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1. 平成26年4月期第3四半期の連結業績（平成25年5月1日～平成26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 ％

26年4月期第3四半期 11,736 △10.1 395 △29.4 273 △49.7 73 △71.1
25年4月期第3四半期 13,059 3.6 559 9.3 544 57.6 254 360.4

（注）包括利益 26年4月期第3四半期 88百万円 （△70.6％） 25年4月期第3四半期 302百万円 （―％）

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

26年4月期第3四半期 2.83 ―
25年4月期第3四半期 9.79 ―

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

26年4月期第3四半期 17,087 3,102 17.7 116.09
25年4月期 17,223 3,065 17.4 114.98
（参考）自己資本 26年4月期第3四半期 3,018百万円 25年4月期 2,989百万円

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

25年4月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
26年4月期 ― 0.00 ―
26年4月期（予想） 2.00 2.00

3. 平成26年 4月期の連結業績予想（平成25年 5月 1日～平成26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 15,500 △13.3 550 △8.0 450 △32.6 250 △17.8 9.62



(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、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）連結業績予想などの将来予測情報に関
する説明」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 ： 無
②①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） 26年4月期3Q 26,050,000 株 25年4月期 26,050,000 株
② 期末自己株式数 26年4月期3Q 51,846 株 25年4月期 51,263 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年4月期3Q 25,998,541 株 25年4月期3Q 25,999,438 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、政府の経済政策、日本銀行による金融緩和等を背

景に緩やかな回復傾向にあるものの、新興国の景気の減速懸念、円安による輸入価格の上昇や消費税の

引き上げによる消費低迷の懸念もあり、依然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

る低価格志向を反映し魚価が低迷していることに加えて、国内の鮮魚の漁獲量も全般的に低調であり、

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、当社グループの売上高は、東日本地区の復興需要がほぼ一段落したことによ

り、前年同期と比べて減少しました。利益面は、陸上ネットの粗利益率は改善しましたが、定置網の売

上高の減少により粗利益率が低下し、前年同期と比べて営業利益は減少しました。営業外収益では、一

時的な配当金や為替差益が減少し、営業外費用では、期中の借入残高の圧縮により支払利息が減少しま

したが、持分法による投資損失が増加しました。特別損益は、特に影響の大きいものは発生しませんで

した。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は11,736百万円（前年同期比10.1％減）、営業利益は

395百万円（前年同期比29.4％減）、経常利益は273百万円（前年同期比49.7％減）、四半期純利益は73

百万円（前年同期比71.1％減）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9,230百万円（前年同期比15.0％減）となりました。主な要因は、復興需要が一段落したこ

とにより、定置網、漁船等の売上高が減少したことによるものです。利益面では、定置網の売上高が減

少したことで粗利益率が低下し、セグメント利益は261百万円（前年同期比44.1％減）となりました。 

[陸上関連事業] 

売上高は2,487百万円（前年同期比13.9％増）となりました。主な要因は、防虫ネットや獣害防止ネ

ット等の陸上用ネットの売上高が、前期より引き続き好調なことによるものです。利益面では、売上高

が増加したこと及び粗利益率が改善したことにより、セグメント利益は132百万円（前年同期比40.0％

増）となりました。 

 [その他] 

売上高は19百万円（前年同期比14.0％減）となりました。主な要因は、前期に引き続き産業用機械等

の受注が低調に推移したこと等によるものです。利益面では、経費の削減が進んだことにより、セグメ

ント利益は０百万円（前年同期は３百万円の損失）となりました。 

  

  

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
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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135百万円減少し、17,087

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101百万円減少し、12,197百万円となりました。これは、たな

卸資産は増加しましたが、現金及び預金、売上債権が減少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30百万円減少し、4,884百万円となりました。これは、有形固

定資産は増加しましたが、投資その他の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572百万円減少し、9,939百万円となりました。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399百万円増加し、4,045百万円となりました。これは、社債の

発行及び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36百万円増加し、3,102百万円となりました。これは、利益

剰余金が増加したこと等によるものです。 

  

  

現時点では、平成25年６月14日に公表いたしました平成26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。  

  

  

 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。 

  

  

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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25年４月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成26年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,122,480 989,527

受取手形及び売掛金 6,765,827 6,472,711

商品及び製品 2,785,014 3,014,899

仕掛品 649,542 746,789

原材料及び貯蔵品 842,224 838,295

繰延税金資産 93,739 40,363

その他 614,058 522,967

貸倒引当金 △574,274 △428,525

流動資産合計 12,298,613 12,197,029

固定資産   

有形固定資産 3,250,231 3,382,868

無形固定資産 168,290 129,860

投資その他の資産   

長期営業債権 1,176,486 989,298

その他 1,028,574 1,206,769

貸倒引当金 △708,681 △824,797

投資その他の資産合計 1,496,379 1,371,271

固定資産合計 4,914,902 4,884,000

繰延資産 9,631 6,177

資産合計 17,223,147 17,087,206
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年４月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成26年１月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,296,834 2,917,219

短期借入金 4,748,946 4,977,276

1年内償還予定の社債 1,000,000 1,000,000

賞与引当金 197,020 85,268

未払法人税等 165,387 31,145

その他 1,103,328 928,576

流動負債合計 10,511,517 9,939,485

固定負債   

社債 100,000 200,000

長期借入金 2,570,865 2,811,783

長期未払金 151,564 165,668

退職給付引当金 595,233 642,182

役員退職慰労引当金 68,080 84,366

繰延税金負債 144,813 129,597

その他 15,129 11,478

固定負債合計 3,645,686 4,045,078

負債合計 14,157,204 13,984,564

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 1,216,675 1,238,152

自己株式 △7,835 △7,908

株主資本合計 3,097,958 3,119,361

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 23,723 △4,748

為替換算調整勘定 △132,471 △96,372

その他の包括利益累計額合計 △108,747 △101,120

少数株主持分 76,733 84,401

純資産合計 3,065,943 3,102,642

負債純資産合計 17,223,147 17,087,206
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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24年５月１日 
 至 平成25年１月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年５月１日 
 至 平成26年１月31日) 

売上高 13,059,617 11,736,841

売上原価 10,634,026 9,473,060

売上総利益 2,425,590 2,263,781

販売費及び一般管理費 1,865,695 1,868,554

営業利益 559,894 395,226

営業外収益   

受取利息 33,445 31,157

受取配当金 44,630 6,519

為替差益 90,007 10,081

その他 53,856 73,978

営業外収益合計 221,939 121,737

営業外費用   

支払利息 173,506 145,775

手形売却損 39,454 40,100

持分法による投資損失 7,850 36,782

その他 16,765 20,618

営業外費用合計 237,576 243,276

経常利益 544,257 273,687

特別利益   

固定資産売却益 － 8,334

特別利益合計 － 8,334

特別損失   

固定資産売却損 349 1,231

固定資産除却損 3,547 3,828

投資有価証券売却損 6,861 －

投資有価証券評価損 4,109 －

特別損失合計 14,867 5,060

税金等調整前四半期純利益 529,389 276,961

法人税、住民税及び事業税 271,364 138,610

法人税等調整額 1,387 57,213

法人税等合計 272,751 195,824

少数株主損益調整前四半期純利益 256,637 81,136

少数株主利益 2,202 7,662

四半期純利益 254,435 73,474
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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24年５月１日 
 至 平成25年１月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年５月１日 
 至 平成26年１月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 256,637 81,136

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 27,572 △28,464

為替換算調整勘定 18,145 36,098

その他の包括利益合計 45,717 7,633

四半期包括利益 302,355 88,770

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 300,146 81,101

少数株主に係る四半期包括利益 2,209 7,668
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

Ⅰ  前第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) 

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 

(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。 

  

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成25年５月１日  至  平成26年１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 

(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。 

  

  

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

        (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
 

        (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 9,230,017 2,487,322 11,717,340 19,501 11,736,841

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

－ － － －  －

計 9,230,017 2,487,322 11,717,340 19,501 11,736,841

セグメント利益 261,544 132,880 394,424 801 395,226
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