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1.  平成23年4月期第3四半期の連結業績（平成22年5月1日～平成23年1月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年4月期第3四半期 8,777 △11.9 △306 ― △481 ― △423 ―

22年4月期第3四半期 9,961 1.1 36 △71.6 △66 ― △100 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

23年4月期第3四半期 △16.29 ―

22年4月期第3四半期 △3.86 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年4月期第3四半期 15,536 2,109 13.3 79.38
22年4月期 14,818 2,613 17.3 98.53

（参考） 自己資本   23年4月期第3四半期  2,064百万円 22年4月期  2,561百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年4月期 ― 0.00 ― 1.00 1.00
23年4月期 ― 0.00 ―

23年4月期 
（予想）

1.00 1.00

3.  平成23年4月期の連結業績予想（平成22年5月1日～平成23年4月30日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 14,200 1.8 200 △0.1 50 △47.9 0 ― 0.00



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年4月期3Q 26,050,000株 22年4月期  26,050,000株

② 期末自己株式数 23年4月期3Q  49,063株 22年4月期  48,010株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年4月期3Q 26,001,219株 22年4月期3Q  26,003,041株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国への輸出の増加等により好転の兆しがみら

れましたが、昨年秋以降の消費刺激策の縮小などで、景気回復の動きは弱まる状況となっております。

また、円高傾向にあること、雇用状況の悪化、資源価格の上昇等により景気の下振れリスクも払拭でき

ない状況にあります。 

 当グループ主力の水産業界におきましても、輸入水産品との価格競争、消費者の生活防衛意識の高ま

りによる低価格志向等により国内魚価は低迷していること、海水温の上昇により漁獲時期にズレが生じ

ていること等が影響し、漁獲量も全般的に低調となり、業界を取り巻く環境は、依然として厳しい状況

となっております。 

 このような状況のもと、当グループは営業拠点の集約及び移転と営業人員の適正配置をすすめ、効率

的な販売体制の推進を行いました。また、社内の基幹システムを更新したことで、将来的にはより効率

的な生産、販売、管理の事務管理を行える体制に移行しました。 

 また、丸紅株式会社の連結子会社であるベニートヤマ株式会社から事業の一部を譲り受け、期中に人

員の受入れ、生産設備の移設を進めました。 

 しかしながら、魚価の低迷と漁獲量の低下による漁業者の漁網の買い控えの影響が深刻な事態とな

り、売上高は前年同期と比べ大幅に減少しました。利益面は、売上高の減少が大きく影響し、加えて貸

倒引当金繰入額の増加、システムの更新による一時的な人件費等が増加したこと等により大幅な営業損

失の計上となりました。営業外損益では、ドルの下落等により為替差損が発生したこと等で前年同期と

比べ営業外費用が増加しました。特別損益では、特に大きな影響を及ぼす事象は発生しませんでした。

法人税等調整額の金額は税効果計算によりマイナス額の計上となりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は8,777百万円（前年同期比11.9％減）、営業損失は

306百万円（前年同期は36百万円の利益）、経常損失は481百万円（前年同期は66百万円の損失）、四半

期純損失は423百万円（前年同期は100百万円の損失）となりました。 

セグメントの業績は次のとおりであります。なお、前年同期との比較については、前年同期の数値を

報告セグメントに基づいて組み替えたものと行っております。 

〔漁業関連事業〕 

 売上高は7,116百万円（前年同期比13.3％減）と前年同期と比べ大幅な減少となりました。売上高の

内容としては、前年同期好調であった養殖網の売上高がやや減少したことに加え、定置網の受注減が、

売上高の減少の主因となりました。利益面では、売上高が減少したこと、事業の譲受けによる先行費用

の発生及びその他の事業の人件費の受入れ等の影響により営業損失は279百万円（前年同期は18百万円

の損失）となりました。 

〔陸上関連事業〕 

 売上高は1,605百万円（前年同期比5.7％減）となりました。主な要因は陸上用ネットの売上高が減少

したことによるものです。利益面では、売上高が減少したこと、貸倒引当金繰入額が増加したこと等に

より、営業損失は23百万円（前年同期は59百万円の利益）となりました。 

〔その他〕 

 売上高は54百万円（前年同期比4.6％増）となりました。産業用機械・搬送設備等の受注が低水準な

がら回復し売上高は増加しました。利益面では、漁業関連事業への人員のシフトなどの影響で赤字幅は

減少し営業損失は４百万円（前年同期は５百万円の損失）となりました。 

  

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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（資産、負債及び純資産の状況） 

 流動資産は、前連結会計年度末と比べ876百万円増加し、11,271百万円となりました。これは、売上

債権は減少しましたが、現金及び預金、たな卸資産が増加したこと等によるものです。 

固定資産は、前連結会計年度末と比べ150百万円減少し、4,264百万円となりました。これは、その他

の投資が減少したこと等によるものです。 

 流動負債は、前連結会計年度末と比べ1,457百万円増加し、11,283百万円となりました。これは短期

借入金が増加したこと等によるものです。 

 固定負債は、前連結会計年度末と比べ234百万円減少し、2,144百万円となりました。これは退職給付

引当金は増加しましたが、長期借入金を返済したこと等による減少であります。 

 純資産は、前連結会計年度末と比べ504百万円減少し、2,109百万円となりました。これは、四半期純

損失の計上、為替換算調整勘定及びその他有価証券評価差額金が減少したこと等によるものです。 

  

（キャッシュ・フローの状況の分析） 

当第３四半期連結累計期間の営業活動による資金の減少は615百万円となりました。これは、増加要

因として、減価償却費の計上、売上債権の減少等ありましたが、減少要因として税金等調整前四半期純

損失の計上、たな卸資産の増加、仕入債務の減少等があったことによるものです。 

 投資活動による資金の減少は442百万円となりました。これは、有形固定資産の取得、定期預金の預

入による支出等があったことによるものです。  

財務活動による資金の増加は1,420百万円となりました。これは主に短期借入れによる収入等があっ

たことによるものです。 

 これらにより当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末残高と

比べ360百万円増加し、686百万円となりました。 

  

平成23年４月期の業績予想につきましては、平成22年12月７日に公表しました「通期業績予想の修正

に関するお知らせ」の予想数値に変更はありません。 

 当第３四半期末での売上高の進捗は当初見込みを下回っており、収益は厳しい状況となっております

が、当グループは第４四半期に年間の売上高の30％強が集中する傾向にあり、第４四半期の業績により

通期業績が大きく変動する可能性があります。今後、業績予想の修正が必要となった場合は速やかに公

表いたします。 

  

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

  

１.簡便な会計処理 

① たな卸資産の評価方法 

たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を

見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

② 固定資産の減価償却の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

する方法によっております。 

③ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定

する方法によっております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等及び一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績

予測やタックスプランニングを利用する方法によっております。 

  

２.四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  

１.会計処理基準に関する事項の変更 

①「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３

月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24

号 平成20年３月10日）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

②「資産除去債務に関する会計基準」の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成

20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号

平成20年３月31日）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

③ たな卸資産の評価方法の変更 

第１四半期連結会計期間より、システム全般を刷新したことを契機に原価計算制度を導入しまし

た。これに伴い製品・仕掛品の評価方法を従来は主として売価還元法による原価法（貸借対照表価

額は収益性低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっておりましたが、第１四半期連結会

計期間より主として個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）に変更いたしました。また、同様の理由により商品・原材料・貯蔵品の評価方法を、

従来は主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より主として総平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性低下に基づく簿価切下げの方法により算定）に変更いたしました。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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これにより、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の売上総利益は34百

万円減少、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は34百万円それぞれ増加しておりま

す。 

  

２.表示方法の変更 

 (四半期連結損益計算書関係) 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸

表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、当第

３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。 
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3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年１月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,575,150 974,684

受取手形及び売掛金 5,765,555 6,211,269

商品及び製品 2,616,535 2,409,767

仕掛品 464,880 505,656

原材料及び貯蔵品 706,868 464,416

その他 633,035 313,646

貸倒引当金 △490,939 △484,395

流動資産合計 11,271,086 10,395,045

固定資産

有形固定資産 2,691,049 2,733,177

無形固定資産 187,476 178,984

投資その他の資産

破産更生債権等 1,512,260 1,420,083

その他 671,565 808,898

貸倒引当金 △797,881 △726,614

投資その他の資産合計 1,385,943 1,502,367

固定資産合計 4,264,470 4,414,529

繰延資産 1,198 9,102

資産合計 15,536,754 14,818,676
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年１月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年４月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,374,167 2,585,740

短期借入金 7,261,647 5,517,397

賞与引当金 45,084 94,121

その他 1,602,171 1,628,556

流動負債合計 11,283,070 9,825,815

固定負債

社債 200,000 200,000

長期借入金 1,051,715 1,307,738

退職給付引当金 411,091 345,143

役員退職慰労引当金 65,737 51,300

繰延税金負債 157,795 157,799

その他 257,952 317,250

固定負債合計 2,144,291 2,379,231

負債合計 13,427,362 12,205,047

純資産の部

株主資本

資本金 1,378,825 1,378,825

資本剰余金 510,292 510,292

利益剰余金 467,655 917,282

自己株式 △7,560 △7,452

株主資本合計 2,349,213 2,798,947

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △69,951 △41,282

為替換算調整勘定 △215,249 △195,678

評価・換算差額等合計 △285,201 △236,961

少数株主持分 45,380 51,642

純資産合計 2,109,392 2,613,629

負債純資産合計 15,536,754 14,818,676
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(2) 四半期連結損益計算書

【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年５月１日
至 平成22年１月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年５月１日
至 平成23年１月31日)

売上高 9,961,989 8,777,760

売上原価 8,364,169 7,413,623

売上総利益 1,597,820 1,364,136

販売費及び一般管理費

運搬費 126,070 107,441

貸倒引当金繰入額 － 84,419

役員報酬 91,782 90,761

従業員給料及び手当 595,240 624,323

賞与引当金繰入額 12,833 14,155

退職給付費用 54,127 59,108

役員退職慰労引当金繰入額 16,939 14,437

旅費及び交通費 119,806 129,035

減価償却費 21,511 45,906

その他 523,351 501,458

販売費及び一般管理費合計 1,561,663 1,671,048

営業利益又は営業損失（△） 36,157 △306,911

営業外収益

受取利息 39,078 29,137

固定資産賃貸料 14,113 6,470

為替差益 19,507 －

その他 48,188 63,404

営業外収益合計 120,888 99,012

営業外費用

支払利息 161,685 156,302

手形売却損 41,911 40,860

為替差損 － 65,932

その他 19,662 10,683

営業外費用合計 223,260 273,778

経常損失（△） △66,214 △481,677

特別利益

固定資産売却益 － 3,782

投資有価証券売却益 6,126 －

貸倒引当金戻入額 7,122 －

退職給付制度改定益 － 5,821

特別利益合計 13,248 9,603

特別損失

固定資産除却損 1,110 8,026

特別退職金 2,282 141

その他 － 2,177

特別損失合計 3,392 10,345
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年５月１日
至 平成22年１月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年５月１日
至 平成23年１月31日)

税金等調整前四半期純損失（△） △56,358 △482,419

法人税、住民税及び事業税 47,121 9,972

法人税等調整額 15,340 △62,501

法人税等合計 62,462 △52,529

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △429,890

少数株主損失（△） △18,391 △6,265

四半期純損失（△） △100,429 △423,624
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年５月１日
至 平成22年１月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年５月１日
至 平成23年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △56,358 △482,419

減価償却費 296,582 301,063

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,122 82,217

退職給付引当金の増減額（△は減少） 69,831 67,639

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 16,939 14,437

賞与引当金の増減額（△は減少） △45,711 △49,037

受取利息及び受取配当金 △44,726 △34,749

支払利息 161,685 156,302

手形売却損 41,911 40,860

為替差損益（△は益） 1,761 945

固定資産売却損益（△は益） － △3,689

固定資産除却損 1,110 8,026

投資有価証券売却損益（△は益） △6,126 －

売上債権の増減額（△は増加） 72,719 330,776

たな卸資産の増減額（△は増加） △218,164 △425,319

仕入債務の増減額（△は減少） 97,084 △178,758

未払消費税等の増減額（△は減少） 15,150 △4,539

その他 △224,297 △144,044

小計 172,270 △320,288

利息及び配当金の受取額 35,553 38,241

利息の支払額 △187,525 △186,636

法人税等の支払額 △27,988 △153,487

法人税等の還付額 33,008 6,742

営業活動によるキャッシュ・フロー 25,318 △615,428

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 △151,850 △245,847

有形固定資産の売却による収入 － 9,022

無形固定資産の取得による支出 △32,220 △34,932

投資有価証券の売却による収入 16,439 10,000

貸付けによる支出 △51,161 △82,935

貸付金の回収による収入 85,128 73,800

定期預金の預入による支出 △292,424 △552,544

定期預金の払戻による収入 － 304,944

その他 △27,500 75,777

投資活動によるキャッシュ・フロー △453,589 △442,714
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年５月１日
至 平成22年１月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年５月１日
至 平成23年１月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 5,176,359 6,281,218

短期借入金の返済による支出 △3,783,527 △4,539,287

長期借入れによる収入 265,000 340,000

長期借入金の返済による支出 △429,362 △593,704

自己株式の取得による支出 △222 △107

配当金の支払額 △25,249 △25,282

その他 △21,405 △41,902

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,181,590 1,420,934

現金及び現金同等物に係る換算差額 9,574 △2,498

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 762,894 360,293

現金及び現金同等物の期首残高 256,079 326,318

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,018,974 686,611
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 該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年５月１日 至 平成22年1月31日) 

 
(注) １ 事業区分は製品及び仕入商品の販売市場により区分しております。 

      ２ 各事業区分の主要な製品・仕入商品及び事業内容 

 
  

【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年５月１日 至 平成22年1月31日） 

日本の売上高が、全セグメントの売上高の合計額の90％超であるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年５月１日 至 平成22年1月31日） 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

漁業関連事業 
(千円)

陸上関連事業
(千円)

その他の事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

(1)外部顧客に対する 
  売上高

8,205,948 1,703,513 52,528 9,961,989 ― 9,961,989

(2)セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 8,205,948 1,703,513 52,528 9,961,989 ― 9,961,989

営業利益又は営業損失(△) △18,325 59,515 △5,032 36,157 ― 36,157

漁業関連事業

製品 無結節漁網・有結節漁網・綟網・繊維ロープ

仕入商品
漁船・漁網付属品・漁労関係省力機械器具・飼料・餌料・
小魚加工機・製氷機・養殖用稚魚・水産物

その他 定置網漁業等の漁場指導を含めた経営指導

陸上関連事業

製品
無結節網・有結節網・防虫ネット・産業用ハウスバンド・ロ
ープ

仕入商品 農業用資材・培土・防虫網用アルミ型枠

その他 上記陸上用網に係る設計・施工・販売

その他の事業

製品 産業用機械・搬送設備

その他 上記に係る設計、補修、販売
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(追加情報) 

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第

20号  平成20年３月21日)を適用しております。 

  

１  報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であ

り、当社取締役会等において、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対

象となっているものであります。 

当社グループは、製品・商品・サービス別の販売体制を置き、取り扱う製商品・サービスについて国内

及び海外の包括的な戦略を立案し、事業展開をしております。 

従って、当社グループは事業部門を基礎とした製品・商品・サービス別セグメントから構成されてお

り、「漁業関連事業」及び「陸上関連事業」の２つを報告セグメントとしております。 

各報告セグメントに属する製品・商品・サービスの内容は以下のとおりであります。 

 
  

２  報告セグメントごとの売上高及び損失の金額に関する情報 

当第３四半期連結累計期間(自  平成22年５月１日  至  平成23年1月31日) 

 
(注)  １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、産業用機械・搬送設備等を含んで

おります。 

    ２  セグメント損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。 

  

 該当事項はありません。 

【セグメント情報】

漁業関連事業

製品 無結節漁網・有結節漁網・綟網・繊維ロープ

仕入商品
漁船・漁網付属品・漁労関係省力機械器具・飼料・餌料・
小魚加工機・製氷機・養殖用稚魚・水産物

サービス 定置網漁業等の漁場指導を含めた経営指導

陸上関連事業

製品
無結節網・有結節網・防虫ネット・産業用ハウスバンド・ロ
ープ

仕入商品 農業用資材・培土・防虫網用アルミ型枠

サービス 上記陸上用網に係る設計・施工・販売

(単位：千円)

報告セグメント

その他 合計

漁業関連事業 陸上関連事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 7,116,859 1,605,938 8,722,798 54,961 8,777,760

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

－ － － － －

計 7,116,859 1,605,938 8,722,798 54,961 8,777,760

セグメント損失（△） △279,377 △23,237 △302,614 △4,297 △306,911

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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