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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

回次 第69期 第70期 第71期 第72期 第73期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高（百万円） 17,295 20,554 21,988 20,662 18,059

経常損益（百万円） △181 102 82 93 △181

当期純損益（百万円） △263 47 △59 △69 △3

純資産額（百万円） 3,616 3,659 3,600 3,529 3,627

総資産額（百万円） 6,283 6,472 6,607 6,368 6,878

１株当たり純資産額（円） 90.20 91.27 89.82 88.05 88.44

１株当たり当期純損益（円） △6.58 1.18 △1.49 △1.74 △0.08

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益（円）

－ － － － －

自己資本比率（％） 57.6 56.5 54.5 55.4 51.5

自己資本利益率（％） △7.05 1.30 △1.65 △1.96 △0.08

株価収益率（倍） － 200.3 － － －

営業活動によるキャッシュ・
フロー（百万円）

△431 △873 △735 496 1,862

投資活動によるキャッシュ・
フロー（百万円）

145 456 18 9 183

財務活動によるキャッシュ・
フロー（百万円）

△0 △0 199 △200 △0

現金及び現金同等物の期末残
高（百万円）

1,266 849 330 634 2,679

従業員数
［外、平均臨時雇用者数］
（人）

87
［93］

86
［99］

80
［59］

80
［70］

83
［132］

　（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株当たり当期純利益については、第69期、第71期、第72期、第73期は１株当たり当期純損失が計上

されているため、第70期は潜在株式が存在しないため記載していない。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第69期 第70期 第71期 第72期 第73期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高（百万円） 17,295 20,554 21,988 20,662 18,059

経常損益（百万円） △182 102 81 93 △192

当期純損益（百万円） △264 47 △59 △69 14

資本金（百万円） 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） 3,613 3,655 3,597 3,526 3,537

総資産額（百万円） 6,240 6,435 6,578 6,334 5,411

１株当たり純資産額（円） 90.11 91.19 89.73 87.96 88.27

１株当たり配当額（内１株当
たり中間配当額）（円）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

－
（－）

１株当たり当期純損益（円） △6.60 1.18 △1.49 △1.74 0.36

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益（円）

－ － － － －

自己資本比率（％） 57.9 56.8 54.7 55.7 65.4

自己資本利益率（％） △7.07 1.30 △1.65 △1.96 0.41

株価収益率（倍） － 201.2 － － 465.2

配当性向（％） － － － － －

従業員数（人） 50 53 53 52 46

　（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株当たり当期純利益については、第69期、第71期、第72期は１株当たり当期純損失が計上されてい

るため、第70期、第73期は潜在株式が存在しないため記載していない。
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２【沿革】

 

昭和20年８月東京都日本橋区に資本金175千円をもって報國水産株式会社を設立。東京湾内沿岸漁業を行う。

昭和21年11月以西底びき網漁業及びかつお・まぐろ漁業に着手。

昭和24年５月東京証券取引所に株式を上場。

昭和30年５月母船式さけ・ます漁業に出漁。

昭和36年10月東京証券取引所市場第一部に編入。

昭和39年８月本社・新社屋を中央区築地七丁目に竣工。

昭和40年８月アラスカ南海域の北方トロール漁業に出漁。

昭和42年５月西アフリカ海域の南方トロール漁業に出漁。

昭和45年７月インドネシアに　えびトロール事業を目的とする合弁会社P.T.IRIAN MARINE PRODUCT

DEVELOPMENTを設立。

昭和47年７月パプア・ニューギニアにかつお事業を目的とする合弁会社NEW GUINEA MARINE PRODUCTS PTY.,

LTD.を設立。昭和50年２月から同社はえびトロール事業の本格操業に入る。（平成３年３月所有

全株式売却）

昭和50年12月南太平洋フィジー海域のかつお漁業に出漁。

昭和54年４月アラスカに水産物買付及び加工事業を目的とする現地法人NORTHERN SEAFOODS,INC.を設立。

昭和56年８月鹿児島県串良町に養殖事業を目的とする日南養魚株式会社を設立。（平成６年10月解散）

昭和58年10月北洋水産株式会社と合併。

昭和59年８月商号を株式会社ホウスイに変更。

平成３年11月本社を中央区築地三丁目に移転。事業基盤を漁撈事業から買付商品事業へシフト。

平成６年７月 本社を現在地に移転。

平成８年３月 恵光水産株式会社の増資に応じ同社を子会社とする。（株式所有割合60％）

平成８年４月 鮮魚販売事業を開始。

平成11年４月日東シュリンプ株式会社の株式を取得し同社を子会社とする。（株式所有割合80％）

平成13年１月日東シュリンプ株式会社及び恵光水産株式会社を100％子会社とする。

平成13年４月日東シュリンプ株式会社を吸収合併。

平成20年３月株式会社水産流通の増資に応じ同社を子会社とする。（株式所有割合60％）
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３【事業の内容】

　平成20年３月末の当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、親会社、平成20年３月に親会社から分社され設立された

㈱水産流通を含む子会社２社で構成されており、水産物の買付販売を主な内容とした事業活動を営んでおります。

 

　次の２部門について当社グループは事業の種類別セグメント情報を記載していないため、事業部門別によって記載してお

ります。

事業部門 主な商品 主要な内容

水産卸営業部門

鮮凍品

加工品

塩蔵品

　当社は海外及び国内から水産食材を買付販売しております。

　また、親会社の日本水産㈱から同社の製商品を当社が販売する一

方、当社の商品を親会社に販売しております。

鮮魚販売部門

鮮魚

塩蔵品

魚惣菜

　当社から子会社の恵光水産㈱に鮮魚専門小売店及び魚惣菜専門店

の運営業務を委託しております。

 

平成20年３月31日現在の事業の系統図は次のとおりです。
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また、平成20年４月１日、中央魚類株式会社の子会社で冷蔵事業を営む中央冷凍株式会社と合併したことにより、親会社が日

本水産株式会社から中央魚類株式会社に代わるとともに、事業内容も卸機能のほか、保管・物流機能、リテール機能を得るこ

ととなりました。

 

４月１日合併後の事業系統図は次のとおりです。

 

 

EDINET提出書類

株式会社ホウスイ(E00017)

有価証券報告書

 6/76



４【関係会社の状況】

(1）親会社

　親会社である日本水産株式会社の状況については、「第５　経理の状況　1.連結財務諸表等（1）連結財務諸表注記事項

（関連当事者との取引）」に記載しているため、記載を省略しております。

　なお、親会社は有価証券報告書を提出しております。

 

(2）連結子会社

名称 住所
資本金
（百万円）

主要な事業内容
議決権の所有割合

（％）
関係内容

恵光水産㈱ 東京都中央区 10
鮮魚等の店舗販売
業務受託

100.0

当社から鮮魚等の
販売を業務委託し
ている。
役員の兼任等…有

㈱水産流通 東京都千代田区 200
生鮮食料品の仕
入、製造、加工、販
売

60.0
水産物の販売ノウ
ハウを共有し今後
成長拡大する。

 

５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成20年３月31日現在

事業部門 従業員数

水産卸営業部門  37〔 80〕

鮮魚販売部門  24〔 60〕

全社共通  14〔 －〕

計  75〔140〕

　（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は〔　〕内に年間の平均人員を外数で記載している。

２．水産卸営業部門の臨時従業員数が前連結会計年度に比べ70名増加しました。これは新たに株式会社水産流通を子会

社にしたことによるものです。

 

(2）提出会社の状況

   平成20年３月31日現在

従業員数（人） 平均年令（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

46 45.0 16.0 6,449,075

　（注）　平均年間給与は、税込み給与額の平均であり賞与を含んでいる。

 

(3）労働組合の状況

職種
組合員数
（名）

労働組合の名称 所属上部団体 特記事項

職員 21 ホウスイ労働組合 日本食品関連産業労働組合連合会 なし

 

EDINET提出書類

株式会社ホウスイ(E00017)

有価証券報告書

 7/76



第２【事業の状況】
 

１【業績等の概要】

(1）業績

当連結会計年度におけるわが国経済は、前半は好調な輸出と設備投資の増加に支えられ好調さを維持しましたが、後半

は米国のサブプライムローン問題の世界的な波及により株価の下落、為替の急激な変動など、景気は先行き不透明感を強

めることとなりました。

一方、水産・食品業界におきましては、世界的な水産物需要の高まりから輸入水産物の価格は依然として高どまりの状

況が続くなか、中国産冷凍食品問題、年金への不安、個人所得の伸び悩みなどもあり、国内での消費は低迷傾向が続く厳し

い経営環境にありました。

このような状況のもとで、当社グループは平成19年度を「基盤の再固め」の年と位置づけ、新規顧客の開拓と既存顧客

の深掘りを進めてきましたが、主力商品の えびの販売において利幅の薄い業者間取引の縮小や安価なえびへの急速な転

換、また、すけこの買付取止めなどの影響により、苦戦を強いられることとなりました。

その結果、当社グループの当連結会計年度の営業成績は、売上高180億59百万円（前連結会計年度比12.6％減）、経常損

失１億81百万円（前連結会計年度93百万円の経常利益）となり、特別利益として商標権譲渡益3億円、特別損失として過年

度役員退職慰労金引当額等１億12百万円を計上したことにより、当期純損失は３百万円（前連結会計年度69百万円の純損

失）となりました。

①　水産卸営業部門

水産卸営業部門は、えび、かに、いかなどの卸売りを主体とした水産食材卸売事業と すけこ、すりみ、さばなどを水産

加工業者や食品メーカーに販売する産業用水産販売事業で構成されております。

水産食材卸売事業においては、かに、いかなどの一部の魚種の単価は堅調に推移しましたが、主力の えびをはじめほ

とんどの魚種で取扱数量が減少したこと等により、販売金額は前連結事業年度を下回りました。また、産業用水産販売事

業においても すりみの取扱数量が減少するなど、販売金額は前連結会計年度を下回りました。

以上の結果、水産卸営業部門の売上高は162億50百万円（前期比13.4％減）となりました。

②　鮮魚販売部門

鮮魚販売部門は、鮮魚専門小売店と魚惣菜専門店の二形態の小売販売事業を行っております。鮮魚専門小売店につい

ては不採算店２店の撤退を行いました。魚惣菜専門店については効率的な店舗運営とお客さまの評価の高い商品の販売

を積極的に行いました。

その結果、鮮魚販売部門の売上高は11億15百万円（前期比4.7％減）となりました。

なお、当連結会計年度末現在の店舗数は、鮮魚専門小売店４店舗（前期末６店舗）、魚惣菜専門店４店舗（前期末４店

舗）の合計８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

インドネシアにおける合弁会社IMPD社（P．T．IRIAN　MARINE　PRODUCT　DEVELOPMENT）の えびトロール事業による開

発輸入を行うほか、天然えび、その他水産物の買付輸入販売を行い、その売上高は6億93百万円（前期比5.7％減）となり

ました。

なお、合弁会社IMPD社の当社保有株式の全てを３月に親会社である日本水産株式会社へ譲渡いたしました。
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(2）キャッシュ・フロー

　当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は税金等調整前当期純利益が5百万

円となり、仕入債務の減少もありましたが、売上債権の減少や棚卸資産の減少に伴う運転資金の減少により資金は増加し

たため、当連結会計年度末の資金は26億79百万円（前連結会計年度比20億44百万円増加）となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　売上高の減少に伴う売上債権の減少やたな卸資産の減少等により資金は18億62百万円（前連結会計年度比13億65百万円

増加）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　貸付金の支出があったものの、３月に㈱水産流通を連結子会社としたことに伴う受入れ収入１億68百万円あったため資

金は１億83百万円（前連結会計年度比１億74百万円増加）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　前連結会計年度は借入金の返済（２億円）がありましたが、当期は自己株式買い取りに伴う支出のみであります。

 

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が専業であり、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

事業部門 金額（百万円） 前期比（％）

水産卸営業部門 13,805 79.5

鮮魚販売部門 697 88.0

海外部門 890 107.0

合計 15,392 81.0

 

(3）受注状況

　当社グループは仕入販売が専業であり、受注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

事業部門 金額（百万円） 前期比（％）

水産卸営業部門 16,250 86.6

鮮魚販売部門 1,115 95.3

海外部門 693 94.3

合計 18,059 87.4

　（注）　上記(2)、(4)の金額には、消費税等は含まれていない。
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３【対処すべき課題】

①　事業領域の拡大

当社グループは、当期に日本水産㈱が分社したリテールサポート機能を有する㈱水産流通を子会社にするほか、平成20

年４月１日に中央魚類㈱の子会社である冷蔵事業を有する中央冷凍㈱と合併いたしました。

当社グループは、日本水産や新たに親会社となった中央魚類のノウハウと新ホウスイの卸機能、冷蔵保管機能、それに水

産流通のリテールサポート機能との協働により、これら経営資源を有効に機能させて事業領域をさらに拡大させてまいり

ます。

②　水産事業

水産事業においては、メイン商材であるえび、かにのほか、合併により得られた機能を生かして利益率高い戦略魚種を定

め、業務用顧客を中心にした販売を進めてまいります。

また、営業マンを育成強化し戦略魚種に精通した人材を補強していくとともに、安全・安心のための品質管理、表示管理

チェックにも努めてまいります。

③　ビジネスモラルの再構築

当期において発覚した元社員による不正取引行為を深く反省し、再発防止に向けた業務マニュアルの徹底、相互牽制機

能の強化、内部統制を含めた監視体制の強化を行うとともに、法令・規則等を順守する健全な企業風土の再構築を図りま

す。
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４【事業等のリスク】

　４月１日の合併後の新組織を含めた当社グループの事業に係るリスクとして、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能

性のある事項には以下のようなものがあります。

 

(1)　水産卸営業部門について

水産卸営業部門は合併後子会社水産流通を含む水産事業本部の組織下になりますが、同事業本部の中核の部門であ

り、えびを中心とした水産物の卸販売を行っております。しかし、水産物は市況の変動が激しい商品であり、急激な変動

は当社グループの売上高・収益に影響を及ぼすことがあり、商品在庫についても常にリスクが存在しております。特

に、ウエイトの高い えびについては国内消費の低迷やグローバルな養殖えびの増大から相場の回復が遅れることも懸

念されます。また、当社グループの養殖えびはインドネシアからの輸入仕入割合が高く、カントリーリスクを受けやす

い状況にあります。

 

(2)　鮮魚販売事業について

水産事業本部の組織する鮮魚販売部門の鮮魚専門小売店の業界は、消費低迷や食品表示問題に加えオーバーストア

の影響から熾烈な販売競争が続く状況にあります。また、鮮魚専門小売店という業態も誕生以来30年以上経過していま

すが、その後の消費者ニーズ・生活様式の変化等から何らかの変革が余儀なくされています。

当社グループは、仕入方法や店舗運営の見直し、旬と鮮度を重視した品揃えを行うなど店舗ごとにきめ細かい対応を

行うほか、不採算店については撤退するなど機敏に対応し、お客さまにとって魅力ある商品づくり・店づくりに努めて

おりますが、他社との競争が激化した場合、さらなる退店などで収支に影響を及ぼす可能性があります。

 

(3)　 リテールサポート事業について

３月から連結子会社となった㈱水産流通は、量販店へのリテールサポートを主業務としており、今後はより多くのお

客さまに対応できるパブリック型のセンター施設による効率的な運営を目指しています。しかし、安心・安全に対する

問題やオーバーストアによる競争激化から閉店等が発生した場合、売上高の減少に伴う手数料収入の減少が起こる可能

性があります。

 

(4)　自然災害について

合併により４月から新しい事業として冷蔵事業が加わりましたが、当事業は冷蔵設備が首都圏に集中しているため、こ

の地域において地震等の大規模自然災害が発生した場合は、人的被害も含め損害が発生し、事業が中長期的に中断され

る可能性があります。

 

(5)　コンピュータシステム障害について 

水産事業は自社の販売管理システムで稼動しており、また、新規に加わった冷蔵事業は４月から親会社となった中央魚

類をセンターとするオンラインシステムで結ばれております。両事業とも保守管理やセキュリティーには最大限の力を

注いでおりますが、外的要因も含めてこれらのシステムに何らかの障害が生じた場合は事業の運営に多大の影響を及ぼ

す可能性があります。

 

(6)　経営成績の季節的変動について

当社グループは、水産物の卸販売、鮮魚の店舗販売を行っておりますが、お歳暮やお正月用食品購入の時期である12月

は、他の月に比べ売上高及び利益が高くなる傾向があります。

 

(7)　食品の安全・安心について

ＢＳＥ問題、鳥インフルエンザ問題、食品添加物問題等から食品に対する消費者の関心は非常に高まっております。当

社グループは企業の社会的責任として法令順守に徹し、安全で安心な食品の確保を第一としております。

しかしながら、水産業界で食品の安全性に問題が発生した場合は当社グループの業績も影響を受ける可能性がありま

す。
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(8)　貸倒れリスクについて

水産・食品業界における中間流通業者や加工業者は、急速な流通構造の変化とデフレ基調のなか、経営体質が弱ってき

ております。当社グループは与信管理の徹底を図るほか、顧客構造の多角化を進めておりますが、営業活動において得意

先の破綻等が発生した場合、収支に影響を受ける可能性があります。

 

(9)　法令・規則等の順守について

当社は、当期において発覚した元社員による えび国内加工での不正取引行為により、株主、取引先等関係者に対し多大

なご迷惑をすることとなりました。当社グループはこの事実を深く反省し、全社をあげて組織体制を根本的に見直すとと

もに、コンプライアンスの意識向上と内部統制の強化に取り組んでおります。　しかし、万一、法令・規則等に対する違反

等があった場合、監督官庁による処分を受ける可能性がある他、当社の信用を著しく低下させ、業績に多大な悪影響を与

える可能性があります。
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５【経営上の重要な契約等】

　　(1）中央冷凍株式会社との合併および親会社の変更について

　水産物における流通機能を強化し、事業規模拡大と収益力向上を目的として、当社は、平成20年１月10日開催の取締役会

において中央冷凍株式会社（東京都中央区、資本金480百万円、代表取締役社長乃美昭俊）と合併することを決議し、同日

付で両社は合併契約を締結いたしました。合併については、平成20年２月28日の臨時株主総会においても承認されました。

　この合併によって、中央冷凍株式会社の親会社である中央魚類株式会社に対し、当社の新株式を割り当てることにより、

当社は、中央魚類株式会社の連結子会社となり、日本水産株式会社は当社の親会社に該当しなくなります。

　なお、合併の詳細については、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　(1）連結財務諸表　注記事項（重要な後発事

象）」および「第５　経理の状況　２．財務諸表等　(1）財務諸表　注記事項（重要な後発事象）」に記載のとおりであり

ます。

 

　　(2）株式会社水産流通の株式取得（子会社化）について

　当社は、水産物の流通ネットワークを構築する一環として、平成20年３月３日に日本水産株式会社が同社の水産流通事業

部門を新設分割し、分社化した株式会社水産流通の株式を第三者割当増資引受により取得し、当社の連結子会社とするこ

とを、平成20年１月10日開催の取締役会において決議しました。

 

株式取得の概要は、次のとおりでございます。

 

①　第三者割当増資引受の概要

取得株式数　　2,400株

取得価額　　120百万円

所有割合　　60%

 

②　異動する子会社の概要

　　商号　　　　　株式会社水産流通

代表者　　　　田中勝藏

資本金　　　　80百万円

事業内容　　　生鮮食料品の仕入、製造・加工ならびに販売

　　　　　　　　　生鮮食料品の保管及び配送

　　　　　　　　　水産物のリテールサポート
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６【研究開発活動】

　該当事項はありません。

 

７【財政状態及び経営成績の分析】

　文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであり、実際の業績は様々な要因

により、これらの予想と異なる場合があります。

 

(1）重要な会計方針及び見積り

　当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されています。

なお、個々の「重要な会計方針及び見積り」については、「第５　経理の状況１.連結財務諸表等（1）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」に記載のとおりです。

 

(2）当連結会計年度の経営成績の分析

当連結会計年度の業績については「業績等の概要」に記載のとおり、売上高180億59百万円（前連結会計年度比12.6％

減）、経常損失１億81百万円（前連結会計年度93百万円の経常利益）、当期純損失３百万円（前連結会計年度69百万円の

純損失）となりました。

①　売上高

　当連結会計年度の売上高は前期比26億3百万円減の180億59百万円となりました。 部門別には、水産卸営業部門は、主力

のえびをはじめほとんどの魚種で取扱数量が減少するなどし、売上高は162億50百万円（前期比13.4％減）となりまし

た。鮮魚専門小売店は不採算店２店の撤退などにより売上高は11億15百万円（前期比4.7％減）となりました。海外部門

の売上高は、6億93百万円（前期比5.7％減）となりました。

なお、海外部門につきましては、合弁会社IMPD社の当社保有株式の全てを平成20年３月に親会社である日本水産株式

会社へ譲渡いたしました。

②　売上原価、販売費及び一般管理費

　売上原価は、売上高の減少に伴い前期比23億9百万円減の168億85百万円となりました。

　販売費及び一般管理費は、前期比11百万円減の13億95百万円となりました。

③　営業外収益・営業外費用

　当連結会計年度の営業外収益は、前期比13百万円増の51百万円となりました。
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(3）財政状態

　当連結会計年度末における流動資産は前期比324百万円増の64億98百万円、固定資産は前期比184百万円増の３億79百万

円となりました。同じく、流動負債は前期比468百万円増加し、28億49百万円となりました。いずれも、今期より、㈱水産流通

が連結対象になったことが増加の主要因です。

また、固定負債は前期比57百万円減で４億円となりました。これは退職者に対する支払いで退職給付引当金が減少した

ことが主要因です。

　当連結会計年度末における純資産合計は、36億27百万円となりました。

 

(4）キャッシュ・フローの分析

（キャッシュ・フローの指標）

 平成17年3月期平成18年3月期平成19年3月期平成20年3月期

自己資本比率（％） 56.5 54.5 55.4 51.5

時価ベースの自己資本比（％） 146.8 176.5 118.2 97.3

債務償還年数（年） － － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ － － 127.3倍 737.4倍

　（注）１．自己資本比率　：　自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率　：　株式時価総額／総資産

債務償還年数　：　有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ　：　営業キャッシュ・フロー／利息の支払額

２．平成17年３月期～平成18年３月期までキャッシュ・フローはマイナス

３．平成19年３月期末と平成20年３月期末は借入金がない。

 

(5）今後の方針について

　　今後の見通しにつきましては、原油や素材価格が高騰するなか、個人の購買心理も冷え込んで消費も低迷するものと予

想されてます。

　　このような状況において当社グループは、平成20年３月に親会社である日本水産㈱の流通部門を分社化し設立した㈱水

産流通を連結子会社としました。その上で、同年４月１日に大卸の中央魚類㈱の子会社中央冷凍と合併することにより、

当社は中央魚類㈱の子会社となりました。今後のホウスイは、中央魚類㈱グループの水産物の販売ノウハウと㈱水産流

通のリテールサポートノウハウと中央冷凍の冷凍・冷蔵保管を主とする物流機能を得て、新生ホウスイグループの物流

機能・卸機能との協働により、多様なサービスを提供することで、新たな顧客を開拓し、成長拡大していく企業を目指し

てまいります。
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第３【設備の状況】
 

１【設備投資等の概要】

　当連結会計年度に重要な影響を及ぼす設備の売却、撤去はありません。

 

２【主要な設備の状況】

　当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。

(1）提出会社

事業所名
（所在地）

事業区分の名称 設備の内容

帳簿価額（百万円）

建物及び
構築物

工具器具
備品

土地
（面積㎡）

合計
従業員数
（人）

新浦安店ほか
（千葉県浦安市）

鮮魚販売部門
（店舗）

販売設備
（注）３．

0 4
－
(－)

5
3
〔1〕

インドネシア
（ドボ、ソロン）

海外部門 生産設備 4 0
－
(－)

4 0

本社
（東京都中央区）

水産卸営業部門
その他の設
備
（注）２．

－ 2
－
(－)

2
30
〔－〕

仙台支店ほか
（宮城県仙台市他）

水産卸営業部門
（支店・営業
所）

その他の設
備
（注）３．

0 0
－
(－)

0
13
〔2〕

 

(2）国内子会社

①　恵光水産㈱

事業所名
（所在地）

事業区分の名称 設備の内容

帳簿価額（百万円）

建物及び
構築物

工具器具
備品

土地
（面積㎡）

合計
従業員数
（人）

本社
（東京都中央区）

鮮魚販売部門
その他の設
備

－ －
－
(－)

－
21
〔59〕

 

②　㈱水産流通

事業所名
（所在地）

事業区分の名称 設備の内容

帳簿価額（百万円）

建物及び
構築物

工具器具
備品

土地
（面積㎡）

合計
従業員数
（人）

伊丹水産センター
（兵庫県伊丹市）

－ 生産設備 163 18
－
(－)

182
8

〔78〕

　（注）１．金額には消費税等を含まない。

２．建物を賃借している。年間賃借料は38百万円である。

３．建物を賃借している。年間賃借料は30百万円である。

４．従業員数の〔　〕は、臨時従業員を外書きしている。

 

３【設備の新設、除却等の計画】

　該当事項はありません。
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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】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 160,000,000

計 160,000,000

　（注）　平成20年２月28日開催の臨時株主総会において、平成20年４月１日付で中央冷凍株式会社との合併に伴う定款の変更が

行なわれ、発行可能株式総数は140,000,000株増加し、300,000,000株となっている。

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（平成20年３月31日）

提出日現在発行数
（株）

(平成20年６月25日)

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 40,110,000 83,790,000
東京証券取引所
市場第一部

－

計 40,110,000 83,790,000 － －

　（注）　平成20年４月１日をもって、中央冷凍株式会社を吸収合併し、同社株主に対し43,680,000の株式を割当てたため、会社が

発行する株式の総数は83,790,000株である。

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

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15年８月11日 － 40,110,000 － 2,005,500△376,791 501,375

　（注）１．平成15年６月27日開催の株主総会において資本準備金の減少を決議し、平成15年８月11日にその他資本剰余金に振

り替えたものである。

　　　　２．平成20年４月１日をもって、中央冷凍株式会社の吸収を合併し、同社株主に対し43,680,000の株式を割当てたため、会社

が発行する株式の総数は83,790,000株である。また、この合併により、資本金が480百万円資本準備金が50百万円増

加している。

 

（５）【所有者別状況】

      平成20年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数1,000株）
単元未満株
式の状況
（株）政府及び地

方公共団体
金融機関

金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 29 32 58 23 1 3,645 3,788 －

所有株式数
（単元）

－ 2,380 224 26,561 149 2 10,68239,998112,000

所有株式数の
割合（％）

－ 5.95 0.56 66.41 0.37 0.00 26.71 100.00－
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（注）１．期末日現在の自己株式は31,371株であり、「個人その他」の欄に31単元及び「単元未満株式の状況」の欄に371株

を含めて記載してある。

なお、自己株式31,371株は株主名簿記載上の株式数であり、実保有残高は30,371株である。

２．上記「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式7単元が含まれている。
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（６）【大株主の状況】

  平成20年３月31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 23,279 58.04

中央魚類株式会社 東京都中央区築地五丁目２番１号 2,000 5.00

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番１号 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

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 439 1.09

須藤久夫 東京都江東区 377 0.94

泉　国明 神奈川県三浦郡葉山町 300 0.75

横山靖徳 東京都江東区 252 0.63

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

株式会社　ムーバー 東京都江戸川区西葛西五丁目４番６号 239 0.60

計  28,153 70.21

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

   平成20年３月31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　　 31,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 39,967,000 39,967 －

単元未満株式 普通株式　　112,000 － －

発行済株式総数 40,110,000 － －

総株主の議決権 － 39,967 －

　（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が7,000株（議決権の数7個）含まれている。
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②【自己株式等】

    平成20年３月31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

31,000 － 31,000 0.08%

計 － 31,000 － 31,000 0.08%

　（注）　上記のほか株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が1,000 株（議決権の数1個）あ

る。

なお、当該株式は、上記「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。

 

（８）【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 

２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 5,484 894,698

   

当期間における取得自己株式 － －

　（注）　当期間における取得自己株式数には、平成20年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式買取りによ

る株式は含まれていない。

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取
得自己株式

－ － － －

その他
（－）

－ － － －

     
     

保有自己株式数 31,371　　　　　　－ 　　　31,371 　　　　　　－

　（注）　当期間における保有自己株式数には、平成20年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式買取りによ

る株式は含まれていない。
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３【配当政策】

　　当社は、株主の皆様への利益還元は、業績に裏付けられた安定的配当のできる収益体制の確立のもとに利益配分を行うことを

基本方針としております。

　　当社の剰余金の配当につきましては、期末配当として年１回行うことを基本的な方針としております。また配当の決定機関は

取締役会であります。当連結会計年度も安定的な収益を確保するには至らず、内部留保資金は今後予想される経営環境の変化

に対応すべく、今期は配当を見合わせることとなりました

 

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第69期 第70期 第71期 第72期 第73期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

最高（円） 175 320 330 314 214

最低（円） 77 107 182 174 120

　（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。

 

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成19年10月 11月 12月 平成20年１月 ２月 ３月

最高（円） 162 152 163 162 155 178

最低（円） 145 129 145 120 137 140

　（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。
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５【役員の状況】

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役社長

（代表取締役）
 乃美　昭俊 昭和10年５月29日生

昭和34年３月　東京水産大学製造学科卒業

同　年同月　株式会社 新東西入社

平成３年６月　同代表取締役専務取締役就

任

平成８年10月　合併により新日本コールド

株式会社常務取締役就任

平成11年６月　同常務取締役退任

同　年９月　中央冷凍株式会社取締役就任

平成12年５月　同常務取締役就任

平成14年５月　同専務取締役就任

平成15年５月　同代表取締役社長就任

平成20年４月　当社代表取締役社長就任

（現）

（注）２ 20

取締役副社長

（代表取締役）
 須山　博行 昭和23年５月21日生

昭和46年３月　上智大学外国語学部卒業

同　年４月　日本水産株式会社入社

平成10年３月　同札幌支社長

平成13年３月　株式会社テイオン代表取締

役社長就任

平成19年５月　同代表取締役社長退任

　同　年同月　同取締役就任

　同　年同月　日本水産株式会社顧問就任

　同　年同月　恵光水産株式会社代表取締役

社長就任（現）

　同　年６月　当社代表取締役社長就任

平成20年４月　当社代表取締役副社長就任

（現）

（注）２ 30

取締役 管理本部長 中根　晟 昭和15年８月20日生

昭和38年３月　中央大学商学部卒業

同　年同月　中央魚類株式会社入社

平成９年７月　同総務部長

平成12年５月　同社退職

同　年同月　中央冷凍株式会社取締役総務

部長

平成16年５月　同常務取締役就任

平成20年４月　当社取締役管理本部長

（現）

（注）２ 15

取締役 冷蔵事業本部長 山下　勝征 昭和20年５月31日生

昭和43年３月　法政大学経営学部卒業

同　年４月　中央冷凍株式会社入社

平成９年７月　同厚木物流センター工場長

平成11年５月　同取締役営業推進部長

平成16年５月　同常務取締役就任

平成20年４月　当社取締役冷蔵事業本部長

（現）

（注）２ 15
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役 水産事業本部長 田中　勝藏 昭和22年１月２日生

昭和40年３月　千葉県立夷隅高校卒業

同　年４月　日本水産株式会社入社

平成５年２月　同食材グループマネジャー

平成７年３月　同鮮魚飼料部長

平成11年３月　同産業用営業第一部長

平成14年３月　同水産流通部長

平成18年４月　同社退職

平成19年５月　同社顧問就任

平成20年３月　株式会社水産流通代表取締

役社長就任（現）

同　年４月　当社取締役水産事業本部長

（現）

（注）２ 12

取締役

水産事業本部

副本部長

　　　兼

水産営業部長

菅原　誠 昭和28年２月22日生

昭和50年３月　東京水産大学漁業学科卒業

昭和51年３月　同校専攻科終了

昭和63年２月　日東シュリンプ株式会社営

業第二部長

平成３年２月　同取締役就任

平成13年４月　合併により当社営業第一部

長

　同　年６月　同取締役就任（現）

平成20年４月　職制変更により水産事業本

部副本部長兼水産営業部長

（現）

（注）２ 5

取締役  堤　良昭 昭和21年７月22日生

昭和44年３月　日本大学経済学部卒業

同　年４月　中央魚類株式会社入社

平成10年７月　同船凍部長

平成12年６月　同取締役船凍部長

平成16年６月　同常務取締役就任

平成20年４月　当社取締役就任（現）

同　年５月　株式会社水産流通取締役副社

長就任（現）

同　年６月　中央魚類株式会社取締役就任

（現）

（注）２ 10

取締役  伊藤 晴彦 昭和42年３月17日生

平成２年３月　日本大学農獣医学部卒業

同　年４月　株式会社ニチレイ入社

平成12年４月　中央魚類株式会社入社

平成19年１月　同開発部ゼネラルマネー

ジャー（現）

平成20年４月　当社取締役就任（現）

同　年６月　中央魚類株式会社取締役就任

（現）

（注）２ 10

常勤監査役  南　雄公 昭和19年１月14日生

昭和37年３月　北海道立函館商業高校卒業

同　年４月　当社入社

平成４年４月　同管理部次長

平成11年６月　日東シュリンプ株式会社取

締役就任

平成13年４月　合併により当社管理部長

　同　年６月　同取締役就任

平成16年６月　同監査役就任（現）

（注）３ 10
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

常勤監査役  木村 文彦 昭和16年11月22日生

昭和41年３月　中央大学商学部卒業

同　年４月　中央魚類株式会社入社

平成16年４月　同理事部長　計算部シニアマ

ネージャー

平成16年６月　同監査役就任（現）

平成20年４月　当社監査役就任（現）

（注）３ －

監査役  小泉　雅英 昭和25年２月19日生

昭和47年３月　明治大学商学部卒業

同　年４月　日本水産株式会社入社

平成10年３月　同経理部担当部長

　同　年６月　当社監査役就任（現）

平成14年５月　日本水産株式会社監査室長

平成15年３月　同経理部長

平成19年６月　同監査役就任（現）

（注）３ －

監査役  高橋 昌明 昭和20年4月13日生

昭和43年３月　東北大学経済学部卒業

同　年４月　日本水産株式会社入社

平成９年６月　同取締役首都圏営業部長

平成15年４月　同常務取締役就任

平成19年６月　同常務取締役退任

同　年同月　中央魚類株式会社専務取締役

就任（現）

平成20年４月　当社監査役就任（現）

（注）３ 10

（注）１．監査役　木村 文彦、小泉　雅英及び高橋 昌明は会社法第２条第16号に定める「社外監査役」である。 

２．平成20年６月25日開催の定時株主総会の終結のときから１年間

３．平成20年６月25日開催の定時株主総会の終結のときから４年間
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６【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的考え方

　当社のコーポレート・ガバナンスについては、客観的な管理・監督機能の強化を図りつつ、役割と責任の明確化・意思決

定のスピード化によって企業価値を向上させることを基本的な考え方としています。

　なお、平成20年４月１日に冷蔵倉庫業を営む中央冷凍株式会社を吸収合併し、その親会社である中央魚類株式会社に普通

株式4,368万株を割当交付したことに伴い、当社の親会社は日本水産株式会社から中央魚類株式会社に変わり、同日付で取

締役、監査役の人員も下記のとおり変更となりました。

 平成20年３月31日まで 平成20年４月１日以降

親会社名 日本水産株式会社 中央魚類株式会社

取締役人数
８名

（うち社外取締役１名）

８名

監査役人数
３名

（うち社外監査役２名）

４名

（うち社外監査役２名）

 

　また、親会社の変更に伴い、平成20年６月25日の定時株主総会において会計監査人が変更となりました。

 平成20年６月25日まで 平成20年６月25日以降

監査法人名 新日本監査法人 監査法人和宏事務所

 

(1）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

①　会社の機関の基本的説明

　当社は監査役制度を採用しております。取締役会は、当期末現在８名（うち社外取締役１名）で構成され、毎月１回定

例取締役会を、また必要に応じて臨時取締役会を開催し迅速に経営上の意思決定を行っております。

　また、社長がグループを統治し、各事業部門の取締役部長が執行責任者として事業を行うこととなっております。取締

役会は毎月１回以上開催されており、また、毎月行われる経営進捗会議において業務執行のスピードアップと業務責任

の遂行を期しております。

②　会社の機関の内容及び内部統制の模式図
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③　会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況

　当社は監査役設置会社であり、当期末まで監査役３名が取締役の業務及び取締役部長の業務執行を監査しております。

　また、会計監査は新日本監査法人に依頼するほか、顧問弁護士とは顧問契約に基づき、必要に応じ適宜アドバイスを受

けております。税務関連業務に関しましても社外の税理士と契約し必要に応じアドバイスを受けております。

 

④　内部監査及び監査役監査の状況

　内部統制部門として社長直轄の組織である監査室を設置し、当社及び当社グループの内部監査を実施して取締役会、監

査役会に監査の結果を報告する体制をとっております。

　当社の監査役は当期末現在３名（常勤監査役１名、社外監査役２名）であり、取締役会、月次役員報告会、経営進捗会議

等に出席して、重要な事項の決定と業務執行状況を監督・監査しております。

　なお、社外監査役２名のうち１名が、当期末まで当社の親会社であった日本水産株式会社から就任しております。

⑤　会計監査の状況

　会計監査は当期まで新日本監査法人に依頼しており、定期的な監査のほか、会計上の課題については随時確認を行い会

計処理の適正性に努めております。

　同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はなく、当社は会社法

監査、証券取引法監査について監査契約を締結し、それに基づき報酬を払っております。

　当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者は下記のとおりです。

・業務を執行した公認会計士の氏名

指定社員　業務執行社員　：　角田伸理之、伊藤栄司

・会計監査業務に係る補助者

公認会計士　２名、　会計士補等　５名

　なお、新日本監査法人は平成20年６月25日をもって任期満了となりましたので、連結決算による効率的な監査を図るた

め親会社 中央魚類株式会社と同一の監査法人和宏事務所を来期より選任することといたしました。

 

⑥　社外取締役及び社外監査役との関係

　社外取締役 佐藤泰久氏は当社の親会社である日本水産株式会社の代表取締役専務取締役であり、また、社外監査役 小

泉雅英氏も同社の経理部長、社外監査役 相本　剛氏は同社の元グループ・リスク・マネジメントオフィサーでありま

す。その利害関係につきましては後述の「関連当事者との取引」に記載のとおりです。

　なお、社外取締役 佐藤泰久氏、社外監査役相本　剛氏は平成20年４月１日当社と中央冷凍株式会社の合併効力発生の日

をもって辞任いたしました。社外監査役相本　剛氏の後任には木村文彦氏が社外監査役として就任しております。
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(2）リスク管理体制の状況

　当社グループはリスクマネジメント委員会を設置し、想定されるリスクを頻度、重要度に区分して定期的にリスク管理状

況を取締役会に報告するとともに、リスクを未然に防止するためリスクマネジメント規程を策定して早急に対応できるリ

スク管理体制を構築しております。

　また、倫理憲章、環境憲章、品質保証会議規程を制定し、社長を委員長とする倫理委員会、環境委員会、品質保証会議を設置

して法令遵守、環境保全、品質管理に取り組む姿勢を明確にしております。

　倫理委員会、環境委員会、品質保証会議については、定例的な開催を行うほか、コンプライアンスや環境等に問題が生じた

場合にも対応できる社内体制となっております。

 

(3）役員報酬の内容

①　取締役、監査役に支払った報酬

 区分 支給人員 支給額

 
取　締　役

（うち社外取締役）
9名

（－）
29百万円
（－）

 
監　査　役

（うち社外監査役）
2

（ 1）
11
（ 1）

 合計 11 40

　（注）　報酬限度額：取締役月額11百万円以内、監査役月額２百万円以内

②　使用人兼務役員に対する使用人給与相当額

44百万円（賞与を含む）

 

(4）監査報酬の内容

当社の会計監査人である新日本監査法人に支払った報酬

①　公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬　16百万円

②　上記以外の報酬　　なし

 

(5）取締役の定数

　当社の取締役は、10名以内とする旨定款に定めております。

 

(6）取締役選任の決議要件

　当社は、取締役の選任の決議は議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その

議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

 

(7）剰余金の配当等の決定機関

　　　　当社は、機動的な資本政策および配当政策を図るため、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、

法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。

 

(8）株主総会の特別決議要件

　 当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の

３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会

における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
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第５【経理の状況】
 

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以下「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、前連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、当連結

会計年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「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、前事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年度

（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正後の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、前連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）の連結

財務諸表及び前事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）の財務諸表について、並びに、金融商品取引法第

193条の２第１項の規定に基づき、当連結会計年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）の連結財務諸表及び当

事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）の財務諸表について、新日本監査法人の監査を受けております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

  
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20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
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金 ※１  142   357  

２．受取手形及び売掛金   2,966   2,659  

３．たな卸資産   2,517   1,092  

４．関係会社預け金   502   2,332  

５．その他   64   94  

貸倒引当金   △20   △37  

流動資産合計   6,17497.0  6,49894.5

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物及び構築物  190   572   

減価償却累計額  154 36  378 194  

(2）機械装置  －   52   

減価償却累計額  － －  36 16  

(3）工具器具備品  68   74   

減価償却累計額  57 10  65 9  

(4）土地   25   25  

有形固定資産合計   72 1.1  245 3.6

２．無形固定資産   4 0.1  32 0.5

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券 ※２  17   5  

(2）長期貸付金   18   20  

(3）その他   82   75  

貸倒引当金   △1   －  

投資その他の資産合計   117 1.8  100 1.4

固定資産合計   194 3.0  379 5.5

資産合計   6,368100.0  6,878100.0
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前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20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
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．支払手形及び買掛金   2,196   2,520  

２．未払法人税等   14   20  

３．賞与引当金   31   29  

４．その他   138   278  

流動負債合計   2,38037.4  2,84941.4

Ⅱ　固定負債        

１．繰延税金負債   1   0  

２．退職給付引当金   430   342  

３．役員退職慰労引当金   －   31  

４．長期預り保証金   25   25  

固定負債合計   458 7.2  400 5.8

負債合計   2,83944.6  3,25047.2

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   2,00531.5  2,00529.2

２．資本剰余金   878 13.8  878 12.8

３．利益剰余金   647 10.2  664 9.7

４．自己株式   △3 △0.1  △4 △0.1

株主資本合計   3,52755.4  3,54451.6

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差
額金

  2 0.0  0 0.0

評価・換算差額等合計   2 0.0  0 0.0

Ⅲ　少数株主持分   － －  83 1.2

純資産合計   3,52955.4  3,62752.8

負債純資産合計   6,368100.0  6,878100.0
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②【連結損益計算書】

  
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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
（％）

Ⅰ　売上高   20,662100.0  18,059100.0

Ⅱ　売上原価 ※１  19,19592.9  16,88593.5

売上総利益   1,4677.1  1,1746.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２  1,4066.8  1,3957.7

営業利益   61 0.3  － －

営業損失   － －  220△1.2

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  3   8   

２．受取配当金  0   0   

３．雑収入  34   38   

４．負ののれん償却額  － 38 0.2 5 51 0.3

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  3   2   

２．雑支出  2   8   

３．持分法投資損失  － 6 0.0 1 12 0.1

経常利益   93 0.5  － －

経常損失   － －  181△1.0

Ⅵ　特別利益        

１．商標権譲渡益 ※３ － － － 300 300 1.6

Ⅶ　特別損失        

１．関係会社株式売却損失 ※４ －   1   

２．役員退職慰労引当金繰
入額 

※５ －   74   

３．店舗解約損失 ※６ －   16   

４．不正関連損失 ※７ 154 154 0.7 19 112 0.6

税金等調整前当期純利
益

  － －  5 0.0

税金等調整前当期純損
失

  60 △0.3  － －

法人税，住民税及び事
業税

  9 0.0  8 0.0

当期純損失   69 △0.3  3 △0.0
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自平成18年4月１日　至平成19年3月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年3月31日　残高
（百万円）

2,005 878 717 △2 3,597

連結会計年度中の変動額      

当期純損失   △69  △69

自己株式の取得    △0 △0

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

- - △69 △0 △70

平成19年3月31日　残高
（百万円）

2,005 878 647 △3 3,527

      

 

 

評価・換算差額等

純資産合計
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 3,600

連結会計年度中の変動額   

当期純損失  △69

自己株式の取得  △0

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△0 △0

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△0 △70

平成19年3月31日　残高
（百万円）

2 3,529
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当連結会計年度（自平成19年4月１日　至平成20年3月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年3月31日　残高
（百万円）

2,005 878 647 △3 3,527

連結会計年度中の変動額      

当期純損失   △3  △3

自己株式の取得    △0 △0

新規持分法適用に伴う増加高   20  20

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

- - 17 △0 16

平成20年3月31日　残高
（百万円）

2,005 878 664 △4 3,544

      

 

 

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

平成19年3月31日　残高
（百万円）

2 - 3,529

連結会計年度中の変動額    

当期純損失   △3

自己株式の取得   △0

新規持分法適用に伴う増加高   20

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△1 83 81

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△1 83 98

平成20年3月31日　残高
（百万円）

0 83 3,627
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

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

   

税金等調整前当期純利
益（△税金等調整前当
期純損失）

 △60 5

減価償却費  9 8

退職給付引当金の増加
額(△減少額）

 △39 △88

役員退職慰労引当金の
増加額(△減少額）

 － 31

賞与引当金の増加額
（△減少額）

 △10 △1

貸倒引当金の増加額
（△減少額）

 △59 15

受取利息及び受取配当
金

 △3 △8

支払利息  3 2

負ののれん償却額  － △5

持分法による投資損失  － 1

売上債権の減少額（△
増加額）

 214 1,248

たな卸資産の減少額
（△増加額）

 297 1,527

仕入債務の増加額（△
減少額）

 66 △928

その他  86 55

小計  505 1,865

利息及び配当金の受取
額

 4 8

利息の支払額  △3 △2

法人税等の支払額  △9 △9

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 496 1,862
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

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

   

有形固定資産の取得に
よる支出

 △10 △0

投資有価証券の売却に
よる収入

 － 25

保証金の返還による収
入

 0 6

連結範囲の変更を伴う
子会社株式の取得によ
る収入

 － 168

短期貸付金の貸付によ
る支出

 － △19

長期貸付金の貸付によ
る支出

 － △9

長期貸付金の回収によ
る収入

 19 12

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 9 183

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ
・フロー

   

短期借入金の返済によ
る支出

 △200 －

自己株式の取得による
支出

 △0 △0

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △200 △0

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加
額（△減少額）

 304 2,044

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

 330 634

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末
残高

 634 2,679
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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　　　　２社

 連結子会社の名称 連結子会社の名称

 　恵光水産㈱ 　恵光水産㈱

　㈱水産流通

㈱水産流通については、新たに株式

を取得したため当連結会計年度か

ら連結の範囲に含めております。

 (2）非連結子会社はない。 (2）　　　　　　同左

２．持分法の適用に関する事

項

(1）持分法適用の非連結子会社又は関連

会社の数　　　　　　　　０社

(1）持分法適用の非連結子会社又は関連

会社の数　　　　　　　　１社

 　　持分法を適用していない関連会社の名

称

　　持分法適用の関連会社の名称

 　P.T.IRIAN MARINE PRODUCT

DEVELOPMENT

　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。

P.T.IRIAN MARINE PRODUCT

DEVELOPMENTは、重要性が増したた

め、当連結会計年度持分法の適用範

囲に含めましたが、親会社の異動に

伴い、同社株式は売却いたしました。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　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。

同左

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　関連会社株式 ①　その他有価証券

…移動平均法による原価法 時価のあるもの

 その他有価証券

時価のあるもの

…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。）

時価のないもの

…移動平均法による原価法

 時価のないもの  

 …移動平均法による原価法  

 ②　デリバティブ ②　デリバティブ

 …時価法 …同左

 ③　たな卸資産 ③　たな卸資産

 　主として総平均法による低価法

 

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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

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）

有形固定資産

 

同左

 

 

 ────── (会計方針の変更）

  当社及び国内連結子会社は、法人税法

の改正に伴い、当連結会計年度より平成

19年４月１日以降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

減価償却の方法に変更しております。な

お、これによる損益の影響額は軽微であ

ります。

  (追加情報)

当社及び国内連結子会社は、法人税法

の改正に伴い、平成19年３月31日以前に

取得した資産については、改正前の法人

税法に基づく減価償却の方法の適用によ

り取得価額の５％相当額と備忘価額との

差額を５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しております。これ

による損益の影響額は軽微であります。

 

 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
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(3）重要な引当金の計上基

準

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

 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

与支給見込額の当連結会計年度負担額

を計上している。

同左

 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

基づき計上している。

同左

 

 

 ────── ④　役員退職慰労引当金

  

 

 

 

 

　　役員の退職慰労金支給の支出に備え

て、退職慰労金の期末要支給額に基づ

き計上している。

（会計方針の変更）

　　当社及び国内連結子会社の役員退職慰

労金は、従来、支出時の費用として処理

しておりましたが、「租税特別措置法

上の準備金及び特別法上の引当金又は

準備金並びに役員退職慰労引当金等に

関する監査等に関する監査上の取扱

い」（日本公認会計士協会監査・保証

実務委員会報告第42号）の改正に伴

い、当連結会計年度から内規に基づく

期末要支給額を役員退職慰労引当金と

して計上する方法に変更しました。こ

れにより、当連結会計年度の発生額23

百万円については販売費及び一般管理

費に計上し、過年度対応額74百万円に

ついては特別損失に計上しておりま

す。この結果従来の方法に比べ、営業損

益及び経常損益はそれぞれ23百万円減

少し、税金等調整前当期純損益は98百

万円減少しております。

(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
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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

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。

①　ヘッジ会計の方法

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

 ヘッジ手段…為替予約 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

 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

務の範囲内でヘッジを行っている。

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

 　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

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

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

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用している。

同左

６．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
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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

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） ──────

　当連結会計年度より、「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3,529百万

円である。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成している。

 

 

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年3月31日）

当連結会計年度
（平成20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

担保に供している資産及び担保債務は次のとおり

である。

担保に供している資産及び担保債務は次のとおり

である。

（担保資産） （担保資産）

　

定期預金 10百万円

　

定期預金 10百万円

（担保付債務） （担保付債務）

　

その他の流動負債（従業員預り金） 8百万円

　

その他の流動負債（従業員預り金） 7百万円

※２　関連会社に対するものは、次のとおりである。 ※２　　　　　　　　　──────

　

投資有価証券（株式） 8百万円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年4月１日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月１日
至　平成20年3月31日）

※１　売上原価に含まれるたな卸資産に関する低価法に

よる評価減額は、５百万円である。

※１　売上原価に含まれるたな卸資産に関する低価法に

よる評価減額は、25百万円である。

※２　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。

※２　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 476百万円

賞与引当金繰入額 35　〃

退職給付費用 32　〃

　

　

給与諸手当 473百万円

賞与引当金繰入額 31　〃

退職給付費用 28　〃

役員退職慰労引当金繰入額 23　〃

　

※３　　　　　　　　──────

 

 

※３　商標権譲渡益の内訳

　　　商標権を譲渡したことによる譲渡益である。

※４　　　　　　　　──────

 

※４　関係会社株式売却損失の内訳

　　　関連会社P.T.IRIAN MARINE PRODUCT DEVELOPMENTの

株式売却損失である。

※５　　　　　　　　────── 

 

※５　過年度役員退職慰労引当金繰入額の内訳

　　　役員退職慰労引当金のうち過年度対応額である

※６　　　　　　　　────── 

 

※６．店舗解約損失の内訳

　　　退店に伴う退去手数料である。

※７. 不正関連損失の内訳

　　　当社の元社員が委託加工計算において不正な取引行

為を行ったことにより発生した架空在庫を、引落

したものであります。

 

※７. 不正関連損失の内訳

　　　当社の元社員が委託加工計算において不正な取引行

為を行ったことにより発生した架空在庫を、引落

したものであります。

 

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自平成18年4月１日　至平成19年3月31日）

１．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

 
前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
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 21 3 － 24

合計 21 3 － 24

　（注）　普通株式の自己株式数の増加３千株は、単元未満株式の買取りによる増加である。
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当連結会計年度（自平成19年4月１日　至平成20年3月31日）

１．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

 
前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
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 24 5 － 30

合計 24 5 － 30

　（注）　普通株式の自己株式数の増加５千株は、単元未満株式の買取りによる増加である。

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年4月１日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月１日
至　平成20年3月31日）

(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

(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19年3月31日現在) (平成20年3月31日現在)

　

現金及び預金勘定 142百万円

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 502　〃

現金及び現金同等物 634　〃

　

　

現金及び預金勘定 357百万円

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 2,332　〃

現金及び現金同等物 2,679　〃

　

(2）　　　　　　 　────── (2）株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳

　株式の取得により新たに㈱水産流通を連結したこと

に伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに㈱水産

流通株式の取得価額と㈱水産流通取得のための支出

（純額）との関係は次のとおりであります。

 　

流動資産 1,336百万円

固定資産 210　〃

のれん △5　〃

流動負債 △1,338　〃

少数株主持分 △83　〃

㈱水産流通の取得価額 120　〃

㈱水産流通現金及び現金同等物 △288　〃

差引：㈱水産流通取得による収入 168　〃
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年4月１日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月１日
至　平成20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）

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

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)

期末残
高相当
額
(百万円)

車輌運搬具 13 4 － 8

工具器具備
品

34 19 7 7

ソフトウェア 1 1 － 0

合計 50 26 7 16

　

　

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

期末残
高相当
額
(百万円)

車輌運搬具 9 2 7

工具器具備
品

18 2 16

ソフトウェア 1 0 1

合計 29 5 24

　

２．未経過リース料期末残高相当額等 ２．未経過リース料期末残高相当額等

　

１年内 6百万円

１年超 11百万円

合計 17百万円

　

　

１年内 6百万円

１年超 16百万円

合計 23百万円

　
　

リース資産減損勘定の残高 2百万円

　

　

  

　

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び支払利息相当額

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び支払利息相当額

　

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 10百万円

支払利息相当額 0百万円

　

　

支払リース料 7百万円

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 4百万円

支払利息相当額 0百万円

　

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

　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

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
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（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日)

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）

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）

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えるもの

(1）株式 4 8 3 4 4 0

(2）債券       

国債・地
方債等

－ － － － － －

社債 － － － － － －

その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 4 8 3 4 4 0

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えないも
の

(1）株式 － － － － － －

(2）債券       

国債・地
方債等

－ － － － － －

社債 － － － － － －

その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 － － － － － －

合計 4 8 3 4 4 0

 

２．時価のない主な有価証券の内容

 

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

連結貸借対照表計上額（百万円） 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 0
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成18年4月１日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月１日
至　平成20年3月31日）

　提出会社以外はデリバティブ取引を行っていない。提出

会社は、財務上発生している為替リスクをヘッジし、リス

ク管理を効率的に行うためデリバティブ取引を導入して

いる。具体的には、外貨建資産・負債に係る将来の為替相

場による損失を回避するため、為替予約取引のみを行

なっている。主な取引としては、海外から仕入れる商品代

金の支払額に見合った額に対して為替予約を行なってお

り、その実行及び管理は社内管理規定に従い、管理部が

行っている。なお、投機的な取引及び短期的な売買損益を

得る取引の利用は行っていない。

同左

 

２．取引の時価等に関する事項

前連結会計年度（自平成18年4月１日　至平成19年3月31日）

　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。

 

当連結会計年度（自平成19年4月１日　至平成20年3月31日）

　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。

 

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社グループは、退職一時金制度を採用している。また、従業員の退職等に関して割増退職金を支払う場合がある。

 

２．退職給付債務に関する事項

  
前連結会計年度

（平成19年3月31日）
当連結会計年度

（平成20年3月31日）
 

 イ．退職給付債務（百万円） △430 △342 

 ロ．退職給付引当金（百万円） △430 △342 

　（注）　提出会社及びすべての連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用している。

 

３．退職給付費用に関する事項

  
前連結会計年度

（自平成18年4月１日
至平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自平成19年4月１日
至平成20年3月31日）

 

 イ．勤務費用（百万円） 32 28 

 ロ．退職給付費用（百万円） 32 28 
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（自　平成18年4月１日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月１日
至　平成20年3月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳　　　　　　　　　　　　　 (単位:百万円)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳　　　　　　　　　　　　　 (単位:百万円)

　

(流動の部)  

繰延税金資産  

賞与引当金損金算入限度超過額 12

未払事業税 3

棚卸資産評価損否認額 2

その他 3

繰延税金資産小計 22

評価性引当額 △22

繰延税金資産合計 －

繰延税金負債 －

繰延税金資産(負債)の純額 －

　

　

(流動の部)  

繰延税金資産  

貸倒引当金損金算入限度超過額 10

賞与引当金損金算入限度超過額 12

未払事業税 3

棚卸資産評価損否認額 10

その他 74

繰延税金資産小計 110

評価性引当額 △110

繰延税金資産合計 －

繰延税金負債 －

繰延税金資産(負債)の純額 －

　
　

(固定の部)  

繰延税金資産  

退職給付引当金損金算入限度超過額 166

貸倒引当金繰入限度超過額 －

その他 23

繰越欠損金 204

繰延税金資産小計 394

評価性引当額 △394

繰延税金資産合計 －

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 1

繰延税金資産の純額(負債) （1）

　

　

(固定の部)  

繰延税金資産  

退職給付引当金損金算入超過額 138

役員退職慰労引当金算入超過額 12

その他 20

繰越欠損金 205

繰延税金資産小計 378

評価性引当額 △378

繰延税金資産合計 －

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 0

繰延税金資産の純額(負債) （0）

　

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 

税金等調整前当期純損失のため記載していない  

   

   

   

   

   

   

   

　

 

法定実効税率 40.5％

（調整)   

税務上の繰越欠損金の利用　　　　　　　　 △49.1 

交際費等永久に損金に算入されない
項目

55.6 

受取配当金等永久に益金を算入され
ない項目

△1.4 

住民税均等割 156.2 

評価性引当額の増減 △45.6 

税効果会計適用後の法人税等負担率 156.2 
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自平成18年4月１日　至平成19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。

 

当連結会計年度（自平成19年4月１日　至平成20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】

前連結会計年度（自平成18年4月１日　至平成19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。

 

当連結会計年度（自平成19年4月１日　至平成20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】

前連結会計年度（自平成18年4月１日　至平成19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。

 

当連結会計年度（自平成19年4月１日　至平成20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。

 

【関連当事者との取引】

前連結会計年度（自平成18年4月１日　至平成19年3月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性
会社等
の名称

住所
資本金
(百万円)

事業の内
容又は職
業

議決権等
の被所有
割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼務等
事業上
の関係

親会社
日本水
産㈱

東京都
千代田
区

23,729
漁業その
他の水産
業

直接
58.3%

転籍
1 名

当社の
商品の
販売及
び同社
の製商
品の購
入

水産物の販売
他

634
売掛金
他

14

    
食料品の
製造加工
及び販売

 
兼任
2 名

水産物の購入
他

574
買掛金
他

94

        資金の預入 502
関係会
社預け
金

502

　（注）１．取引条件ないし取引条件の決定方針等

①　水産物の販売については、市場価格から当社総原価を勘案して取引ごとに決定している。

②　水産物の購入については、市場価格から算定した価格、並びに日本水産㈱から提示された総原価を検討の上、取引

ごとに決定している。

２．取引金額には消費税等は含まれていないが、期末残高には消費税等が含まれている。

 

(2）子会社等

　重要な取引がないため、記載を省略しています。

 

(3）兄弟会社等

　重要な取引がないため、記載を省略しています。
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当連結会計年度（自平成19年4月１日　至平成20年3月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性
会社等
の名称

住所
資本金
(百万円)

事業の内
容又は職
業

議決権等
の被所有
割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼務等
事業上
の関係

親会社
日本水
産㈱

東京都
千代田
区

23,729
漁業その
他の水産
業

直接
58.3%

転籍
1 名

当社の
商品の
販売及
び同社
の製商
品の購
入

水産物の販売
他

764
売掛金
他

37

    
食料品の
製造加工
及び販売

 
兼任
3 名

水産物の購入
他

430
買掛金
他

53

        資金の預入 2,332
関係会
社預け
金

2,332

　（注）１．取引条件ないし取引条件の決定方針等

①　水産物の販売については、市場価格から当社総原価を勘案して取引ごとに決定している。

②　水産物の購入については、市場価格から算定した価格、並びに日本水産㈱から提示された総原価を検討の上、取引

ごとに決定している。

③　上記の他に商標権の譲渡300百万円、関係会社株式売却25百万円の取引があります。なお、取引条件については両社

で交渉のうえ取引ごとに決定しております。

２．取引金額には消費税等は含まれていないが、期末残高には消費税等が含まれている。

 

(2）子会社等

　重要な取引がないため、記載を省略しています。

 

(3）兄弟会社等

　重要な取引がないため、記載を省略しています。

 

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年4月１日
至　平成19年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年4月１日
至　平成20年3月31日）

　

１株当たり純資産額 88.05円

１株当たり当期純損失額 1.74円

　

　

１株当たり純資産額 88.44円

１株当たり当期純損失額 0.08円

　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株当たり純損失であり、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

　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株当たり純損失であり、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

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

 
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当期純利益又は当期純損失(△) 
（百万円）

△69 △3

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益または当期純
損失（△) （百万円）

△69 △3

期中平均株式数（千株） 40,086 40,082
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（重要な後発事象）

中央冷凍株式会社との合併

　当社は、平成20年２月28日の臨時株主総会において、中央冷凍株式会社を吸収合併することを決議し、平成20年４月１

日に合併いたしました。

１．合併の目的

　当社は、冷凍のえび・かにの買付輸入、加工、販売を主たる事業としておりますが、３月に日本水産株式会社が自社の水

産流通部門を会社分割制度により分社する株式会社水産流通の第三者割当増資を引受けて同社を連結子会社とすると

ともに、中央冷凍株式会社と合併することによって、水産物の販売力、リテールサポートのノウハウを得るとともに冷凍

・冷蔵保管を主とする物流機能を得て、卸としての機能を拡充し、多様なサービスを提供することで、新たな顧客を開拓

し、成長拡大していく企業を目指します。

 

２．合併期日　　　　　　　平成20年４月１日

 

３．合併の方式　　　　　　当社を存続会社とする吸収合併であり、合併比率は当社１：中央冷凍株式会社45.5で、これにより

中央冷凍株式会社の株式１株に対し当社の株式45.5株を割当交付します。

 

４．権利義務全部の承継　　当社は、合併期日において中央冷凍株式会社の資産及び負債その他一切の権利義務を承継す

る。

 

５．被合併会社の概要

(1）事業の内容　　　　冷蔵倉庫業

(2）売上高（平成19年３月期）　　 3,574百万円

(3）当期純利益（平成19年３月期）　　62百万円

(4）純資産（平成19年３月期）　　 1,865百万円

(5）総資産（平成19年３月期）　　 4,890百万円

(6）従業員数（平成19年３月期）　　 120人

 

６．会計処理の概要

　当社の個別財務諸表では持分プーリング法に準じた処理を、連結財務諸表では中央冷凍株式会社が当社を被取得企業

とするパーチェス法を採用し、負の「のれん」が連結財務諸表に発生いたします。

 

⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

　該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

　該当事項はありません。

 

（２）【その他】

　該当事項はありません。
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  
前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20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
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   102   22  

２．受取手形   45   11  

３．売掛金   2,921   1,706  

４．商品   1,958   766  

５．未着商品   496   176  

６．原材料   48   26  

７．貯蔵品   14   21  

８．短期貸付金   －   19  

９．長期貸付金(一年内)   4   －  

10．前渡金   5   －  

11．前払費用   3   6  

12．関係会社預け金   502   2,332  

13．未収入金   44   58  

14．その他の流動資産   5   2  

貸倒引当金   △20   △37  

流動資産合計   6,13396.8  5,11494.5

Ⅱ　固定資産        

(1）有形固定資産        

１．建物  190   190   

減価償却累計額  154 36  159 31  

２．工具器具及び備品  68   69   

減価償却累計額  57 10  61 7  

３．土地   25   25  

有形固定資産合計   72 1.2  63 1.2

(2）無形固定資産        

１．電話加入権   2   2  

無形固定資産合計   2 0.0  2 0.0
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20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
（％）

(3）投資その他の資産        

１．投資有価証券   9   5  

２．関係会社株式   18   130  

３．出資金   0   0  

４．従業員長期貸付金   18   20  

５．破産更生債権等   1   －  

６．長期差入保証金   79   74  

７．貸倒引当金   △1   －  

投資その他の資産合計   126 2.0  230 4.3

固定資産合計   201 3.2  296 5.5

資産合計   6,334100.0  5,411100.0

（負債の部）  
      

Ⅰ　流動負債        

１．支払手形   126   150  

２．買掛金   2,069   1,117  

３．未払費用   98   103  

４．未払法人税等   14   13  

５．未払消費税等   18   72  

６．預り金   5   8  

７．従業員預り金 ※１  8   7  

８．賞与引当金   29   25  

流動負債合計   2,37037.4  1,49827.7

Ⅱ　固定負債        

１．繰延税金負債   1   0  

２．退職給付引当金   410   328  

３．役員退職慰労引当金   －   20  

４．預り保証金   25   25  

固定負債合計   438 6.9  375 6.9

負債合計   2,80844.3  1,87334.6
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20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
（％）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   2,00531.7  2,00537.1

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  501   501   

(2）その他資本剰余金  376   376   

資本剰余金合計   878 13.9  878 16.2

３．利益剰余金        

(1）その他利益剰余金        

別途積立金  506   506   

繰越利益剰余金  137   151   

利益剰余金合計   643 10.2  658 12.2

４．自己株式   △3 △0.1  △4 △0.1

株主資本合計   3,52355.7  3,53765.4

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差
額金

  2 0.0  0 0.0

評価・換算差額等合計   2 0.0  0 0.0

純資産合計   3,52655.7  3,53765.4

負債純資産合計   6,334100.0  5,411100.0
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②【損益計算書】

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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
（％）

Ⅰ　売上高   20,662100.0  18,059100.0

Ⅱ　売上原価        

１．商品期首たな卸高  2,750   2,455   

２．当期商品仕入高  18,966   15,392   

計  21,716   17,848   

３．商品期末たな卸高 ※１ 2,521 19,19592.9 962 16,88593.5

売上総利益   1,4677.1  1,1746.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１．販売手数料  2   3   

２．保管料  152   132   

３．発送配達費  129   126   

４．役員報酬  46   40   

５．給与諸手当  297   294   

６．福利費  59   56   

７．従業員賞与  55   56   

８．賞与引当金繰入額  29   25   

９．役員退職慰労金引当繰入額  －   22   

10．退職給付費用  27   19   

11．減価償却費  9   8   

12．地代家賃  54   53   

13．賃借料  122   122   

14．運営委託料  263   271   

15．その他  155 1,4066.8 174 1,4037.8

営業利益   61 0.3  － －

営業損失   － －  228△1.3

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  3   8   

２．受取配当金  0   0   

３．雑収入  34 38 0.2 38 46 0.3
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前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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
（％）

Ⅴ　営業外費用        

１. 支払利息  3   2   

２．雑支出  2 6 0.0 8 10 0.1

経常利益   93 0.5  － －

経常損失   － －  192△1.1

Ⅵ　特別利益        

１．関係会社株式売却益 ※２ －   17   

２．商標権譲渡益 ※３ － － － 300 317 1.8

Ⅶ　特別損失        

１．役員退職慰労引当金 ※４ －   65   

２．店舗解約損失 ※５ －   16   

３. 不正関連損失 ※６ 154 154 0.7 19 101 0.6

税引前当期純利益   － －  22 0.1

税引前当期純損失   61 △0.3  － －

法人税、住民税及び事業税   8 0.0  8 0.0

当期純利益   － －  14 0.1

当期純損失   69 △0.3  － －
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自平成18年4月１日　至平成19年3月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他資本
剰余金

その他利益剰余金

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）

2,005 501 376 506 207 △2 3,594

事業年度中の変動額        

当期純損失     △69  △69

自己株式の取得      △0 △0

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

       

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － － － △69 △0 △70

平成19年3月31日　残高
（百万円）

2,005 501 376 506 137 △3 3,523

        

 

 

評価・換算差額
等

純資産合計
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 3,597

事業年度中の変動額   

当期純損失  △69

自己株式の取得  △0

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△0 △0

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△0 △71

平成19年3月31日　残高
（百万円）

2 3,526
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当事業年度（自平成19年4月１日　至平成20年3月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他資本
剰余金

その他利益剰余金

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成19年3月31日　残高
（百万円）

2,005 501 376 506 137 △3 3,523

事業年度中の変動額        

当期純利益     14  14

自己株式の取得      △0 △0

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

       

事業年度中の変動額合計
（百万円）

    14 △0 13

平成20年3月31日　残高
（百万円）

2,005 501 376 506 151 △4 3,537

        

 

 

評価・換算差額
等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

平成19年3月31日　残高
（百万円）

2 3,526

事業年度中の変動額   

当期純利益  14

自己株式の取得  △0

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△1 △1

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△1 11

平成20年3月31日　残高
（百万円）

0 3,537
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社及び関連会社株式 (1）子会社及び関連会社株式

　移動平均法による原価法。 同左

 (2）その他有価証券 (2）その他有価証券

 時価のあるもの 時価のあるもの

 　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）

同左

 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

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法

　時価法 同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）商品・原材料 (1）商品・原材料

　総平均法に基づく低価法。 同左

 (2）貯蔵品 (2）貯蔵品

 　総平均法に基づく原価法。 同左

４．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

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

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

（会計方針の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、当事

業年度より平成19年４月１日以降に取

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の方法に

変更しております。なお、これによる損

益の影響額は軽微であります。

  (追加情報)

当社は、法人税法の改正に伴い、当事

業年度より平成19年３月31日以前に取

得した資産については、改正前の法人

税法に基づく減価償却の方法の適用に

より取得価額の５％相当額と備忘価額

との差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上しており

ます。これによる損益の影響額は軽微

であります。

 

 (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
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

   

５．引当金の計上基準 (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

 (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

与支給見込額の当期負担額を計上して

いる。

同左

 (3）退職給付引当金

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。

 

(3）退職給付引当金

同左

 

 

 

 ―――――― (4）役員退職慰労引当金

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。

  （会計方針の変更）

  当社の役員退職慰労金は、従来、支出

時の費用として処理しておりました

が、「租税特別措置法上の準備金及び

特別法上の引当金又は準備金並びに役

員退職慰労引当金等に関する監査上の

取扱い」（日本公認会計士協会監査・

保証実務委員会報告第42号）の改正に

伴い、当事業年度から内規に基づく期

末要支給額を役員退職慰労引当金とし

て計上する方法に変更しました。これ

により、当事業年度の発生額22百万円

については販売費及び一般管理費に計

上し、過年度対応額65百万円について

は特別損失に計上しております。この

結果従来の方法に比べ、営業損益及び

経常損益はそれぞれ22百万円減少し、

税引前当期純損益は87百万円減少して

おります。
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

６．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

７．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

 (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

 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

 　為替変動リスクの低減のため対象債

務の範囲内でヘッジを行っている。

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

 　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

８．その他財務諸表作成のた

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

 

会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) ――――――

　当事業年度より、「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3,526百万円である。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部につ

いては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

等規則により作成している。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年3月31日）

当事業年度
（平成20年3月31日）

※１．担保に供している資産及び担保付債務は次のとお

りである。

※１．担保に供している資産及び担保付債務は次のとお

りである。

（担保資産） （担保資産）

　

定期預金 10百万円

　

定期預金 10百万円

（担保付債務） （担保付債務）

 

従業員預り金 8百万円

 

従業員預り金 7百万円

  

 

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．売上原価に含まれるたな卸資産に関する低価法に

よる評価減額は、5百万円である。

※１．売上原価に含まれるたな卸資産に関する低価法に

よる評価減額は、25百万円である。

※２．　　　　　　 ──────

 

 

※２．関係会社株式売却益の内訳

関連会社P.T.IRIAN MARINE PRODUCT DEVELOPMENT

の株式売却益である。

※３．　　　　　　 ──────

 

※３．商標権譲渡益の内訳

　　　商標権を譲渡したことによる譲渡益である。

※４．　　　　　　 ──────

 

※５．　　　　　　 ──────

 

※６. 不正関連損失の内訳

　　　当社の元社員が委託加工計算において不正な取引行

為を行ったことにより発生した架空在庫を、引落し

たものであります。

※４．過年度役員退職慰労引当金繰入額の内訳

　　　役員退職慰労引当金のうち過年度対応額である。

※５．店舗解約損失の内訳

　　　退店に伴う退去手数料である。

※６. 不正関連損失の内訳

同左
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自平成18年4月１日　至平成19年3月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式 21 3 － 24

合計 21 3 － 24

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加3千株は、単元未満株式の買取りによる増加である。

 

当事業年度（自平成19年4月１日　至平成20年3月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式 24 5 － 30

合計 24 5 － 30

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加 5千株は、単元未満株式の買取りによる増加である。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年4月１日
至　平成19年3月31日）

当事業年度
（自　平成19年4月１日
至　平成20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

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)

期末残
高相当
額
(百万円)

車輌運搬具 13 4 － 8

工具器具及
び備品

34 19 7 7

ソフトウェア 1 1 － 0

合計 50 26 7 16

　

　

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

期末残
高相当
額
(百万円)

車輌運搬具 9 2 7

工具器具及
び備品

18 2 16

ソフトウェア 1 0 1

合計 29 5 24

　

２．未経過リース料期末残高相当額等 ２．未経過リース料期末残高相当額等

　

１年内 6百万円

１年超 11百万円

合計 17百万円

　

　

１年内 6百万円

１年超 16百万円

合計 23百万円

　
　

リース資産減損勘定の残高 2百万円

　

　

  

　

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び支払利息相当額

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び支払利息相当額

　

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 10百万円

支払利息相当額 0百万円

　

　

支払リース料 7百万円

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 4百万円

支払利息相当額 0百万円

　

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

　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

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

 

（有価証券関係）

　前事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）及び当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成18年4月１日
至　平成19年3月31日）

当事業年度
（自　平成19年4月１日
至　平成20年3月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳　　　　　　　　　　　　　 (単位:百万円)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳　　　　　　　　　　　　　 (単位:百万円)

　

繰延税金資産  

賞与引当金繰入限度超過額 11

未払事業税 3

棚卸資産評価損否認額 2

退職給付引当金損金算入限度超過額 166

繰越欠損金 198

その他 34

繰延税金資産小計 416

評価性引当額 △416

繰延税金資産合計 －

繰延税金負債 1

繰延税金資産の純額（負債） （1）

　

　

繰延税金資産  

貸倒引当金繰入限度超過額 10

賞与引当金繰入限度超過額 10

未払事業税 3

棚卸資産評価損否認額 10

退職給付引当金損金算入限度超過額 133

繰越欠損金 202

その他 104

繰延税金資産小計 474

評価性引当額 △474

繰延税金資産合計 -

繰延税金負債 0

繰延税金資産の純額（負債） （0）

　

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

　

   

税引前当期純損失のため記載していない。  

   

   

   

  

 

 

   

   

　

　

法定実効税率 　40.5％

（調整)   

交際費等永久に損金に算入されない項
目

　13.6
 

受取配当金等永久に益金を算入されな
い項目

△0.3
 

住民税均等割 　37.4 

評価性引当額の増減 △53.8 

税効果会計適用後の法人税等負担率 　37.4 
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年4月１日
至　平成19年3月31日）

当事業年度
（自　平成19年4月１日
至　平成20年3月31日）

　

１株当たり純資産額 87.96円

１株当たり当期純損失額 1.74円

　

　

１株当たり純資産額 88.27円

１株当たり当期純利益額 0.36円

　

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、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。

　なお、潜在株式調整後１株当たり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。

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

 
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当期純利益又は当期純損失（△）
（百万円）

△69 14

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損
失（△）（百万円）

△69 14

期中平均株式数（千株） 40,086 40,082

 

（重要な後発事象）

中央冷凍株式会社との合併

　当社は、平成20年２月28日の臨時株主総会において、中央冷凍株式会社を吸収合併することを決議し、平成20年４月１

日に合併いたしました。

１．合併の目的

　当社は、冷凍のえび・かにの買付輸入、加工、販売を主たる事業としておりますが、３月に日本水産株式会社が自社の水

産流通部門を会社分割制度により分社する株式会社水産流通の第三者割当増資を引受けて同社を連結子会社とすると

ともに、中央冷凍株式会社と合併することによって、水産物の販売力、リテールサポートのノウハウを得るとともに冷凍

・冷蔵保管を主とする物流機能を得て、卸としての機能を拡充し、多様なサービスを提供することで、新たな顧客を開拓

し、成長拡大していく企業を目指します。

 

２．合併期日　　　　　　　平成20年４月１日

 

３．合併の方式　　　　　　当社を存続会社とする吸収合併であり、合併比率は当社１：中央冷凍株式会社45.5で、これにより

中央冷凍株式会社の株式１株に対し当社の株式45.5株を割当交付します。

 

４．権利義務全部の承継　　当社は、合併期日において中央冷凍株式会社の資産及び負債その他一切の権利義務を承継す

る。

 

５．被合併会社の概要

(1）事業の内容　　　　冷蔵倉庫業

(2）売上高（平成19年３月期）　　 3,574百万円

(3）当期純利益（平成19年３月期）　　62百万円

(4）純資産（平成19年３月期）　　 1,865百万円

(5）総資産（平成19年３月期）　　 4,890百万円

(6）従業員数（平成19年３月期）　　 120人

 

６．会計処理の概要

　当社の個別財務諸表では持分プーリング法に準じた処理を、連結財務諸表では中央冷凍株式会社が当社を被取得企業

とするパーチェス法を採用し、負の「のれん」が連結財務諸表に発生いたします。
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略してお

ります。
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【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
（百万円）

当期償却額
（百万円）

差引当期末残
高
（百万円）

有形固定資産        

建物 190 － － 190 159 5 31

工具器具及び備品 68 0 － 69 61 3 7

土地 25 － － 25 － － 25

有形固定資産計 284 0 － 284 221 8 63

無形固定資産        

電話加入権 2 － － 2 － － 2

無形固定資産計 2 － － 2 － － 2

 

【引当金明細表】

区分
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金 21 37 1 20 37

賞与引当金 29 68 72 － 25

役員退職慰労引当金 － 87 66 － 20

　（注）　貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額である。
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

流動資産

勘定科目 区分 金額（百万円）

現金及び預金

現金 0

普通預金 11

定期預金 10

合計 22

 

勘定科目 相手先 金額（百万円）

受取手形

(株)西華 11

その他 1件 0

合計 11

   

手形期日 平成２０年４月満期 11

 合計 11

 

勘定科目 相手先 金額（百万円）

売掛金

㈱西原商会 143

㈱三宝水産 77

福岡県魚市場 74

松田産業㈱ 57

㈱西華 44

その他 1,310

合計 1,706

 

売掛金回収状況

前期繰越高
（百万円）

当期発生高
（百万円）

合計
（百万円）

当期回収高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

回収率（％） 回転率（回）
滞留期間
（日）

Ａ Ｂ  Ｃ Ｄ
Ｃ
──
Ａ＋Ｂ

Ｂ
──────
(Ａ＋Ｄ)
────
２

366
──
回転率

2,92118,95221,87320,1671,706 92.2 8.2 44.7

　（注）　消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。
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勘定科目 品目 金額（百万円）

商品 鮮凍品・塩蔵品（1,554トン） 942

未着商品 鮮凍品　　　　（277トン） 0

原材料 鮮凍品 26

貯蔵品 包装材料 21

 

勘定科目 相手先 金額（百万円）

関係会社預け金 日本水産(株) 2,332

 

②　負債の部

流動負債

勘定科目 相手先 金額（百万円）

支払手形 (株)東京三菱銀行新丸の内支店（ユーザンス手形） 150

 合計 150

   

手形期日
平成２０年４月満期 104

平成２０年５月満期 45

 合計 150

 

勘定科目 相手先 金額（百万円）

買掛金

阪和興業㈱ 83

㈱東京シーフーズ 80

日本水産㈱ 51

㈱松岡 49

横浜冷凍㈱ 45

その他 806

合計 1,117
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退職給付関係

イ.　採用している退職給付制度の概要

当社は、退職一時金制度を採用しています。また、従業員の退職等に関して割増退職金を支払う場合があります。

 

ロ.　退職給付に関する事項

  
前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
 

 イ.退職給付債務（百万円） △410 △328  

 ロ.退職給付引当金（百万円） △410 △328  

（注）　退職給付の算定にあたり、簡便法を採用している。

 

ハ.　退職給付費用に関する事項

  
前事業年度

（自平成18年４月１日
至平成19年３月31日）

当事業年度
（自平成19年４月１日
至平成20年３月31日）

 

 イ.勤務費用（百万円） 27 19  

 ロ.退職給付費用（百万円） 27 19  

 

（３）【その他】

　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社ホウスイ(E00017)

有価証券報告書

69/76



第６【提出会社の株式事務の概要】
 

事業年度 ４月１日から３月３１日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月３１日

株券の種類
１株券、10株券、50株券、100株券、500株券、1,000株券、10,000株券、100,000
株券及び100株未満の株式についてその株数を表示した株券

剰余金の配当の基準日 ３月３１日

１単元の株式数 １，０００株

株式の名義書換え  

取扱場所
東京都港区芝三丁目33番１号
　中央三井信託銀行株式会社　本店

株主名簿管理人
東京都港区芝三丁目33番１号
　中央三井信託銀行株式会社

取次所
中央三井信託銀行株式会社　　　全国各支店
日本証券代行株式会社　　　本支店、出張所

名義書換手数料 無料

新券交付手数料 １枚につき200円

単元未満株式の買取り  

取扱場所
東京都港区芝三丁目33番１号
　中央三井信託銀行株式会社　本店

株主名簿管理人
東京都港区芝三丁目33番１号
　中央三井信託銀行株式会社

取次所
中央三井信託銀行株式会社　　　全国各支店
日本証券代行株式会社　　　本支店、出張所

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

平成18年6月28日開催の定時株主総会の決議により定款が変更され、会社
の公告方法は次のとおりとなりました。
当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事
由により電子公告をすることができないときは、東京都内で発行する日
本経済新聞に掲載して行う。

株主に対する特典 なし
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第７【提出会社の参考情報】
 

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社の証券取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類

　事業年度（第72期）（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）平成19年６月26日関東財務局長に提出

 

(2）半期報告書

　（第73期中）（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）平成19年12月25日関東財務局長に提出

 

(3）臨時報告書

①　金融商品取引法第24条５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び同条同項第19号の規

定に基づく臨時報告書　平成19年12月13日関東財務局長に提出

　　　②　金融商品取引法第24条の５第４項、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定、同第19条第２項第４

号の規定及び同第19条第２項第７号の３の規定に基づく臨時報告書　平成20年3月11日関東財務局長に提出

 

(4）訂正有価証券報告書

　　　① 上記(1)に係る訂正有価証券報告書　平成19年9月13日関東財務局長に提出 

　　　② 上記(1)に係る訂正有価証券報告書　平成19年12月17日関東財務局長に提出
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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。
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 独立監査人の監査報告書  

 

 

 平成19年12月17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 角田　伸理之　　印

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 伊藤　栄司　　　印

 

 

　当監査法人は、旧証券取引法第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連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を

行った。この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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に連結財務諸表に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。監査は、試査を基

礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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企業会計の基準に準拠して、株式

会社ホウスイ及び連結子会社の平成19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

追記情報

　有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社の委託加工取引において、会社元社員による

横領等を伴う不正な取引行為が判明したため、会社は連結財務諸表を訂正している。当監査法人は、訂正後の連結財務

諸表について再度監査を行った。この訂正の結果、連結損益計算書においては、特別損失154百万円の計上により税金等

調整前当期純損益及び当期純損益が154百万円減少した。連結貸借対照表においては、売掛金が80百万円、たな卸資産が

66百万円、利益剰余金が154百万円減少し、買掛金が７百万円増加した。

 

　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、その原本は有価証券報告書提出会社が

別途保管しております。
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 独立監査人の監査報告書  

 

 

 平成20年６月25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 角田　伸理之　　印

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 伊藤　栄司　　　印

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項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19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結

貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表につい

て監査を行った。この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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に連結財務諸表に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。監査は、試査を基

礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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企業会計の基準に準拠して、株式

会社ホウスイ及び連結子会社の平成20年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

追記情報

１．連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項４．に記載されているとおり、会社及び連結子会社の役員退職

慰労金は、従来、支出時の費用として処理していたが、当連結会計年度から内規に基づく期末要支給額を役員退職

慰労引当金として計上する方法に変更している。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成20年４月１日に中央冷凍株式会社と合併した。

 

　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、その原本は有価証券報告書提出会社が

別途保管しております。
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 独立監査人の監査報告書  

 

 

 平成19年12月17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 角田　伸理之　　印

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 伊藤　栄司　　　印

 

 

　当監査法人は、旧証券取引法第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期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に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。監査は、試査を基礎と

して行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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企業会計の基準に準拠して、株式会社

ホウスイの平成19年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。

 

追記情報

　有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社の委託加工取引において、会社元社員による

横領等を伴う不正な取引行為が判明したため、会社は財務諸表を訂正している。当監査法人は、訂正後の財務諸表につ

いて再度監査を行った。この訂正の結果、損益計算書においては、特別損失154百万円の計上により税引前当期純損益及

び当期純損益が154百万円減少した。貸借対照表においては、売掛金が80百万円、たな卸資産が66百万円、利益剰余金が

154百万円減少し、買掛金が７百万円増加した。

 

　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、その原本は有価証券報告書提出会社が

別途保管しております。
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 独立監査人の監査報告書  

 

 

 平成20年６月25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 角田　伸理之　　印

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 伊藤　栄司　　　印

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項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19年４月１日から平成20年３月31日までの第73期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に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。監査は、試査を基礎と

して行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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企業会計の基準に準拠して、株式会社

ホウスイの平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。

 

追記情報

１．重要な会計方針５．に記載されているとおり、会社の役員退職慰労金は、従来、支出時の費用として処理していた

が、当事業年度から内規に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更している。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成20年４月１日に中央冷凍株式会社と合併した。

 

　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、その原本は有価証券報告書提出会社が

別途保管しております。
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