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1.  平成21年4月期第1四半期の連結業績（平成20年5月1日～平成20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 ％

21年4月期第1四半期 3,259 ― 53 ― 3 ― △35 ―

20年4月期第1四半期 3,342 8.6 33 ― △27 ― △20 ―

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

21年4月期第1四半期 △1.36 ―

20年4月期第1四半期 △0.81 ―

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

21年4月期第1四半期 16,397 2,710 16.2 101.95
20年4月期 15,126 2,814 18.2 106.02

（参考） 自己資本   21年4月期第1四半期  2,651百万円 20年4月期  2,758百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年4月期 ― ― ― 1.00 1.00
21年4月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年4月期（予想） ――― ― ― 1.00 1.00

3.  平成21年4月期の連結業績予想（平成20年5月1日～平成21年4月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期連結累計期間 6,000 ― 200 ― 120 ― 70 ― 2.69
通期 14,800 △0.5 500 △21.4 300 10.3 200 13.5 7.69

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

[(注) 詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。]  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

[(注) 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 １．業績予想につきましては、現時点での予測数値であり、将来の様々な要因により変動する場合があります。 
 ２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指 
   針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年4月期第1四半期  26,050,000株 20年4月期  26,050,000株

② 期末自己株式数 21年4月期第1四半期  38,978株 20年4月期  35,829株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年4月期第1四半期  26,012,846株 20年4月期第1四半期  26,019,237株
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【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油・穀物・鋼材等の高騰や海外経済の先行き不透明

感の高まりにより、景気の減速が鮮明となってきました。

　当グループ主力の水産業界におきましても、燃油代の高騰により漁船の全国一斉休業が行われるなど、漁

業関連従事者は、全般的に非常に厳しい経営環境に置かれております。

　このような状況のもと、当グループは、前連結会計年度から進めております生産の集中化を実施し、当社

の高岡工場の生産設備を福山工場等に移管する計画は平成20年７月までにほぼ完了いたしました。これによ

り、特別退職金が発生しましたが、今後一層の生産の合理化が推進できる基盤が構築できました。また、原

材料の高騰による費用の増加をその他の経費の削減で抑えるとともに、製品価格の適正化を推進いたしまし

た。

　この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は3,259百万円（前年同期比2.5％減）、営業利益は53百万円

（前年同期比58.1％増）、経常利益は３百万円（前年同期は27百万円の損失）、四半期純損失は35百万円（前年

同期は20百万円の損失）となりました。

事業の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2,697百万円（前年同期比4.0％減）となりました。当第１四半期連結会計期間は前年同期好調で

あった定置網の売上高が減少し、他の養殖網等でカバーいたしましたが、売上高はやや減少いたしました。

利益面は、原材料価格の高騰によるコストの増加を製品値上げとその他の経費削減で吸収いたしましたが、

定置網の売上高減少が影響し、営業利益は44百万円（同11.3％減）となりました。

（陸上関連事業）

　売上高は525百万円（同10.0％増）となりました。主な要因は陸上ネットの施設工事の売上高が堅調に推移

したことによるものです。売上高の増加に伴い利益面も改善し、営業利益は３百万円（前年同期は５百万円

の損失）となりました。

（その他の事業）

　売上高は35百万円となり、前年同期に比べ33.5％の大幅な減少となりましたが、受注選別を強化し、採算

が確保できるもののみとした結果、営業利益は６百万円（前年同期は10百万円の損失）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債及び純資産の状況

当第１四半期連結会計期間末の総資産は現預金、たな卸資産等の増加により、前連結会計年度末と比べ

1,271百万円増加し、16,397百万円となりました。

　負債は、資産の増加分を短期借入金で賄ったことなどにより前連結会計年度末と比べ1,375百万円増加

し、13,687百万円なりました。

　純資産は、利益剰余金、その他有価証券評価差額金が減少したことなどにより、104百万円減少し、

2,710百万円となりました。
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（２）キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結累計期間の営業活動による資金の減少は461百万円となりました。これは、たな卸資産

（主に仕掛品）の増加や退職給付引当金の減少等によるものです。

　投資活動による資金の減少は348百万円となりました。これは定期預金の預入及び有形固定資産の取得に

よる支出等によるものであります。

　財務活動による資金の増加は1,256百万円となりました。これは主に短期借入金によるものであります。

　これらにより当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度と比べ451百

万円増加し、755百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

現時点における第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成20年６月13日に公表い

たしました業績予想に変更はありません。

4. その他

(1) 期中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)

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない

と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

② たな卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度

末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。

　また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価

額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

③ 固定資産の減価償却の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。

④ 経過勘定科目の算定方法

固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少なものについては、合理的な算定方法による概

算額で計上する方法によっております。

⑤ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する

方法によっております。

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度以降に経営環境及び一時差異等の状

況に著しい差異がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測を利用す

る方法によっております。
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⑥ 連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去

当該債権の額と債務の額に差異がある場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行わないで債

権と債務を相殺消去しております。

　取引金額に差異がある場合で、当該差異に重要性が乏しい場合には、親会社にあわせる方法により

相殺消去しております。

⑦ 未実現損益の消去

四半期連結会計期間末在庫高に占める当該たな卸資産の金額及び当該取引にかかる損益率を合理的

に見積もって計算しております。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
① 「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務

諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半

期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９

号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低

下による簿価切下げの方法）に変更しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

③ 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会

平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。

　これに伴い経常利益は５百万円増加し、税金等調整前四半期純損失は５百万円減少しております。

（追加情報）

当社及び国内連結子会社は平成20年度の法人税法の改正を契機として、当第１四半期連結会計期間

より、機械装置の耐用年数を見直し、改正後法定耐用年数に変更しております。

　これによる損益に与える影響は、営業利益が11百万円、経常利益が11百万円減少し、税金等調整前

四半期純損失が12百万円増加しております。
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年7月31日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年4月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,550,630 849,921

受取手形及び売掛金 6,550,270 6,480,449

商品及び製品 2,590,299 2,416,850

仕掛品 838,069 593,012

原材料及び貯蔵品 493,888 422,908

その他 391,857 338,411

貸倒引当金 △552,475 △561,390

流動資産合計 11,862,542 10,540,163

固定資産

有形固定資産 3,001,949 2,984,344

無形固定資産 7,975 8,532

投資その他の資産

破産更生債権等 1,573,309 1,586,179

その他 724,975 776,226

貸倒引当金 △792,238 △789,758

投資その他の資産合計 1,506,047 1,572,647

固定資産合計 4,515,972 4,565,524

繰延資産 19,171 20,969

資産合計 16,397,687 15,126,657

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,840,135 2,672,638

短期借入金 6,572,012 5,154,060

賞与引当金 87,273 93,998

その他 601,139 583,139

流動負債合計 10,100,559 8,503,837

固定負債

社債 1,200,000 1,200,000

長期借入金 1,851,925 1,984,173

退職給付引当金 276,880 334,675

役員退職慰労引当金 23,620 17,715

繰延税金負債 170,500 193,122

その他 64,007 78,417

固定負債合計 3,586,933 3,808,104

負債合計 13,687,493 12,311,941
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年7月31日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年4月30日)

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 774,166 835,461

自己株式 △6,534 △6,067

株主資本合計 2,656,749 2,718,511

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 18,277 51,740

為替換算調整勘定 △23,293 △12,173

評価・換算差額等合計 △5,015 39,566

少数株主持分 58,459 56,637

純資産合計 2,710,194 2,814,715

負債純資産合計 16,397,687 15,126,657
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年5月1日

　至 平成20年7月31日)

売上高 3,259,091

売上原価 2,661,077

売上総利益 598,014

販売費及び一般管理費

運搬費 44,485

役員報酬 31,018

従業員給料及び手当 190,925

賞与引当金繰入額 7,599

退職給付費用 13,870

役員退職慰労引当金繰入額 5,905

旅費及び交通費 41,869

減価償却費 6,812

その他 202,137

販売費及び一般管理費合計 544,623

営業利益 53,390

営業外収益

受取利息 13,922

固定資産賃貸料 5,764

為替差益 5,474

その他 13,347

営業外収益合計 38,509

営業外費用

支払利息 57,975

手形売却損 20,696

その他 9,716

営業外費用合計 88,388

経常利益 3,511

特別利益

投資有価証券売却益 7,543

貸倒引当金戻入額 5,118

特別利益合計 12,662

特別損失

固定資産除却損 2,575

特別退職金 44,888

特別損失合計 47,463

税金等調整前四半期純損失（△） △31,289

法人税、住民税及び事業税 9,134

法人税等調整額 △6,960

法人税等合計 2,174

少数株主利益 1,816

四半期純損失（△） △35,280
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年5月1日

　至 平成20年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △31,289

減価償却費 100,556

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,118

退職給付引当金の増減額（△は減少） △57,015

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,905

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,725

受取利息及び受取配当金 △17,369

支払利息 57,975

為替差損益（△は益） △5,474

固定資産除却損 2,575

売上債権の増減額（△は増加） △64,524

たな卸資産の増減額（△は増加） △495,843

仕入債務の増減額（△は減少） 175,962

未払消費税等の増減額（△は減少） △27,974

その他 19,606

小計 △348,756

利息及び配当金の受取額 14,473

利息の支払額 △52,007

法人税等の支払額 △75,038

営業活動によるキャッシュ・フロー △461,328

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △129,621

投資有価証券の売却による収入 14,089

貸付けによる支出 △5,779

貸付金の回収による収入 35,104

定期預金の預入による支出 △250,000

その他 △12,231

投資活動によるキャッシュ・フロー △348,438

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 1,752,238

短期借入金の返済による支出 △331,096

長期借入れによる収入 50,000

長期借入金の返済による支出 △185,438

自己株式の取得による支出 △467

その他 △28,365

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,256,871

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,609

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 451,714

現金及び現金同等物の期首残高 303,862

現金及び現金同等物の四半期末残高 755,576
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(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項ありません。

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年５月１日 至 平成20年７月31日)

漁業関連事業
(千円)

陸上関連事業
(千円)

その他の事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高

(1)外部顧客に対する
　 売上高

2,697,903 525,997 35,190 3,259,091 ― 3,259,091

(2)セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 2,697,903 525,997 35,190 3,259,091 ― 3,259,091

営業利益 44,077 3,309 6,003 53,390 ― 53,390

(注) １ 事業区分は製品及び仕入商品の販売市場により区分しております。

      ２ 各事業区分の主要な製品・仕入商品及び事業内容

漁業関連事業

製品 無結節・有結節漁網・綟網・繊維ロープ

仕入商品
漁船・漁網付属品・漁労関係省力機械器具・飼料・餌料・
小魚加工機・製氷機・養殖用稚魚・水産物

その他 定置網漁業等の漁場指導を含めた経営指導

陸上関連事業

製品
無結節・有結節網・防虫ネット・産業用ハウスバンド・
ロープ

仕入商品 農業用資材・培土・防虫網用アルミ型枠

その他 上記陸上用網に係る設計・施工・販売

その他の事業

製品 産業用機械・搬送設備

その他 上記に係る設計、補修、販売
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【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年５月１日 至 平成20年７月31日)

日本の売上高が、全セグメントの売上高の合計額の90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年５月１日 至 平成20年７月31日)

南米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 262,847 94,456 14,944 372,247

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 3,259,091

Ⅲ 連結売上高に占める
　 海外売上高の割合(％)

8.0 2.9 0.5 11.4

(注)  １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　 ２ 各地域に属する主な国又は地域 

（１）南米・・・・・・・チリ、ペルー他 

（２）アジア・・・・・・台湾、韓国他 

（３）その他の地域・・・ニュージーランド他

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項ありません。

(重要な後発事象)

　当第１四半期連結会計期間(自 平成20年５月１日 至 平成20年７月31日)

　平成20年７月29日開催の取締役会の決議に基づき、平成20年７月30日付で譲渡契約を締結をしており

ました遊休固定資産は平成20年９月３日においてその物件の引渡しが完了したため、第２四半期におい

て約90百万円の特別利益が計上される見込であります。

　その概要は以下のとおりです。

１．譲渡の理由

　 遊休固定資産の売却による資金で、財務体質の改善を図ることを目的としております。

２．固定資産の譲渡内容

（単位：千円）

資産の内容 所在地（面積） 帳簿価額 譲渡価額 現況

土地
広島県福山市引野町北４丁目

779 95,000

遊休地
6037－１（1,933.04㎡）

建物
広島県福山市引野町北４丁目

758 ―
6037－１（1,421.51㎡）

合計 ― 1,537 95,000 ―
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３．譲渡先の概要

① 商号 はるかホーム株式会社

② 本店所在地 福山市東深津町３丁目３番31号

③ 代表者 土井 浩永

④ 設立年月 昭和41年7月13日

⑤ 資本金 11,800千円

⑥ 事業の内容 不動産の売買、建築請負、建売住宅の販売

⑦ 当社との関係 無
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「参考資料」

（要約）前四半期連結損益計算書

　 （単位：千円）

科 目
前年同四半期

(平成20年４月期
第１四半期)

Ⅰ 売上高 3,342,114

Ⅱ 売上原価 2,764,809

　 売上総利益 577,305

Ⅲ 販売費及び一般管理費 543,533

　 営業利益 33,772

Ⅳ 営業外収益 39,285

Ⅴ 営業外費用 100,313

　 経常損失（△） △27,256

Ⅵ 特別利益 10,464

Ⅶ 特別損失 4,521

　 税金等調整前四半期純損失（△） △21,313

　 法人税・住民税及び事業税 9,516

　 少数株主利益 △9,844

　 四半期純損失（△） △20,984
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