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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】

回次
第32期

第１四半期
連結累計期間

第33期
第１四半期
連結累計期間

第32期

会計期間
自　平成28年３月１日
至　平成28年５月31日

自　平成29年３月１日
至　平成29年５月31日

自　平成28年３月１日
至　平成29年２月28日

売上高 （千円） 3,367,515 3,297,773 13,504,958

経常利益 （千円） 49,974 13,532 11,146

親会社株主に帰属する四半期純

利益又は親会社株主に帰属する

四半期（当期）純損失（△）

（千円） 33,497 △3,630 △28,437

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 35,852 △8,006 △20,056

純資産額 （千円） 551,735 487,820 495,826

総資産額 （千円） 2,526,161 2,489,049 2,425,204

１株当たり四半期純利益金

額又は1株当たり四半期（当期）

純損失金額（△）

（円） 13.12 △1.42 △11.14

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 21.8 19.6 20.4

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第32期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期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おりません。

４．第32期及び第33期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株

当たり四半期（当期）純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、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、関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　　当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

　　なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

（１）経営成績の分析

当第１四半期連結累計期間(平成29年３月１日から平成29年５月31日まで)におけるわが国経済は、企業収

益の向上や雇用情勢の改善など緩やかな回復基調にあるものの、新興国経済の減速や英国のＥＵ離脱問題、米

国経済の動向による日本経済への影響懸念など、先行きは依然として不透明な状況が続いております。

当社グループが事業の主体をおく水産小売業界においては、食の安心・安全に対する関心が一層高まると

ともに、節約志向・低価格志向がいまだに根強く続いております。他方、水産資源の枯渇や異常気象などによ

る漁獲量の減少に加えて、世界的規模の需要増により魚介類の仕入価格は依然として高止まり傾向にありま

す。この消費性向と仕入環境により当社グループを取り巻く経営環境は引き続き厳しい状況で推移いたしまし

た。

このような環境において、当社は収益改善を図るべく、商品開発をはじめとする新しい商品ＭＤの導入や売

場の改善による既存店の強化と不採算店舗の撤退（鮮魚１店舗）をいたしました。また、仕入効率化による原

価率の低減、従業員１人当りの生産性向上のための要員見直し等を実施し、人件費及び諸経費の削減を積極的

に推進いたしました。

３月、４月は当初の見込み通りに売上、利益が推移いたしましたが、５月のゴールデンウィーク明けのアニ

サキスによる食中毒の報道以降、売上が大幅に落ち込み、その結果、当第１四半期連結累計期間における当社

の売上高は、32億97百万円（前年同四半期比2.1％減）、売上総利益は13億61百万円（前年同四半期比1.5%

減）、営業利益13百万円（前年同四半期比72.4％減）、経常利益は13百万円（前年同四半期比72.9％減）とな

りました。また、システム関連の特別損失を９百万円計上したことなどにより、親会社株主に帰属する四半期

純損失は３百万円（前年同四半期は33百万円の親会社株主に帰属する四半期純利益）となりました。

 

セグメント別の業績は次のとおりであります。

（鮮魚事業）

鮮魚事業の売上高は、29億53百万円（前年同四半期比3.0％減）となり、セグメント利益は、98百万円（前年

同四半期比40.4％減）となりました。

（飲食事業）

飲食事業の売上高は、２億54百万円（前年同四半期比1.0％増）となり、セグメント利益は、12百万円（前年

同四半期比128.1％増）となりました。

（不動産事業）

不動産事業の売上高は、１億円（前年同四半期比32.5％増）となり、セグメント利益は、９百万円（前年同

四半期比50.0％減）となりました。
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（２）財政状態の分析

（資産）

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ63百万円増加し、24億89百万円とな

りました。このうち、流動資産は前連結会計年度末に比べ95百万円増加して15億10百万円となり、また、固定資

産は前連結会計年度末に比べ31百万円減少して９億79百万円となりました。

（負債）

負債の総額は、前連結会計年度末に比べ71百万円増加し、20億１百万円となりました。このうち、流動負債は

前連結会計年度末に比べ１億33百万円増加して13億45百万円となり、また、固定負債は前連結会計年度末に比べ

61百万円減少して６億56百万円となりました。

（純資産）

純資産は、前連結会計年度末に比べ８百万円減少し、４億87百万円となりました。

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（４）研究開発活動

該当事項はありません。
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第３【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 5,200,000

計 5,200,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現在

発行数（株）
（平成29年５月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年７月14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 2,555,856 2,555,856 東京証券取引所市場第二部
単元株式数

100株

計 2,555,856 2,555,856 ― ―

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【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29年３月１日～

 平成29年５月31日
― 2,555,856 ― 941,031 ― 1,029,015

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成29年２月28日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式】

平成29年５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 2,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 2,552,200 25,522 －

単元未満株式 普通株式 1,656 － １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数  2,555,856 － －

総株主の議決権  － 25,522 －

 

②【自己株式等】

平成29年５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（％）

株式会社魚喜 神奈川県藤沢市湘南台2-10-5 2,000 － 2,000 0.08

計 － 2,000 － 2,000 0.08

 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号）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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成29年３月１日から平

成29年５月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年３月１日から平成29年５月31日まで）に係る四半期

連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

EDINET提出書類

株式会社魚喜(E03365)

四半期報告書

 7/16



１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成29年２月28日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年５月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 593,999 600,079

売掛金 512,302 559,624

商品 139,415 172,193

貯蔵品 12,716 12,470

繰延税金資産 25 138

その他 156,345 165,510

流動資産合計 1,414,804 1,510,016

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 679,029 678,456

減価償却累計額 △469,553 △477,168

建物及び構築物（純額） 209,476 201,287

工具、器具及び備品 847,919 843,465

減価償却累計額 △639,524 △647,025

工具、器具及び備品（純額） 208,395 196,440

土地 389 389

リース資産 32,577 32,577

減価償却累計額 △22,571 △24,200

リース資産（純額） 10,006 8,377

有形固定資産合計 428,267 406,494

無形固定資産   

リース資産 1,323 898

ソフトウエア仮勘定 12,000 3,000

その他 32,683 31,654

無形固定資産合計 46,006 35,553

投資その他の資産   

投資有価証券 101,591 95,267

敷金及び保証金 397,141 405,581

その他 37,393 36,136

投資その他の資産合計 536,126 536,985

固定資産合計 1,010,400 979,032

資産合計 2,425,204 2,489,049
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成29年２月28日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年５月31日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 444,589 529,219

短期借入金 140,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 223,340 223,340

リース債務 7,489 6,432

未払金 219,760 244,658

未払法人税等 12,244 14,067

賞与引当金 27,397 1,042

資産除去債務 48 －

その他 137,192 226,388

流動負債合計 1,212,062 1,345,149

固定負債   

長期借入金 570,550 514,715

リース債務 5,484 4,215

長期預り保証金 84,216 82,216

繰延税金負債 11,686 9,722

資産除去債務 43,923 43,937

負ののれん 1,454 1,272

固定負債合計 717,315 656,080

負債合計 1,929,377 2,001,229

純資産の部   

株主資本   

資本金 941,031 941,031

資本剰余金 1,029,015 1,029,015

利益剰余金 △1,494,880 △1,498,510

自己株式 △5,456 △5,456

株主資本合計 469,710 466,079

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 26,116 21,740

その他の包括利益累計額合計 26,116 21,740

純資産合計 495,826 487,820

負債純資産合計 2,425,204 2,489,049
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成28年３月１日
　至　平成28年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成29年３月１日
　至　平成29年５月31日)

売上高 3,367,515 3,297,773

売上原価 1,984,847 1,935,839

売上総利益 1,382,667 1,361,933

販売費及び一般管理費 1,333,288 1,348,312

営業利益 49,379 13,620

営業外収益   

受取利息 1 0

受取配当金 1,445 1,345

受取手数料 2,021 1,053

負ののれん償却額 181 181

その他 1,023 426

営業外収益合計 4,674 3,007

営業外費用   

支払利息 3,986 3,048

その他 92 46

営業外費用合計 4,079 3,095

経常利益 49,974 13,532

特別利益   

長期預り保証金精算益 7,511 －

その他 974 －

特別利益合計 8,485 －

特別損失   

固定資産除却損 16,392 9,161

店舗閉鎖損失 59 －

特別損失合計 16,452 9,161

税金等調整前四半期純利益 42,008 4,371

法人税、住民税及び事業税 8,413 8,130

法人税等調整額 97 △128

法人税等合計 8,510 8,001

四半期純利益又は四半期純損失（△） 33,497 △3,630

親会社株主に帰属する四半期純利益又は

親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
33,497 △3,630
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成28年３月１日
　至　平成28年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成29年３月１日
　至　平成29年５月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 33,497 △3,630

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,355 △4,375

その他の包括利益合計 2,355 △4,375

四半期包括利益 35,852 △8,006

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 35,852 △8,006

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

 

EDINET提出書類

株式会社魚喜(E03365)

四半期報告書

11/16



【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

　　　　該当事項はありません。

 

（追加情報）

　　　　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当第１

四半期連結会計期間から適用しております。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に

基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

 
　前連結会計年度

（平成29年２月28日）
当第１四半期連結会計期間
（平成29年５月31日）

当座貸越極度額 980,000千円 980,000千円

借入実行残高 140,000 100,000

差引額 840,000 880,000

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及び負ののれん償却額は、

次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自 平成28年３月１日
至 平成28年５月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成29年３月１日
至 平成29年５月31日）

減価償却費 26,649千円 29,355千円

負ののれん償却額 181 181

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成28年３月１日　至　平成28年５月31日）

配当に関する事項

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成29年３月１日　至　平成29年５月31日）

配当に関する事項

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成28年３月１日　至　平成28年５月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：千円）

 報告セグメント
調整額
（注1）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注2） 鮮魚事業 飲食事業 不動産事業 計

売上高       

外部顧客への売上高 3,045,073 252,059 70,383 3,367,515 － 3,367,515

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 5,767 5,767 △5,767 －

計 3,045,073 252,059 76,150 3,373,283 △5,767 3,367,515

セグメント利益 164,401 5,472 19,446 189,320 △139,940 49,379
 

（注）１．セグメント利益の調整額△139,940千円には、各報告セグメントに配分していない全社費
用△139,760千円等が含まれております。 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない

一般管理費であります。
２．セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

　該当事項はありません。

 

（のれんの金額の重要な変動）

　該当事項はありません。

 

（重要な負ののれん発生益）

　該当事項はありません。
 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成29年３月１日　至　平成29年５月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：千円）

 報告セグメント
調整額
（注1）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注2） 鮮魚事業 飲食事業 不動産事業 計

売上高       

外部顧客への売上高 2,953,698 254,533 89,541 3,297,773 － 3,297,773

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 11,348 11,348 △11,348 －

計 2,953,698 254,533 100,889 3,309,121 △11,348 3,297,773

セグメント利益 98,042 12,481 9,715 120,239 △106,618 13,620
 

（注）１．セグメント利益の調整額△106,618千円には、各報告セグメントに配分していない全社費
用△110,990千円等が含まれております。 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない

一般管理費であります。
２．セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

　該当事項はありません。

 

（のれんの金額の重要な変動）

　該当事項はありません。

 

（重要な負ののれん発生益）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成28年３月１日
至　平成28年５月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成29年３月１日
至　平成29年５月31日）

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり純損失金額（△）
13円12銭 △1円42銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は

親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）

（千円）

33,497 △3,630

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期

純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期

純損失金額（△）（千円）

33,497 △3,630

普通株式の期中平均株式数（株） 2,553,795 2,553,795

（注）１．前第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

２．当第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純

損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（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。
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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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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成29年７月13日

株式会社魚喜

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 種　村　　　隆 印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 飯　塚　正　貴 印

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社魚喜の

平成29年３月１日から平成30年２月28日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成29年３月１日から平成29年

５月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年３月１日から平成29年５月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論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四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、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実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社魚喜及び連結子会社の平成29年５月31日現在の財政状態及び

同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点

において認められなかった。

 

利害関係

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）１　上記は四半期レビュー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（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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