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1.  平成24年4月期第1四半期の連結業績（平成23年5月1日～平成23年7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 ％

24年4月期第1四半期 4,593 70.8 169 ― 122 ― 37 ―

23年4月期第1四半期 2,689 △17.1 △232 ― △254 ― △184 ―

（注）包括利益 24年4月期第1四半期 57百万円 （―％） 23年4月期第1四半期 △208百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

24年4月期第1四半期 1.44 ―

23年4月期第1四半期 △7.08 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年4月期第1四半期 17,105 2,337 13.2
23年4月期 15,561 2,281 14.2

（参考） 自己資本   24年4月期第1四半期  2,263百万円 23年4月期  2,214百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金

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

23年4月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

24年4月期 ―

24年4月期（予想） 0.00 ― 1.00 1.00

3.  平成24年4月期の連結業績予想（平成23年5月1日～平成24年4月30日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 6,300 △1.4 180 ― 80 ― 30 ― 1.15
通期 14,000 1.1 400 132.8 250 ― 100 ― 3.85



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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すが、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おります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料の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、添付資
料３ページ「１．当四半期決算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」をご覧ください。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年4月期1Q 26,050,000 株 23年4月期 26,050,000 株

② 期末自己株式数 24年4月期1Q 50,014 株 23年4月期 49,964 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年4月期1Q 26,000,012 株 23年4月期1Q 26,001,748 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による企業の生産活動の落ち込みや

電力不足懸念等により、多方面での支障が生じていることに加えて、ヨーロッパの一部の国の財政問題

やアメリカの景気停滞懸念から円高状況が継続しており、先行き不透明な状況となっております。 

当グループ主力の水産業界におきましても、食の安全性への不安、消費者の生活防衛意識の高まりに

よる低価格志向による魚価の低迷、震災による被災地の復興もこれからという状況下、漁獲量も低調で

あり、業界を取り巻く環境は、非常に厳しい状況となっております。 

このような状況のもと、当グループは東日本大震災により被害を受けた石巻、八戸等の営業拠点の復

旧活動を進めました。また、被災した漁場へ海洋サポート室を中心とした調査チームを派遣し、海中で

の漁場調査等を行い、取引先のバックアップを行なえる体制を整えました。 

営業面では、前連結会計年度の期末において震災の影響で納期がずれ、当第１四半期連結累計期間に

計上されたものがあること、前連結会計年度に事業の一部を譲受けた部門の売上高が増加したこと等に

より、売上高は前年同期と比べ大幅に増加しました。利益面は、売上高の増加が大きく影響し、経費削

減効果等もあり営業利益を計上することができました。営業外損益では、前年同期は為替差益の計上で

したが、ドルの下落等により当四半期は為替差損の計上となりました。特別損益では、遊休資産の売却

による固定資産売却益を計上しましたが、前期末では判明しなかった災害による損失が追加で発生しま

した。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は4,593百万円（前年同期比70.8％増）、営業利益は

169百万円（前年同期は232百万円の損失）、経常利益は122百万円（前年同期は254百万円の損失）、四

半期純利益は37百万円（前年同期は184百万円の損失）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。 

〔漁業関連事業〕 

 売上高は3,815百万円（前年同期比73.9％増）と前年同期と比べ大幅な増加となりました。主な要因

としては、養殖用網、漁船等の売上高が増加したこと、前連結会計年度にベニートヤマ株式会社から事

業の一部を譲受け、海苔網等の売上高が増加したことです。利益面では、売上高が増加したこと及び経

費削減策の実施等によりセグメント利益は134百万円（前年同期は201百万円の損失）となりました。 

〔陸上関連事業〕 

 売上高は639百万円（前年同期比33.0％増）となりました。主な要因は、節電対策等により防虫ネッ

トの売上高が増加したこと、震災の影響で納期が遅れていた工事等が竣工したこと等によるものです。

利益面では、売上高の増加、貸倒引当金戻入益が発生したこと等により、セグメント利益は22百万円

（前年同期は22百万円の損失）となりました。 

  

  

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1,543百万円増加し、

17,105百万円となりました。その主な内容は以下のとおりであります。 

（資産） 

 流動資産は、前連結会計年度末と比べ1,525百万円増加し、12,774百万円となりました。これは、主

に売上高の増加に伴い売上債権が増加したこと等によるものです。  

１．当四半期決算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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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固定資産は、前連結会計年度末と比べ20百万円増加し、4,311百万円となりました。これは、建設仮

勘定が増加したこと等によるものです。 

（負債） 

 流動負債は、前連結会計年度末と比べ1,570百万円増加し、11,746百万円となりました。これは仕入

債務及び短期借入金の増加等によるものです。 

 固定負債は、前連結会計年度末と比べ82百万円の減少となり、3,021百万円となりました。これは長

期借入金を返済したこと等によるものです。 

（純資産） 

 純資産合計は、前連結会計年度末と比べ55百万円増加し、2,337百万円となりました。これは、為替

換算調整勘定の増加、四半期純利益の計上によるものです。 

  

  

現時点では、平成23年６月14日に公表いたしました平成24年４月期業績予想に変更はありません。た

だし、今後の経営環境を踏まえ、業績予想の修正が必要である場合は、適時に開示してまいります。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４

日）を適用しております。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（追加情報）
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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)

前連結会計年度
(平成23年４月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 906,177 1,016,803

受取手形及び売掛金 6,835,903 8,110,170

商品及び製品 2,197,055 2,212,660

仕掛品 548,383 539,844

原材料及び貯蔵品 694,726 857,436

繰延税金資産 65,332 39,444

その他 586,501 587,697

貸倒引当金 △584,524 △589,323

流動資産合計 11,249,555 12,774,733

固定資産

有形固定資産 2,728,648 2,750,974

無形固定資産 180,527 171,472

投資その他の資産

破産更生債権等 1,457,160 1,450,409

その他 670,120 678,345

貸倒引当金 △745,335 △739,831

投資その他の資産合計 1,381,945 1,388,924

固定資産合計 4,291,120 4,311,370

繰延資産 20,969 19,171

資産合計 15,561,645 17,105,276

日東製網㈱（3524）平成24年４月期　第１四半期決算短信

4



(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年４月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年７月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,401,718 4,354,272

短期借入金 5,739,716 6,421,410

1年内償還予定の社債 200,000 200,000

賞与引当金 59,501 77,819

その他 774,365 692,701

流動負債合計 10,175,302 11,746,204

固定負債

社債 1,000,000 1,000,000

長期借入金 1,201,786 1,118,137

長期未払金 215,404 200,689

退職給付引当金 429,890 449,034

役員退職慰労引当金 41,496 45,782

繰延税金負債 157,795 157,795

その他 58,093 50,077

固定負債合計 3,104,466 3,021,517

負債合計 13,279,768 14,767,722

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 612,751 648,921

自己株式 △7,664 △7,669

株主資本合計 2,494,204 2,530,369

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △76,596 △77,598

為替換算調整勘定 △203,408 △189,379

その他の包括利益累計額合計 △280,005 △266,977

少数株主持分 67,677 74,162

純資産合計 2,281,876 2,337,554

負債純資産合計 15,561,645 17,105,276
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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22年５月１日
至 平成22年７月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年５月１日
 至 平成23年７月31日)

売上高 2,689,876 4,593,511

売上原価 2,352,217 3,891,907

売上総利益 337,659 701,604

販売費及び一般管理費

運搬費 30,907 50,966

貸倒引当金繰入額 27,991 △3,920

役員報酬 30,030 27,788

従業員給料及び手当 213,891 205,502

賞与引当金繰入額 7,741 8,293

退職給付費用 19,335 13,876

役員退職慰労引当金繰入額 5,360 4,286

旅費及び交通費 42,014 48,302

減価償却費 16,099 14,498

その他 176,466 162,967

販売費及び一般管理費合計 569,839 532,561

営業利益又は営業損失（△） △232,179 169,042

営業外収益

受取利息 9,166 10,339

固定資産賃貸料 2,342 1,571

為替差益 16,407 －

その他 24,259 20,810

営業外収益合計 52,176 32,721

営業外費用

支払利息 52,332 50,105

手形売却損 16,646 16,362

為替差損 － 8,495

その他 5,668 4,253

営業外費用合計 74,647 79,216

経常利益又は経常損失（△） △254,651 122,547

特別利益

固定資産売却益 － 13,908

特別利益合計 － 13,908

特別損失

固定資産売却損 92 －

災害による損失 － 5,962

固定資産除却損 1 2,919

投資有価証券評価損 － 1,751

出資金評価損 250 －

特別損失合計 344 10,633

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△254,995 125,822
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(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年５月１日
至 平成22年７月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年５月１日
至 平成23年７月31日)

法人税、住民税及び事業税 8,145 55,827

法人税等調整額 △67,968 25,947

法人税等合計 △59,823 81,774

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△195,172 44,047

少数株主利益又は少数株主損失（△） △10,965 6,483

四半期純利益又は四半期純損失（△） △184,206 37,563
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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22年５月１日
至 平成22年７月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年５月１日
 至 平成23年７月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△195,172 44,047

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △34,127 △1,000

為替換算調整勘定 21,577 14,029

持分法適用会社に対する持分相当額 △638 53

その他の包括利益合計 △13,188 13,082

四半期包括利益 △208,360 57,129

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △197,396 50,644

少数株主に係る四半期包括利益 △10,964 6,484
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当第１四半期連結累計期間（自 平成23年５月１日 至 平成23年７月31日） 

該当事項はありません。 

  

  

前第１四半期連結累計期間(自  平成22年５月１日  至  平成22年７月31日) 

 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(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。 

  

当第１四半期連結累計期間(自  平成23年５月１日  至  平成23年７月31日) 

 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(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  セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成23年５月１日 至 平成23年７月31日) 

該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

 （セグメント情報）

(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 2,193,801 480,596 2,674,398 15,478 2,689,876

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

－ － － － －

計 2,193,801 480,596 2,674,398 15,478 2,689,876

セグメント損失（△） △201,971 △22,658 △224,630 △7,549 △232,179

(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 3,815,508 639,167 4,454,676 138,835 4,593,511

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

－ － － － －

計 3,815,508 639,167 4,454,676 138,835 4,593,511

セグメント利益 134,870 22,514 157,384 11,658 169,042

（５）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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