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1.  平成25年4月期第3四半期の連結業績（平成24年5月1日～平成25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 ％

25年4月期第3四半期 13,059 3.6 559 9.3 544 57.6 254 360.4
24年4月期第3四半期 12,606 43.6 512 ― 345 ― 55 ―

（注）包括利益 25年4月期第3四半期 302百万円 （―％） 24年4月期第3四半期 26百万円 （―％）

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3四半期 9.79 ―
24年4月期第3四半期 2.13 ―

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3四半期 17,207 2,868 16.2 107.52
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3四半期  2,795百万円 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 ― 0.00 ―
25年4月期（予想） 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、対前期増減率）

（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

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3Q 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3Q 50,654 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3Q 25,999,438 株 24年4月期3Q 25,999,995 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、東日本大震災の復興需要等に支えられ緩やかな景

気回復傾向にあることや新政権の経済対策への期待による円安基調への転換、株価の回復があったもの

の、一部の欧州経済の減速を背景として、先行き不透明な状況として推移しております。 

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。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・ニットウセイモウ・グローバ

ル Co.,Ltd.） を平成24年７月に設立し、８月から生産を開始しました。また、インドネシアで養殖事

業に参入することとなりました。 

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、利益率の高い定置網の売上高の増加が影響し、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ったことや一時的な受取配当金が発生

したこと等の理由で経常利益も増加しました。特別損益では、投資有価証券売却損及び投資有価証券評

価損等が発生しました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は13,059百万円（前年同期比3.6％増）、営業利益は

559百万円（前年同期比9.3％増）、経常利益は544百万円（前年同期比57.6％増）、四半期純利益は254

百万円（前年同期比360.4％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10,853百万円（前年同期比3.4％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

増加が影響し、セグメント利益は468百万円（前年同期比2.4％増）となりました。 

[陸上関連事業] 

売上高は2,183百万円（前年同期比13.1％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、落石防止ネット及び施工工事の売上高が増加したこと

等によるものです。利益面では、施工工事の売上高の増加が影響し、セグメント利益は94百万円（前年

同期比86.2％増）となりました。 

  

当第３四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761百万円増加し、17,207

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248百万円増加し、12,610百万円となりました。これは、売上

債権は減少しましたが、たな卸資産の増加等によるものです。 

固定資産は、前連結会計年度末と比べ514百万円増加し、4,585百万円となりました。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137百万円減少し、9,503百万円となりました。これは、短期借

入金は増加しましたが、仕入債務の減少等によるものです。 

固定負債は、前連結会計年度末と比べ621百万円増加し、4,834百万円となりました。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276百万円増加し、2,868百万円となりました。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、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３四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３四半期連結会計期間 
(平成25年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 945,571 1,113,338

受取手形及び売掛金 7,320,829 6,526,308

商品及び製品 2,501,702 2,995,053

仕掛品 614,712 669,469

原材料及び貯蔵品 944,699 840,095

繰延税金資産 79,243 48,449

その他 517,846 943,070

貸倒引当金 △562,783 △525,693

流動資産合計 12,361,820 12,610,093

固定資産   

有形固定資産 2,566,642 2,799,918

無形固定資産 148,283 158,236

投資その他の資産   

長期営業債権 1,153,398 1,160,612

その他 699,714 1,138,340

貸倒引当金 △497,461 △671,574

投資その他の資産合計 1,355,651 1,627,378

固定資産合計 4,070,577 4,585,533

繰延資産 13,779 11,604

資産合計 16,446,177 17,207,230
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年１月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,873,645 3,088,437

短期借入金 4,505,185 5,065,937

未払法人税等 366,947 96,877

賞与引当金 197,392 71,467

その他 697,880 1,181,248

流動負債合計 9,641,050 9,503,968

固定負債   

社債 1,000,000 1,100,000

長期借入金 2,306,237 2,812,308

長期未払金 158,302 155,874

退職給付引当金 510,656 558,804

役員退職慰労引当金 58,821 62,651

繰延税金負債 157,795 129,646

その他 21,167 15,540

固定負債合計 4,212,980 4,834,826

負債合計 13,854,030 14,338,795

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 1,167,020

自己株式 △7,685 △7,752

株主資本合計 2,820,017 3,048,385

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 △39,047

為替換算調整勘定 △231,952 △213,806

その他の包括利益累計額合計 △298,564 △252,853

少数株主持分 70,694 72,903

純資産合計 2,592,146 2,868,435

負債純資産合計 16,446,177 17,207,230
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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23年５月１日 
 至 平成24年１月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成25年１月31日) 

売上高 12,606,661 13,059,617

売上原価 10,402,213 10,634,026

売上総利益 2,204,448 2,425,590

販売費及び一般管理費 1,692,026 1,865,695

営業利益 512,421 559,894

営業外収益   

受取利息 33,588 33,445

受取配当金 5,810 44,630

為替差益 － 90,007

受取保険金 30,713 －

その他 53,081 53,856

営業外収益合計 123,194 221,939

営業外費用   

支払利息 158,139 173,506

手形売却損 44,698 39,454

為替差損 64,766 －

持分法による投資損失 13,604 7,850

その他 9,047 16,765

営業外費用合計 290,257 237,576

経常利益 345,358 544,257

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 25,787 －

固定資産除却損 4,440 3,547

投資有価証券売却損 － 6,861

投資有価証券評価損 18,011 4,109

特別損失合計 48,239 14,867

税金等調整前四半期純利益 311,027 529,389

法人税、住民税及び事業税 232,363 271,364

法人税等調整額 22,104 1,387

法人税等合計 254,467 272,751

少数株主損益調整前四半期純利益 56,560 256,637

少数株主利益 1,290 2,202

四半期純利益 55,269 254,435
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 四半期連結包括利益計算書 
 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23年５月１日 
 至 平成24年１月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成25年１月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 56,560 256,637

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 15,282 27,572

為替換算調整勘定 △32,013 18,145

持分法適用会社に対する持分相当額 △13,604 －

その他の包括利益合計 △30,335 45,717

四半期包括利益 26,224 302,355

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 24,932 300,146

少数株主に係る四半期包括利益 1,291 2,209
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該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間(自  平成23年５月１日  至  平成24年１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３四半期連結累計期間(自  平成24年５月１日  至  平成25年１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 10,496,829 1,931,066 12,427,896 178,765 12,606,661

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

－ － － － －

計 10,496,829 1,931,066 12,427,896 178,765 12,606,661

セグメント利益 457,132 50,979 508,111 4,309 512,421

(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 10,853,049 2,183,904 13,036,954 22,662 13,059,617

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

－ － － － －

計 10,853,049 2,183,904 13,036,954 22,662 13,059,617

セグメント利益又は損失(△) 468,268 94,939 563,207 △3,312 559,894

（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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