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1.  平成21年4月期第2四半期の連結業績（平成20年5月1日～平成20年10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2四半期 7,229 ― 239 ― 108 ― 88 ―

20年4月期第2四半期 7,376 5.2 287 84.4 131 204.2 114 ―

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2四半期 3.39 ―

20年4月期第2四半期 4.40 ―

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2四半期 14,974 2,756 18.0 103.74
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2四半期  2,698百万円 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 ― 0.00 ― 1.00 1.00
21年4月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 14,800 △0.5 500 △21.4 200 △26.4 150 △14.9 5.77

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、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。  

(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2四半期  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2四半期  41,896株 20年4月期  35,892株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年4月期第2四半期  26,011,098株 20年4月期第2四半期  26,018,853株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融不安や株価の下落、原材料価格の高騰

による物価上昇等により、企業の投資活動・個人消費の減少傾向がみられ、景気の減速が一段と鮮明にな

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、漁業用資材価格の上昇等のコストの増加を

魚価に転嫁できず、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、当グループの売上高は漁業部門のうち旋網・養殖網の販売が好調で定置網の落

ち込みをカバーしたため、ほぼ前年並みとなりました。利益面では、原材料費の高騰、税法改正に伴う機

械設備の減価償却費の増加等を労務費、その他製造経費の削減でカバーするとともに製品価格の適正化を

推進し利益確保に努めました。また、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10月までに完了し、今後一層の生産の合理化

が推進できる基盤を構築しました。そのなかで、当初の予想を上回る期中の急激な円高の進行による為替

の評価損、株式市況の低迷による投資有価証券評価損や合理化に伴う特別退職金などが損益の低下原因と

なりましたが、遊休不動産の売却等による特別利益の計上により、その影響を押さえ四半期純利益を確保

いたしました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は7,229百万円（前年同期比2.0％減）、営業利益は239

百万円（同16.9％減）、経常利益は108百万円（同17.5％減）、四半期純利益は88百万円（同22.9％減）

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6,136百万円（同1.0％減）となりました。当第２四半期連結累計期間は旋網・養殖網の販売は

好調でしたが、定置網の販売が減少し、売上高はやや減少しました。利益面は、原材料価格の高騰による

製造経費の増加と定置網の販売が低調であったことが影響し、営業利益は217百万円（同23.8％減）とな

りました。 

（陸上関連事業） 

 売上高は956百万円（同11.3％減）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低調に

推移したことによるものです。売上高は減少いたしましたが、経費削減により営業利益は8百万円（前年

同期は０百万円の損失）となりました。 

（その他の事業） 

 売上高は136百万円（前年同期比33.5％増）となりました。前年同期に比べ産業用装置の売上高が回復

したことにより、営業利益は12百万円（同569.6％増）となりました。 
  
なお、前年同期比増減率については参考として記載しております。 

  
  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 流動資産は、前連結会計年度末と比べ67百万円の増加となり、10,607百万円となりました。これは、主

として売上債権は減少しましたが、たな卸資産が増加したことによるものです。 

 固定資産は、前連結会計年度末と比べ216百万円の減少となり、4,349百万円となりました。これは、投

資有価証券の時価評価が低下したこと、破産更生債権等の回収による減少等によるものです。 

 （負債） 

 流動負債は、前連結会計年度末と比べ244百万円の増加となり、8,747百万円となりました。これは、主

として仕入債務の増加及び短期借入金の増加によるものであります。 

 固定負債は、前連結会計年度と比べ338百万円の減少となり、3,469百万円となりました。これは、主と

して長期借入金の返済に伴う減少によるものであります。 

 （純資産） 

 純資産合計は、前連結会計年度に比べ58百万円減少し、2,756百万円となりました。これは、利益剰余

金は増加しましたが、投資有価証券の時価評価が低下したこと及び為替換算調整勘定が減少したことによ

るものです。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間の営業活動による資金の増加は319百万円となりました。これは、たな卸資

産（主に仕掛品）は増加しましたが、売上債権の減少、仕入債務の増加及び減価償却費の計上等によるも

のです。 

 投資活動による資金の減少は37百万円となりました。これは貸付金の回収がありましたが、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。  

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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財務活動による資金の減少は228百万円となりました。これは長短借入金の純減少等によるものであり

ます。 

 これらにより当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末残高と比

べ43百万円増加し、347百万円となりました。 
  
  

近の業績動向を踏まえ、平成20年６月13日発表の平成21年４月期の通期の連結業績予想を修正してお

ります。詳細につきましては、平成20年12月３日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下

さい。 
  

  
  

該当事項はありません。 
  

  

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四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 

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。 

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。 

  
  

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. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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

(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
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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）を第１四半期連結会計期間から適用しております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の経常利益及び税金等調整前四半期純利益は17百万円増

加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響はありません。 
  
  

（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、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。 

 これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は、営業利益が24百万円減少し、経常

利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ26百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
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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２四半期連結会計期間末 
(平成20年10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 895,560 849,921 

受取手形及び売掛金 6,277,175 6,480,449 

商品及び製品 2,488,622 2,416,850 

仕掛品 708,117 593,012 

原材料及び貯蔵品 459,334 422,908 

その他 340,942 338,411 

貸倒引当金 △562,460 △561,390 

流動資産合計 10,607,292 10,540,163 

固定資産 

有形固定資産 2,938,949 2,984,344 

無形固定資産 7,943 8,532 

投資その他の資産 

破産更生債権等 1,525,901 1,586,179 

その他 649,326 776,226 

貸倒引当金 △772,596 △789,758 

投資その他の資産合計 1,402,631 1,572,647 

固定資産合計 4,349,524 4,565,524 

繰延資産 17,374 20,969 

資産合計 14,974,191 15,126,657 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 2,763,573 2,672,638 

短期借入金 5,244,080 5,154,060 

賞与引当金 122,554 93,998 

その他 617,771 583,139 

流動負債合計 8,747,979 8,503,837 

固定負債 

社債 1,200,000 1,200,000 

長期借入金 1,700,453 1,984,173 

退職給付引当金 302,918 334,675 

役員退職慰労引当金 29,526 17,715 

繰延税金負債 157,798 193,122 

その他 79,210 78,417 

固定負債合計 3,469,906 3,808,104 

負債合計 12,217,886 12,311,941 

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 897,729 835,461 

自己株式 △6,861 △6,067 

株主資本合計 2,779,984 2,718,511 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △21,550 51,740 

為替換算調整勘定 △60,255 △12,173 

評価・換算差額等合計 △81,805 39,566 

少数株主持分 58,125 56,637 

純資産合計 2,756,304 2,814,715 

負債純資産合計 14,974,191 15,126,657 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月１日 
至 平成20年10月31日) 

売上高 7,229,497 

売上原価 5,883,765 

売上総利益 1,345,731 

販売費及び一般管理費 

運搬費 89,177 

役員報酬 62,190 

従業員給料及び手当 352,481 

賞与引当金繰入額 40,334 

退職給付費用 40,075 

役員退職慰労引当金繰入額 11,810 

旅費及び交通費 87,458 

減価償却費 12,679 

その他 410,497 

販売費及び一般管理費合計 1,106,704 

営業利益 239,027 

営業外収益 

受取利息 23,528 

固定資産賃貸料 11,713 

その他 27,858 

営業外収益合計 63,100 

営業外費用 

支払利息 118,416 

手形売却損 37,989 

為替差損 17,490 

その他 19,751 

営業外費用合計 193,647 

経常利益 108,480 

特別利益 

固定資産売却益 91,310 

投資有価証券売却益 7,543 

貸倒引当金戻入額 10,397 

特別利益合計 109,251 

特別損失 

固定資産除却損 4,401 

特別退職金 46,358 

投資有価証券評価損 16,873 

特別損失合計 67,633 

税金等調整前四半期純利益 150,097 

法人税、住民税及び事業税 71,227 

法人税等調整額 △10,896 

法人税等合計 60,330 

少数株主利益 1,484 

四半期純利益 88,281 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月１日 
至 平成20年10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利益 150,097 

減価償却費 214,780 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10,397 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △28,386 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,810 

賞与引当金の増減額（△は減少） 28,555 

受取利息及び受取配当金 △26,976 

支払利息 118,416 

手形売却損 37,989 

投資有価証券売却損益（△は益） △7,543 

投資有価証券評価損益（△は益） 16,873 

為替差損益（△は益） 5,961 

固定資産売却損益（△は益） △91,310 

固定資産除却損 4,401 

売上債権の増減額（△は増加） 230,804 

たな卸資産の増減額（△は増加） △250,794 

仕入債務の増減額（△は減少） 127,541 

未払消費税等の増減額（△は減少） △14,212 

その他 7,222 

小計 524,832 

利息及び配当金の受取額 22,467 

利息の支払額 △158,506 

法人税等の支払額 △69,386 

営業活動によるキャッシュ・フロー 319,408 

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 △169,503 

有形固定資産の売却による収入 92,274 

投資有価証券の売却による収入 14,089 

貸付けによる支出 △20,979 

貸付金の回収による収入 77,963 

定期預金の預入による支出 △6,035 

その他 △25,082 

投資活動によるキャッシュ・フロー △37,273 

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 2,733,003 

短期借入金の返済による支出 △2,641,596 

長期借入れによる収入 110,000 

長期借入金の返済による支出 △395,107 

自己株式の取得による支出 △794 

配当金の支払額 △24,819 

その他 △9,313 

財務活動によるキャッシュ・フロー △228,627 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,700 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 43,806 

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 347,669 
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年５月１日 至 平成20年10月31日) 

  

 
  
(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 

 
   ３ 会計処理基準等の変更    

 「追加情報」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正を契機として第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、改正後の法定耐用年数に変更しております。 

 これにより当第２四半期連結累計期間は、漁業関連事業の営業利益が22百万円減少し、陸上関連事業の

営業利益が０百万円減少し、その他の事業の営業利益が０百万円減少しております。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年５月１日 至 平成20年10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。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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

6,136,883 956,155 136,457 7,229,497 ― 7,229,497

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 6,136,883 956,155 136,457 7,229,497 ― 7,229,497

営業利益 217,879 8,444 12,703 239,027 ― 239,027

漁業関連事業

製品 無結節漁網・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

【所在地別セグメント情報】
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当第２四半期連結累計期間(自 平成20年５月１日 至 平成20年10月31日) 

  

 
(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 

  

該当事項はありません。 

  

【海外売上高】

南米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 490,339 282,092 95,017 867,449

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 7,229,497

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

6.8 3.9 1.3 12.0

(6) 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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前年同四半期に係る財務諸表 

 
  

「参考資料」

(1)中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

区分 金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 7,376,007 100.0

Ⅱ 売上原価 5,986,067 81.2

    売上総利益 1,389,940 18.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 発送費及び配達費 103,754

 ２ 貸倒引当金繰入 8,795

 ３ 役員報酬 56,798

 ４ 従業員給料手当 357,209

 ５ 賞与引当金繰入 50,476

 ６ 退職給付費用 27,109

 ７ 役員退職慰労引当金繰入 5,905

 ８ 旅費交通費 93,714

 ９ 減価償却費 17,021

 10 その他 381,509 1,102,293 14.9

    営業利益 287,646 3.9

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 24,601

 ２ 受取配当金 3,405

 ３ 固定資産賃貸料 15,727

 ４ その他 28,633 72,368 1.0

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 116,450

 ２ 手形売却損 37,027

 ３ 保証債務費用 18,328

 ４ 固定資産賃貸原価 8,423

 ５ 為替差損 33,263

 ６ 持分法による投資損失 2,660

 ７ その他 12,340 228,494 3.1

    経常利益 131,520 1.8

Ⅵ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 11,402 11,402 0.2

Ⅶ 特別損失

 １ たな卸資産評価損 3,815

 ２ 固定資産売却損 738

 ３ 固定資産除却損 908 5,462 0.1

税金等調整前中間純利益 137,460 1.9

  法人税、住民税及び事業税 84,022 1.1

  法人税等調整額 △56,041 △0.7

  少数株主損失（△） △5,084 0.1

  中間純利益 114,563 1.6
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(2)中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間

(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

  税金等調整前中間純利益 137,460

  減価償却費 181,188

  貸倒引当金の増加額 7,693

  退職給付引当金の減少額 △1,268

  役員退職慰労引当金の増加額 5,905

  受取利息及び受取配当金 △28,007

  インフレ会計修正損 9,278

  支払利息 116,450

  手形売却損 37,027

  為替差損 3,481

  持分法による投資損失 2,660

  固定資産売却損 738

  固定資産除却損 908

  投資有価証券売却益 △11,402

  売上債権の減少額 515,213

  たな卸資産の増加額 △66,086

  仕入債務の減少額 △753,720

  その他 △114,223

   小計 43,298

  利息及び配当金の受取額 22,919

  利息及び手形売却による支払額 △177,588

  法人税等の支払額 △98,573

   営業活動によるキャッシュ・フロー △209,943

Ⅱ 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 △108,498

  有形固定資産の売却による収入 190

  投資有価証券の取得による支出 △3,000

  投資有価証券の売却による収入 16,939

  貸付による支出 △178,738

  貸付金の回収による収入 69,391

  定期預金の預入による支出 △131,857

  その他 △4,670

   投資活動によるキャッシュ・フロー △340,243

Ⅲ 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 2,579,034

  短期借入金の返済による支出 △2,697,531

  長期借入れによる収入 1,810,000

  長期借入金の返済による支出 △1,308,301

  配当金の支払 △126

  その他 △180

   財務活動によるキャッシュ・フロー 382,895

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,637

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △169,930

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 465,644

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 295,714
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(3)セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間(自 平成19年５月１日 至 平成19年10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)

消去または 
全社 
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

6,196,037 1,077,790 102,180 7,376,007 ― 7,376,007

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 6,196,037 1,077,790 102,180 7,376,007 ― 7,376,007

営業費用 5,910,008 1,078,069 100,283 7,088,361 ― 7,088,361

営業利益又は営業損失 
（△）

286,028 △279 1,897 287,646 ― 287,646
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