0 

合計 42 22 4 15 

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

減損損
失累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残

高相当

額 
(百万円)

車輌運搬具 18 12 － 5 

工具器具備
品 

27 11 7 8 

ソフトウェア 1 1 － 0 

合計 47 26 7 14 

２．未経過リース料中間期末残高相

当額等 

２．未経過リース料中間期末残高相

当額等 

２．未経過リース料期末残高相当額

等 
  
１年内 9百万円

１年超 6百万円

合計 15百万円

リース資産減損勘定の残高5百万円

  
１年内 8百万円

１年超 6百万円

合計 15百万円

リース資産減損勘定の残高3百万円

１年内 9百万円

１年超 4百万円

合計 14百万円

リース資産減損勘定の残高4百万円

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 
  

支払リース料 5百万円

リース資産減損
勘定の取崩額 

1百万円

減価償却費相当
額 

4百万円

支払利息相当額 0百万円

減損損失 6百万円

  
支払リース料 5百万円

リース資産減損
勘定の取崩額 

1百万円

減価償却費相当
額 

5百万円

支払利息相当額 0百万円

減損損失 －百万円

支払リース料 10百万円

リース資産減損
勘定の取崩額 

2百万円

減価償却費相当
額 

9百万円

支払利息相当額 0百万円

減損損失 7百万円

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

いる。 

同左 同左 

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取

得価額相当額の差額を利息相当額

とし、各期への配分方法について

は、利息法によっている。 

同左 同左 



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

 

  取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表
計上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1）株式 4 6 1 

(2）債券 

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 4 6 1 

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券 

非上場株式 1 

  取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表
計上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1）株式 4 6 2 

(2）債券 

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 4 6 2 

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券 

非上場株式 1 



前連結会計年度末（平成18年３月31日現在） 

有価証券 

  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間末  （平成17年９月30日） 

 当社グループは、すべてのデリバティブ取引についてヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間末  （平成18年９月30日） 

 当社グループは、すべてのデリバティブ取引についてヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度末  （平成18年３月31日） 

 当社グループは、すべてのデリバティブ取引についてヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。 

  

  

  取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上
額（百万円） 

差額（百万円） 

(1）株式 4 8 4 

(2）債券 

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 4 8 4 

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券 

非上場株式 1 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日） 

 当社グループは、商品の種類、性質、販売方法等の類似性から判断して、同種類、同系列の商品を専ら販売しており、

従って、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

  

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 当社グループは、商品の種類、性質、販売方法等の類似性から判断して、同種類、同系列の商品を専ら販売しており、

従って、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

  

前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 当社グループは、商品の種類、性質、販売方法等の類似性から判断して、同種類、同系列の商品を専ら販売しており、

従って、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日） 

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満のため記載を省略しております。 

  

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満のため記載を省略しております。 

  

前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満のため記載を省略しております。 

  

 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間純利益金額又は１株当たり中間(当期)純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

  

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

  

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

  

  

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  
１株当たり純資産額 90.50円 

１株当たり中間純損失
額 

0.77円 

  
１株当たり純資産額 91.05円 

１株当たり中間純利益
額 

1.27円 

１株当たり純資産額 89.82円 

１株当たり当期純損失
額 

1.49円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、1株当

り中間純損失であり、また潜在株式

が存在しないため記載していない。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載していな

い。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、1株当り当期純

損失であり、また潜在株式が存在しな

いため記載していない。 

  
前中間連結会計期間

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

中間純利益又は中間(当期)純損失
（△）（百万円） 

△ 30 50 △ 59

普通株主に帰属しない金額 
（百万円） 

－ － －

普通株式に係る中間純利益又は普
通株式に係る中間(当期)純損失
（△）（百万円） 

△ 30 50 △ 59

期中平均株式数（千株） 40,090 40,087 40,089



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

 

    
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

現金及び預金 ※2 109  67 102  

受取手形 ※3 59  72 35  

売掛金   3,186  3,770 3,145  

たな卸資産   2,775  2,789 2,815  

関係会社預け金 ※2 375  108 202  

未収入金   25  37 50  

未収消費税等   22  7 13  

その他   19  75 8  

貸倒引当金   △ 22  △ 29 △ 22  

流動資産合計    6,552 96.4 6,899 97.1  6,351 96.6

Ⅱ 固定資産       

有形固定資産 ※１ 87  78 72  

無形固定資産   2  2 2  

投資その他の資産       

投資有価証券   23  26 28  

長期貸付金   49  19 42  

その他   81  81 138  

貸倒引当金   △ 1  △ 1 △ 58  

計    152 126  150 

固定資産合計    242 3.6 207 2.9  226 3.4

資産合計    6,795 100.0 7,106 100.0  6,578 100.0



  
 

    
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

支払手形   160  127 164  

買掛金   1,986  2,228 1,965  

関係会社短期借入
金 

  400  500 200  

未払法人税等   9  9 16  

未払費用   95  91 107  

賞与引当金   32  29 34  

その他 ※２ 19  16 14  

流動負債合計    2,703 39.8 3,002 42.3  2,502 38.0

Ⅱ 固定負債       

退職給付引当金   435  430 450  

その他   32  27 27  

固定負債合計    468 6.9 457 6.4  478 7.3

負債合計    3,171 46.7 3,460 48.7  2,981 45.3



  

  

    
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

        

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    2,005 29.5 － －  2,005 30.5

Ⅱ 資本剰余金       

資本準備金   501  － 501  

その他資本剰余金       

資本準備金減少
差益 

  376  － 376  

資本剰余金合計    878 12.9 － －  878 13.4

Ⅲ 利益剰余金       

任意積立金   506  － 506  

中間(当期)未処分
利益 

  235  － 207  

利益剰余金合計    741 10.9 － －  713 10.8

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

   1 0.0 － －  2 0.0

Ⅴ 自己株式    △ 2  △0.0 － －  △ 2  △0.0

資本合計    3,623 53.3 － －  3,597 54.7

負債・資本合計    6,795 100.0 － －  6,578 100.0

（純資産の部）       

Ⅰ 株主資本       

1 資本金    － － 2,005 28.2  － －

2 資本剰余金       

(1) 資本準備金   －  501 －  

(2) その他資本剰余金   －  376 －  

資本剰余金合計    － － 878 12.4  － －

3 利益剰余金       

(1) その他利益剰余金       

  別途積立金   －  506 －  

  繰越利益剰余金   －  258 －  

 利益剰余金合計    － － 764 10.8  － －

4 自己株式    － － △  3 △0.0  － －

  株主資本合計    － － 3,644 51.3  － －

Ⅱ 評価・換算差額等       

1 その他有価証券評価
差額金 

   － － 1 0.0  － －

純資産合計    － － 3,646 51.3  － －

負債純資産合計    － － 7,106 100.0  － －

        



②【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高    10,474 100.0 10,389 100.0  21,988 100.0

Ⅱ 売上原価    9,690 92.5 9,639 92.8  20,451 93.0

売上総利益    784 7.5 750 7.2  1,536 7.0

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

   757 7.2 708 6.8  1,473 6.7

営業利益    26 0.3 41 0.4  63 0.3

Ⅳ 営業外収益 ※１  13 0.1 16 0.2  25 0.1

Ⅴ 営業外費用    2 0.0 3 0.0  6 0.0

経常利益    37 0.4 55 0.5  81 0.3

Ⅵ 特別損失 
※２ 
※３ 

 64 0.6 － －  132 0.6

税引前中間純利益    － － 55 0.5  － －

税引前中間(当期)
純損失 

   27 △0.3 － －  50 △0.2

法人税、住民税及
び事業税 

   4 0.0 4 0.0  9 0.0

中間純利益    － － 50 0.5  － －

中間（当期）純損
失 

   31 △0.3 － －  59 △0.3

前期繰越利益    267 －  267 

中間（当期）未処
分利益 

   235 －  207 

        



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自平成18年４月1日 至平成18年９月30日） 

  

  

  次へ 

  

株主資本 評価・換算差額等 

純資産
合計 資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式 

株主資
本合計

その他
有価証
券評価
差額金 

その他
有価証
券評価
差額金
合計 

資本準
備金 

その他
資本剰
余金 

資本剰
余金合
計 

その他利益剰
余金 利益剰

余金合
計 別途積

立金 

繰越利
益剰余
金 

平成18年３月
31日残高(百
万円） 

2,005 501 376 878 506 207 713 △2 3,594 2 2 3,597

中間連結会計
期間中の変動
額 

      

中間純利益     50 50 50   50

自己株式の取
得 

    △0 △0   △0

株主資本以外
の項目の中間
連結会計期間
中の 変 動額
（純額） 

    △1 △1 △1

中間連結会計
期間中の変動
額合計（百万
円） 

－ － － － － 50 50 △0 50 △1 △1 49

平成18年９月
30日 残高 
（百万円） 

2,005 501 376 878 506 258 764 △3 3,644 1 1 3,646



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 

子会社及び関連会社株式 子会社及び関連会社株式 子会社及び関連会社株式 

   移動平均法による原価法 同左 同左 

  その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

  時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

   中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定） 

 中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定） 

 決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定） 

  時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

   移動平均法による原価法 同左 同左 

  (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 

  商品・原材料 商品・原材料 商品・原材料 

   総平均法に基づく低価法。 同左 同左 

  貯蔵品 貯蔵品 貯蔵品 

   総平均法に基づく原価法 同左 同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

 建物（建物附属設備を除く）

については定額法。建物以外に

ついては定率法（鮮魚小売店舗

の建物附属設備については定額

法）。 

 建物（建物附属設備を除く）

については定額法。建物以外に

ついては定率法（鮮魚専門小売

店、魚惣菜専門店の建物附属設

備については定額法） 

同左 

  (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

   自社利用のソフトウェアにつ

いては社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法を採

用している。 

同左 同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

   貸倒損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を計上

している。 

同左 同左 

  (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

   従業員の賞与の支給に備える

ため、賞与支給見込額の当中間

会計期間負担額を計上してい

る。 

同左  従業員の賞与の支給に備える

ため、賞与支給見込額の当期負

担額を計上している。 



  

 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務に基づき、当中間期間

末において発生していると認め

られる額を計上している。 

同左  従業員の退職給付に備えるた

め、期末における退職給付債務

に基づき計上している。 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっている。 

同左 同左 

５．重要なヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によってい

る。ただし、為替予約取引につ

いては振当処理を適用してい

る。 

同左 同左 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段：為替予約 同左 同左 

  ヘッジ対象：外貨建債権債務

に係る将来の為

替変動リスク 

    

  (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 

   為替変動リスクの低減のため

対象債権債務の範囲内でヘッジ

を行っている。 

同左 同左 

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 (4）ヘッジ有効性評価の方法 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

   ヘッジ手段の変動額の累計額

とヘッジ対象の変動額の累計額

を比較して有効性の判断を行っ

ている。 

同左 同左 

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式を採用している。 

同左  消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式を採用している。 

   なお、当中間会計期間末は、仮

受消費税等と仮払消費税等を相殺

し、未収消費税等として表示して

いる。 

    



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

  

  次へ 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  (固定資産の減損に係る会計基準)   (固定資産の減損に係る会計基準) 

 当中間会計期間より、固定資産

の減損に係る会計基準（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」（企業会計審議会

平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準の適用指針

第６号 平成15年10月31日）を適

用している。 

これにより営業利益及び経常利益

は５百万円増加し、税引前中間純

利益は56百万円減少している。 

 なお減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則

に基づき各資産の金額から直接控

除している。 

  当事業年度より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成

14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準の適用指針第

６号 平成15年10月31日）を適用

している。 

これにより営業利益及び経常利益

は11百万円増加し、税引前当期純

損失は58百万円増加している。 

 なお減損損失累計額について

は、改正後の財務諸表等規則に基

づき各資産の金額から直接控除し

ている。 

  (貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準) 

  

 当中間会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号

平成17年12月９日）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会

計基準適用指針第８号 平成17年

12月９日）を適用している。 

 これまでの資本の部の合計に相

当する金額は3,646百万円であ

る。 

 なお、当中間会計期間における

中間貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間財務諸表等規則の改

正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成している。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

  

（中間損益計算書関係） 

  

 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※１有形固定資産の減価償却累計額 ※１有形固定資産の減価償却累計額 ※１有形固定資産の減価償却累計額 

208百万円 207百万円 207百万円 

※２ 担保資産及び担保付債務 ※２ 担保資産及び担保付債務 ※２ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次の

とおりである。 

 担保に供している資産は次の

とおりである。 

 担保に供している資産は次の

とおりである。 
  

（担保資産）   

関係会社預け金 15百万円

定期預金 －百万円

（担保付債務）  

流動負債のその
他(従業員預り
金) 

10百万円

  
（担保資産）   

定期預金 10百万円

   

（担保付債務）  

流動負債のその
他(従業員預り
金) 

9百万円

（担保資産）   

定期預金 10百万円

   

（担保付債務）  

流動負債のその
他(従業員預り
金) 

9百万円

  ※３ 中間期末日満期手形 

中間期末日満期手形の会計処理

は、手形交換日をもって決済処理

しております。なお、当中間会計

期間の末日は金融機関の休日であ

ったため、次の中間期末日満期手

形が中間期末残高に含まれてい

る。 

  

  受取手形     8百万円  

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 営業外収益の主要

項目 

   

受取利息 2百万円 1百万円 5百万円 

為替差益 2百万円 0百万円 2百万円 

※２ 特別損失の主要項目    

固定資産除却損 1百万円 －百万円 1百万円 

貸倒引当金繰入額 －百万円 －百万円 57百万円 

減損損失 62百万円 －百万円 70百万円 

店舗解約損失 0百万円 －百万円 3百万円 



  

（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取りによる増加である。 

  

  

  次へ 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※３ 減損損失  当社は、当中間会計期間におい

て減損損失を計上した。 

─────  当事業年度において、当社は以

下の資産グループについて減損損

失を計上した。 

    

  

場所 用途 種類 
減損損
失金額 

千葉県
浦安市
他 
3ヶ所 

鮮魚小
売店舗
内設備
等 

建物附
属設備
及び備
品等 

62百万円

場所 用途 種類 
減損損
失金額 

千葉県
浦安市
他5 
 ヶ所 

鮮魚専
門小売
店舗内
設備等 

建物附
属設備
及び備
品等 

62百万円

千葉県
船橋市
他1 
 ヶ所 

魚惣菜
専門店
舗内設
備等 

建物附
属設備
及び備
品等 

7百万円

合 計 70百万円

   当社は、減損損失を認識するに

あたっては、管理会計上の損益を

把握する単位である事業部署別

（鮮魚小売部署においては店舗

別）にグルーピングし、本社管理

部門に係る資産は共用資産として

それぞれの物件ごとに1つの資産

グループとしている。 

 鮮魚小売店舗中の4店舗につい

ては継続して損益がマイナスとな

り、今後においても当初より想定

していた収益を見込むことは困難

であると判断されるため、当該店

舗における償却資産の帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失として特別損失に

計上した。その内訳は、建物附属

設備48百万円、工具器具備品他14

百万円である。 

 なお、当資産グループの回収可

能価額は、正味売却価額により測

定しており処分可能価額により算

定している。 

   当社は、減損損失を認識するに

あたっては、管理会計上の損益を

把握する単位である事業部署別

（鮮魚小売部署においては店舗

別）にグルーピングし、本社管理

部門に係る資産は共用資産として

それぞれの物件ごとに1つの資産グ

ループとしている。 

 鮮魚専門小売店舗中の4店舗,魚

惣菜専門店の2店舗については継続

して損益がマイナスとなり、今後

においても当初より想定していた

収益を見込むことは困難であると

判断されるため、当該店舗におけ

る償却資産の帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減

損損失として特別損失に計上し

た。その内訳は、建物附属設備52

百万円、工具器具備品他17百万円

である。 

 なお、当資産グループの回収可

能価額は、正味売却価額により測

定しており処分可能価額により算

定している。 

４ 減価償却実施額    

有形固定資産 6百万円 4百万円 13百万円 

  
前会計年度末株式数
（千株） 

当中間会計期間増加
株式数（千株） 

当中間会計期間減少
株式数（千株） 

当中間会計期間末株
式数（千株） 

普通株式 （注） 21 1 － 22 

合計 21 1 － 22 



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

リース物件の所有権が借

主に移転すると認められ

るもの以外のファイナン

ス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び期末残高相当額 

  

  

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

減損損
失累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円) 

車輛運
搬具 

15 12 － 2 

工具器
具及び
備品 

27 9 6 11 

ソフト
ウェア 

1 1 － 0 

合計 44 22 6 15 

  

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

減損損
失累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

車輛運
搬具 

6 3 － 3 

工具器
具及び
備品 

34 17 4 11 

ソフト
ウェア

1 1 － 0 

合計 42 22 4 15 

  

  

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

減損損
失累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 
(百万円)

車輛運
搬具 

18 12 － 5 

工具器
具及び
備品 

27 11 7 8 

ソフト
ウェア

1 1 － 0 

合計 47 26 7 14 

  

  

２．未経過リース料中間期末残高相

当額等 

２．未経過リース料中間期末残高相

当額等 

２．未経過リース料期末残高相当額

等 

  
  

リース資産減損勘定の残高 5百万円 

１年内 9百万円

１年超 6百万円

合計 15百万円

リース資産減損勘定の残高 3百万円 

１年内 8百万円

１年超 6百万円

合計 15百万円

リース資産減損勘定の残高 4百万円 

１年内 9百万円

１年超 4百万円

合計 14百万円

  ３．当中間期の支払リース料、リー

ス資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び

減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

  
  
支払リース料 5百万円

リース資産減損
勘定の取崩額 

1百万円

減価償却費相当
額 

4百万円

支払利息相当額 0百万円

減損損失 6百万円

支払リース料 5百万円

リース資産減損
勘定の取崩額 

1百万円

減価償却費相当
額 

5百万円

支払利息相当額 0百万円

減損損失 －百万円

支払リース料 10百万円

リース資産減損
勘定の取崩額 

2百万円

減価償却費相当
額 

9百万円

支払利息相当額 0百万円

減損損失 7百万円

  ４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

いる。 

同左 同左 

  ５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっている。 

同左 同左 



（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはあり

ません。 

  

（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間純利益金額又は１株当たり中間(当期)純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

  

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

  

  

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  
１株当たり純資産額 90.39円 

１株当たり中間純損失
額 

0.79円 

  
１株当たり純資産額 90.69円 

１株当たり中間純利益
額 

1.26円 

１株当たり純資産額 89.73円 

１株当たり当期純損失
額 

1.49円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、１株当

り中間純損失であり、また、潜在株

式が存在しないため記載していな

い。 

 なお、潜在株式調整後1株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載していな

い。 

 １株当たり当期純損失であり、ま

た、潜在株式が存在しないため記載

していない。 

  
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

中間純利益又は中間(当期)純損失
（△）（百万円） 

△ 31 50 △ 59 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

普通株式に係る中間純利益又は普通株
式に係る中間(当期)純損失（△）（百
万円） 

△ 31 50 △ 59 

期中平均株式数（千株） 40,090 40,087 40,089 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

  

  



第６【提出会社の参考情報】 
  

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第71期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）平成18年６月28日関東財務局長に提出 

  

 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
  

 該当事項はありません。 

  

  



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成17年12月15日

株 式 会 社 ホ ウ ス イ 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ホウスイの

平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）に

係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間

連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社ホウスイ及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成17年

４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は、固定資産の減損に係る会計基準を適用して

いるため、当該会計基準により中間連結財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 大 橋 洋 史 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 信 田   力 

      



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の中間監査報告書   

  平成18年12月15日

株式会社ホウスイ   

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 大日向雅子 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 角田伸理之 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 伊藤 栄司 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社ホウスイの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年４月１

日から平成18年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中

間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務

諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明すること

にある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚

偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に

必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対

する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社ホウスイ及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関す

る有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成17年12月15日

株 式 会 社 ホ ウ ス イ 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ホウスイの

平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第71期事業年度の中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）に係

る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社ホウスイの平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日ま

で）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は、固定資産の減損に係る会計基準を適用している

ため、当該会計基準により中間財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 大 橋 洋 史 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 信 田   力 

      



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の中間監査報告書   

  平成18年12月15日

株式会社ホウスイ   

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 大日向雅子 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 角田伸理之 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 伊藤 栄司 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社ホウスイの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第72期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１日

から平成18年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等

変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、株式会社ホウスイの平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年４

月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。 
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