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1.  平成25年4月期第1四半期の連結業績（平成24年5月1日～平成24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 ％

25年4月期第1四半期 4,690 2.1 232 37.4 205 67.6 136 263.6
24年4月期第1四半期 4,593 70.8 169 ― 122 ― 37 ―

（注）包括利益 25年4月期第1四半期 125百万円 （120.2％） 24年4月期第1四半期 57百万円 （―％）

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

25年4月期第1四半期 5.25 ―

24年4月期第1四半期 1.44 ―

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

25年4月期第1四半期 18,352 2,691 14.2 100.48
24年4月期 16,446 2,592 15.3 96.98

（参考） 自己資本   25年4月期第1四半期  2,612百万円 24年4月期  2,521百万円

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

24年4月期 ― 0.00 ― 1.00 1.00

25年4月期 ―

25年4月期（予想） 0.00 ― 2.00 2.00

3. 平成25年4月期の連結業績予想（平成24年5月1日～平成25年4月30日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期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) 8,500 △7.0 420 △5.6 320 △4.7 100 19.5 3.85
通期 17,000 △2.4 900 △6.0 750 △4.1 300 △8.0 11.54



(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あり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対
する四半期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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年4月期1Q 26,050,000 株 24年4月期 26,050,000 株

② 期末自己株式数 25年4月期1Q 50,609 株 24年4月期 50,114 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年4月期1Q 25,999,585 株 24年4月期1Q 26,000,012 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、東日本大震災の復興需要等に支えられ緩やかな回

復の兆しが見えるものの、欧州の債務危機問題等を背景とした円高や株安が進むなど先行き不透明な状

況となっております。 

当社グループ主力ユーザーの水産業界におきましても、引き続き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、被災地のインフラの復旧も少しずつしか進展しない中、全般的に漁獲

量も低調であり、業界を取り巻く環境は、厳しい状況となっております。 

このような状況のもと、当社グループは、前期から東日本地区の復興需要による漁網の受注状況が好

調であり、主力工場の勤務体制の３交替を継続し、24時間稼働させることで生産量の確保に努めまし

た。また、当社グループの今後のグローバルな展開を図るうえで、このたびタイ国へ進出することと

し、無結節網等の製造及び販売拠点として育成するため、現地法人（社名 タイ・ニットーセイモウ・

グローバル Co.,Ltd.） を平成24年７月に設立しました。 

売上高は、定置網及び漁船等の売上高が増加し、前年同期と同様に高水準を維持しております。利益

面は、定置網の売上高の増加が大きく影響し、営業利益が増加しました。営業外損益では、前年同期は

為替差損の計上でしたが、当四半期は為替差益の計上となりました。特別損益は、当四半期では僅少で

したが、法人税等調整額は前年同期と比べ減少しました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は4,690百万円（前年同期比2.1％増）、営業利益は

232百万円（前年同期比37.4％増）、経常利益は205百万円（前年同期比67.6％増）、四半期純利益は

136百万円（前年同期比263.6％増）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4,010百万円（前年同期比5.1％増）となりました。主な要因は、養殖用網の売上高は減少し

ましたが、復興需要により定置網、漁船等の売上高が増加しました。利益面では、定置網の売上高の増

加が大きく影響し、セグメント利益は217百万円（前年同期比61.6％増）となりました。 

〔陸上関連事業〕 

 売上高は672百万円（前年同期比5.2％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、前期より引き続き好調なこと、落石防止ネットの売上高が増加したこと等によるもので

す。利益面では、人件費等が増加し、セグメント利益は17百万円（前年同期比21.9％減）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1,905百万円増加し、

18,352百万円となりました。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1,729百万円増加し、14,091百万円となりました。これは、前

期末より売上高が高水準で推移していることに伴う売上債権の増加及び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178百万円増加し、4,248百万円となりました。これは、タイ国

に子会社を設立したことに伴い、投資その他の資産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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（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末と比べ1,613百万円増加し、11,254百万円となりました。これは短期

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192百万円増加し、4,405百万円となりました。これは長期借入

金の増加等によるものです。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末と比べ99百万円増加し、2,691百万円となりました。これは、四半

期純利益の計上等によるものです。 

  

現時点では、平成24年６月13日に公表いたしました平成25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。  

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、当社及び日本

ターニング株式会社は平成24年５月１日以後、その他の国内連結子会社は平成24年４月１日以後に取得

した有形固定資産については、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、これによる当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益へ

の影響は軽微であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(注記事項)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
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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24年４月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 945,571 1,161,629

受取手形及び売掛金 7,320,829 8,416,954

商品及び製品 2,501,702 2,822,214

仕掛品 614,712 666,841

原材料及び貯蔵品 944,699 997,487

繰延税金資産 79,243 54,107

その他 517,846 527,296

貸倒引当金 △562,783 △555,210

流動資産合計 12,361,820 14,091,321

固定資産   

有形固定資産 2,566,642 2,519,802

無形固定資産 148,283 137,851

投資その他の資産   

長期営業債権 1,153,398 1,160,845

その他 699,714 945,525

貸倒引当金 △497,461 △515,282

投資その他の資産合計 1,355,651 1,591,088

固定資産合計 4,070,577 4,248,742

繰延資産 13,779 11,982

資産合計 16,446,177 18,352,046
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年４月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年７月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,873,645 4,009,496

短期借入金 4,505,185 6,205,196

賞与引当金 197,392 159,197

その他 1,064,827 881,012

流動負債合計 9,641,050 11,254,903

固定負債   

社債 1,000,000 1,000,000

長期借入金 2,306,237 2,523,899

長期未払金 158,302 140,678

退職給付引当金 510,656 524,915

役員退職慰労引当金 58,821 66,822

繰延税金負債 157,795 129,646

その他 21,167 19,272

固定負債合計 4,212,980 4,405,234

負債合計 13,854,030 15,660,138

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 938,585 1,049,161

自己株式 △7,685 △7,747

株主資本合計 2,820,017 2,930,531

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △66,612 △101,658

為替換算調整勘定 △231,952 △216,544

その他の包括利益累計額合計 △298,564 △318,203

少数株主持分 70,694 79,580

純資産合計 2,592,146 2,691,908

負債純資産合計 16,446,177 18,352,046
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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23年５月１日 
 至 平成23年７月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成24年７月31日) 

売上高 4,593,511 4,690,827

売上原価 3,891,907 3,860,682

売上総利益 701,604 830,144

販売費及び一般管理費 532,561 597,867

営業利益 169,042 232,277

営業外収益   

受取利息 10,339 10,368

固定資産賃貸料 1,571 1,407

為替差益 － 28,899

その他 20,810 14,602

営業外収益合計 32,721 55,277

営業外費用   

支払利息 50,105 54,457

手形売却損 16,362 15,679

為替差損 8,495 －

持分法による投資損失 － 3,822

その他 4,253 8,203

営業外費用合計 79,216 82,163

経常利益 122,547 205,391

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 － 349

災害による損失 5,962 －

固定資産除却損 2,919 19

投資有価証券評価損 1,751 －

特別損失合計 10,633 368

税金等調整前四半期純利益 125,822 205,022

法人税、住民税及び事業税 55,827 62,050

法人税等調整額 25,947 △2,489

法人税等合計 81,774 59,560

少数株主損益調整前四半期純利益 44,047 145,462

少数株主利益 6,483 8,885

四半期純利益 37,563 136,576
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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23年５月１日 
 至 平成23年７月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成24年７月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 44,047 145,462

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,000 △35,045

為替換算調整勘定 14,029 15,407

持分法適用会社に対する持分相当額 53 －

その他の包括利益合計 13,082 △19,638

四半期包括利益 57,129 125,823

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 50,644 116,937

少数株主に係る四半期包括利益 6,484 8,886
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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24年５月１日  至  平成24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  セグメント利益又は損失(△)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。 

  

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 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

(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 4,010,926 672,364 4,683,290 7,536 4,690,827

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

－ － － － －

計 4,010,926 672,364 4,683,290 7,536 4,690,827

セグメント利益又は損失(△) 217,887 17,578 235,465 △3,188 232,277

（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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