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1.  平成21年4月期第3四半期の連結業績（平成20年5月1日～平成21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 ％

21年4月期第3四半期 9,857 ― 127 ― △105 ― △55 ―

20年4月期第3四半期 10,427 9.2 355 150.8 94 ― 65 ―

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3四半期 △2.14 ―

20年4月期第3四半期 2.52 ―

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3四半期 16,243 2,406 14.5 90.29
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3四半期  2,348百万円 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、現時点での予想数値であり、将来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3四半期  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3四半期  44,256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3四半期  26,009,534株 20年4月期第3四半期  26,017,779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、世界的な金融危機を背景に米国等の消費の落ち込み

により輸出が急減したことに加えて、円高の進行、株価の下落、雇用状況の悪化等により、企業の投資活

動・個人消費の減少傾向が顕著となり、景気の減速が深刻な状況となってきました。 

 当グループ主力の水産業界におきましても、昨夏までの原油高の影響は収まりましたが、消費低迷によ

る魚価安傾向により、コストを魚価に転嫁できない状況が続いており、漁業関連従事者の業況は依然厳し

い状況が続いております。 

 このような状況のもと、当第３四半期は当グループの主力である漁業関連事業の売上高が年間ではもっ

とも低調な時期で、第３四半期累計期間の売上高も低迷しました。利益面では、原材料価格の高止まり傾

向、税法改正に伴う機械設備の減価償却費の増加、企業適格退職年金の運用実績悪化に伴う会計処理上の

退職給付費用の増加等が収益の低下原因となりました。その間、労務費・その他製造経費の削減、製品価

格の適正化を推進し利益確保に努めましたが、予想を上回る期中の急激な円高の進行による為替評価損が

増加し、加えて合理化に伴う特別退職金等も損益の低下原因となりました。貸倒引当金の戻入、遊休不動

産の売却等による特別利益を計上しましたが、損失幅をカバーできず四半期純損失となりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は9,857百万円（前年同期比5.5％減）、営業利益は127

百万円（同64.2％減）、経常損失は105百万円（前年同期は94百万円の利益）、四半期純損失は55百万円

（前年同期は65百万円の利益）となりました。 

事業の種類別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7,921百万円（前年同期比8.8％減）となりました。当第３四半期連結累計期間は旋網・養殖網

の受注増加に伴い、旋網・養殖網の販売は好調でしたが、定置網の販売及び水産品等の商品の販売が減少

したこと及び海外子会社の期末時為替換算レートが低下したことによる影響等により、売上高は低迷しま

した。利益面は、原材料価格の高止まり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73百万円（同78.4％減）となりました。 

〔陸上関連事業〕 

 売上高は1,730百万円（同9.6％増）となりました。主な要因は陸上用ネットの売上高増加によるもので

す。売上高の増加と経費削減により営業利益は40百万円（同216.2％増）となりました。 

〔その他の事業〕 

 売上高は205百万円（同24.4％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13百万円（同924.4％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1,474百万円の増加となり、12,014百万円となりました。これ

は、主として売上債権は減少しましたが、現預金、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352百万円の減少となり、4,212百万円となりました。これは、減

価償却による有形固定資産の減少、上場株式の時価評価が低下したことによる投資有価証券の減少等によ

るものです。 

 （負債） 

 流動負債は、前連結会計年度末と比べ1,888百万円の増加となり、10,392百万円となりました。これ

は、主として短期借入金の増加と仕入債務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363百万円の減少となり、3,444百万円となりました。これは、主と

して長期借入金の返済による減少であります。 

 （純資産） 

 純資産合計は、前連結会計年度に比べ407百万円減少し、2,406百万円となりました。これは、利益剰余

金が減少したこと、投資有価証券の時価評価が低下したことからその他有価証券評価差額金が減少したこ

と及び急激な円高により為替換算調整勘定が減少したことによるものです。 

【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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（２）キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間の営業活動による資金の減少は30百万円となりました。これは、税金等調整

前当期純損失の計上及びたな卸資産（主に仕掛品）の増加、売上債権の減少、仕入債務の増加、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339百万円となりました。これは、増加要因として貸付金の回収による収

入、有形固定資産の売却による収入等ありましたが、減少要因として定期預金の預入による支出、有形固

定資産の取得による支出等があったことなどによるものです。  

財務活動による資金の増加は1,348百万円となりました。これは長期借入金の返済による支出はありま

したが、短期借入金による収入が増加したことによるものであります。 

 これらにより当第３四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943百万円増加し、1,247百万円となりました。 

  
  

第３四半期末では業績はやや低調な結果となっておりますが、旋網・養殖網等の製品の受注状況は良好

であり、第４四半期での業況回復見込みがあることから、現時点では、平成20年12月３日に発表しました

平成21年４月期の通期業績予想を変更しておりません。但し、経済情勢が不安定な状況のもと、為替が大

きく変動する可能性があり、加えて当グループの売上高は３月から４月にかけて伸びが期待できる反面、

売上高予想のぶれ幅が一番大きくなる時期であり、今後業績予想が変動する可能性も充分にあります。今

後、業績修正が必要となった場合は速やかに公表いたします。 
  

  
  

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３四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３四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、第２四半期連

結会計期間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。 

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. 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
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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３四半期連結累計期間の経常損失及び税金等調整前四半期純損失は20百万円減

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、改正後の法定耐用年数に変更しております。 

 これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は、営業利益が36百万円減少し、経常

損失及び税金等調整前四半期純損失がそれぞれ40百万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、当該箇所に記載しております。 

(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
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年１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 2,026,584 849,921

受取手形及び売掛金 6,023,497 6,480,449

商品及び製品 2,602,583 2,416,850

仕掛品 900,310 593,012

原材料及び貯蔵品 482,837 422,908

その他 503,228 338,411

貸倒引当金 △524,265 △561,390

流動資産合計 12,014,776 10,540,163

固定資産   

有形固定資産 2,793,034 2,984,344

無形固定資産 6,999 8,532

投資その他の資産   

破産更生債権等 1,533,323 1,586,179

その他 662,279 776,226

貸倒引当金 △782,722 △789,758

投資その他の資産合計 1,412,880 1,572,647

固定資産合計 4,212,914 4,565,524

繰延資産 15,577 20,969

資産合計 16,243,268 15,126,657

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,840,274 2,672,638

短期借入金 6,873,619 5,154,060

賞与引当金 39,809 93,998

その他 638,593 583,139

流動負債合計 10,392,297 8,503,837

固定負債   

社債 1,200,000 1,200,000

長期借入金 1,652,513 1,984,173

退職給付引当金 310,646 334,675

役員退職慰労引当金 35,431 17,715

繰延税金負債 157,797 193,122

その他 87,858 78,417

固定負債合計 3,444,246 3,808,104

負債合計 13,836,543 12,311,941
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年１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 753,816 835,461

自己株式 △7,046 △6,067

株主資本合計 2,635,887 2,718,511

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △26,852 51,740

為替換算調整勘定 △260,981 △12,173

評価・換算差額等合計 △287,833 39,566

少数株主持分 58,671 56,637

純資産合計 2,406,724 2,814,715

負債純資産合計 16,243,268 15,126,657
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(2)【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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年１月31日) 

売上高 9,857,468

売上原価 8,126,592

売上総利益 1,730,876

販売費及び一般管理費  

運搬費 122,622

役員報酬 93,595

従業員給料及び手当 580,894

賞与引当金繰入額 1,418

退職給付費用 59,591

役員退職慰労引当金繰入額 17,715

旅費及び交通費 130,230

減価償却費 18,367

その他 579,199

販売費及び一般管理費合計 1,603,633

営業利益 127,242

営業外収益  

受取利息 36,617

固定資産賃貸料 15,914

その他 48,380

営業外収益合計 100,912

営業外費用  

支払利息 175,489

手形売却損 51,785

為替差損 87,698

その他 18,953

営業外費用合計 333,926

経常損失（△） △105,772

特別利益  

固定資産売却益 91,310

投資有価証券売却益 7,542

貸倒引当金戻入額 14,693

特別利益合計 113,545

特別損失  

固定資産除却損 4,708

特別退職金 46,358

投資有価証券評価損 1,081

特別損失合計 52,148

税金等調整前四半期純損失（△） △44,374

法人税、住民税及び事業税 16,222

法人税等調整額 △6,999

法人税等合計 9,223

少数株主利益 2,032

四半期純損失（△） △55,630
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年１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（△） △44,374

減価償却費 313,673

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14,693

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,582

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 17,715

賞与引当金の増減額（△は減少） △54,189

受取利息及び受取配当金 △42,532

支払利息 175,489

手形売却損 51,785

投資有価証券売却損益（△は益） △7,542

投資有価証券評価損益（△は益） 1,081

為替差損益（△は益） 15,002

固定資産売却損益（△は益） △91,310

固定資産除却損 4,708

売上債権の増減額（△は増加） 340,349

たな卸資産の増減額（△は増加） △695,228

仕入債務の増減額（△は減少） 357,062

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,883

その他 △74,714

小計 238,817

利息及び配当金の受取額 34,800

利息の支払額 △204,723

法人税等の支払額 △99,315

営業活動によるキャッシュ・フロー △30,421

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 △211,702

有形固定資産の売却による収入 92,316

投資有価証券の売却による収入 14,137

貸付けによる支出 △24,498

貸付金の回収による収入 73,218

定期預金の預入による支出 △254,855

その他 △28,537

投資活動によるキャッシュ・フロー △339,921

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 4,461,803

短期借入金の返済による支出 △2,734,596

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 △449,308

自己株式の取得による支出 △979

配当金の支払額 △25,057

その他 △13,609

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,348,252

現金及び現金同等物に係る換算差額 △34,353

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 943,555

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 1,247,418
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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３四半期連結累計期間(自 平成20年５月１日 至 平成21年１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３四半期連結累計期間は、漁業関連事業の営業利益が32百万円減少し、陸上関連事業の

営業利益が1百万円減少し、その他の事業の営業利益が1百万円減少しております。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年５月１日 至 平成21年１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

7,921,518 1,730,738 205,210 9,857,468 ― 9,857,468

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 7,921,518 1,730,738 205,210 9,857,468 ― 9,857,468

営業利益 73,620 40,251 13,369 127,242 ― 127,242

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３四半期連結累計期間(自 平成20年５月１日 至 平成21年１月31日) 

 当第３四半期連結累計期間における海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を

省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

【海外売上高】

(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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（要約）前四半期連結損益計算書 

               （単位：千円） 

 
  

  

  

  

「参考資料」

科  目
前年同四半期

(平成20年４月期
第３四半期)

Ⅰ 売上高 10,427,257

Ⅱ 売上原価 8,446,556

   売上総利益 1,980,700

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,625,101

   営業利益 355,599

Ⅳ 営業外収益 107,065

Ⅴ 営業外費用 368,103

   経常利益 94,561

Ⅵ 特別利益 11,402

Ⅶ 特別損失 5,671

   税金等調整前四半期純利益 100,292

   法人税・住民税及び事業税 76,293

   法人税等調整額 △56,041

   少数株主利益 14,510

   四半期純利益 65,530
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