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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、英国のEU離脱問題や中国を始めとする新興国の経済成長の停

滞により、将来に対する慎重な見方から、円高・株安が進みましたが、国内企業は、政府の経済対策や日銀の金融

緩和もあり、設備投資や雇用環境に改善が見られ、緩やかな回復基調で推移しました。

当社グループ主力ユーザーの水産業界におきましては、台風や爆弾低気圧発生等の異常気象による海況異変や円

高による水産物の輸出量の減少が懸念されることなど厳しい状況にありますが、前期に引き続き漁船漁業の水揚げ

及び経営環境は概ね安定しております。

このような状況のもと、当社グループの売上高は、北海道地区の定置網部門や陸上用ネットの施工工事の受注は

順調でしたが、養殖網部門の受注が減少したため、前年同期と比べて減少しました。営業利益は、付加価値の高い

定置網の売上高が増加したことや生産効率の向上に継続的に取り組んでいること及び経費削減の努力により前年同

期と比べて増加しました。しかしながら、営業外損益では、前年同期は為替差益が発生しましたが、当第１四半期

では円高により為替差損が発生しました。

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は3,879百万円（前年同期比3.7％減）、営業利益は248百万円（前

年同期比38.7％増）、経常利益は151百万円（前年同期比1.7％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は83百万

円（前年同期比30.4％増）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。

[漁業関連事業]

売上高は3,271百万円（前年同期比4.6％減）となりました。主な要因は、前期に引き続き北海道地区の定置網部

門や海苔網部門の受注は好調でしたが、養殖網部門の受注が前年同期と比べて減少したことによるものです。利益

面は、付加価値の高い定置網の売上高が増加したことにより、セグメント利益は244百万円（前年同期比30.0％増）

となりました。

[陸上関連事業]

売上高は604百万円（前年同期比1.8％増）となりました。主な要因は、産業用資材の受注は低調でしたが、陸上

用ネットの施工工事の受注が順調に推移したことによるものです。利益面は、売上高が増加したことにより、セグ

メント利益は４百万円（前年同期は９百万円の損失）となりました。

[その他]

前期に引き続き機械の部品加工等の受注が低調に推移したこと等により、売上高２百万円（前年同期比45.1％

減）となりました。利益面は、売上高が減少したことにより、セグメント損失は０百万円（前年同期は０百万円の

利益）となりました。

（２）財政状態に関する説明

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237百万円増加し、19,514百万円となり

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309百万円増加し、14,036百万円となりました。これは、売上債権は減少し

ましたが、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72百万円減少し、5,476百万円となりました。これは、減価償却により有形

固定資産が減少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76百万円減少し、8,925百万円となりました。これは、仕入債務及び短期借

入金が減少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389百万円増加し、6,267百万円となりました。これは、長期借入金が増加

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76百万円減少し、4,320百万円となりました。これは、為替換算調整勘定

が減少したこと等によるものです。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

現時点では、平成28年６月10日に公表いたしました平成29年４月期連結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。

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

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務

対応報告第32号 平成28年６月17日）を当第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得し

た建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

（４）追加情報

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「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。
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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28年４月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 757,562 1,041,705

受取手形及び売掛金 7,409,278 6,836,389

商品及び製品 3,632,851 4,000,404

仕掛品 779,078 807,013

原材料及び貯蔵品 1,028,654 1,162,925

繰延税金資産 93,730 56,493

その他 325,156 415,970

貸倒引当金 △299,792 △284,707

流動資産合計 13,726,519 14,036,194

固定資産

有形固定資産

土地 2,198,477 2,173,123

その他（純額） 1,982,941 1,898,981

有形固定資産合計 4,181,418 4,072,104

無形固定資産 64,577 57,510

投資その他の資産

長期営業債権 705,323 744,514

その他 1,360,353 1,372,995

貸倒引当金 △763,297 △771,032

投資その他の資産合計 1,302,380 1,346,477

固定資産合計 5,548,376 5,476,092

繰延資産 2,144 1,829

資産合計 19,277,041 19,514,117
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年４月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年７月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,801,533 3,685,614

短期借入金 3,881,219 3,872,192

賞与引当金 217,848 178,823

その他 1,101,101 1,188,772

流動負債合計 9,001,702 8,925,402

固定負債

社債 200,000 200,000

長期借入金 4,710,610 5,100,420

長期未払金 98,921 93,786

役員退職慰労引当金 142,554 149,662

退職給付に係る負債 560,722 557,287

繰延税金負債 158,581 160,624

その他 7,159 6,170

固定負債合計 5,878,550 6,267,951

負債合計 14,880,253 15,193,354

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 2,531,035 2,523,739

自己株式 △16,664 △16,752

株主資本合計 4,403,489 4,396,105

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △8,373 △19,680

為替換算調整勘定 △125,122 △175,620

その他の包括利益累計額合計 △133,496 △195,300

非支配株主持分 126,794 119,958

純資産合計 4,396,787 4,320,763

負債純資産合計 19,277,041 19,514,117
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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27年５月１日
　至 平成27年７月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年５月１日
　至 平成28年７月31日)

売上高 4,027,665 3,879,039

売上原価 3,171,642 2,932,288

売上総利益 856,023 946,751

販売費及び一般管理費 677,211 698,729

営業利益 178,812 248,022

営業外収益

受取利息 7,372 7,426

持分法による投資利益 - 13,324

為替差益 2,806 -

その他 29,437 27,874

営業外収益合計 39,616 48,625

営業外費用

支払利息 34,815 28,911

手形売却損 8,293 7,205

持分法による投資損失 15,674 -

為替差損 - 101,878

その他 10,660 7,070

営業外費用合計 69,444 145,065

経常利益 148,984 151,582

特別利益

固定資産売却益 - 608

特別利益合計 - 608

特別損失

固定資産売却損 7,100 -

固定資産除却損 51 414

特別損失合計 7,151 414

税金等調整前四半期純利益 141,832 151,775

法人税、住民税及び事業税 47,472 37,223

法人税等調整額 25,709 37,881

法人税等合計 73,181 75,105

四半期純利益 68,651 76,670

非支配株主に帰属する四半期純利益又は
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）

4,622 △6,832

親会社株主に帰属する四半期純利益 64,028 83,503
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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27年５月１日
　至 平成27年７月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年５月１日
　至 平成28年７月31日)

四半期純利益 68,651 76,670

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 23,338 △11,309

為替換算調整勘定 41,386 △41,022

持分法適用会社に対する持分相当額 - △9,475

その他の包括利益合計 64,725 △61,807

四半期包括利益 133,376 14,863

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 128,757 21,699

非支配株主に係る四半期包括利益 4,619 △6,835
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成27年５月１日 至 平成27年７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

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 3,428,838 593,713 4,022,552 5,113 4,027,665

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 3,428,838 593,713 4,022,552 5,113 4,027,665

セグメント利益又は損失(△) 187,885 △9,388 178,497 315 178,812

(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、産業用機械の製造・メンテナンス

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。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成28年５月１日 至 平成28年７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

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 3,271,910 604,319 3,876,230 2,809 3,879,039

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 3,271,910 604,319 3,876,230 2,809 3,879,039

セグメント利益又は損失(△) 244,170 4,237 248,408 △385 248,022

(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、産業用機械の製造・メンテナンス

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。
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