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第２四半期累計期間の業績予想値と実績値との差異 

及び通期業績予想の修正に関するお知らせ 

 

 

平成 22 年６月 11 日及び６月 25 日に公表しました平成 23 年４月期第２四半期累計期間（平成 22 年５

月 1 日～平成 22 年 10 月 31 日）の業績予想値と本日公表の同実績値に差異が生じましたので、下記の

とおりお知らせいたします。 

また、 近の業績動向を踏まえ、平成 22 年６月 11 日に公表しました平成 23 年４月期（平成 22 年５月

1 日～平成 23 年４月 30 日）の通期業績予想を下記のとおり修正しましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

 

１． 平成 23 年４月期第２四半期累計期間連結業績予想値と実績との差異 

（平成 22 年 5 月 1 日～平成 22 年 10 月 31 日）  

 
売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

１株当たり 

四半期純利益

百万円   百万円 百万円 百万円 円 銭
前回発表予想（A） 

６,５００     １７０ ７０ △２０ △０．７７

今回実績   （B） ６,３８８ △１２６ △２４６ △１８６ △７．１８

増減額（B－A） △１１２ △２９６ △３１６   △２１６ 

増減率（％）   △１．７％ －％  －％    －％ 

（ご参考）前期第２四半期実績

（平成 22 年４月期第２四半期） 
７,２７８ １７７ １３１ ７１ ２．７４

 

                                            

２． 平成 23 年４月期通期連結業績予想の修正 

（平成 22 年 5 月 1 日～平成 23 年４月 30 日） 

 
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
前回発表予想（A） 

１４,２００     ３５０ ２００ ７０ ２．６９

今回発表予想（B） １４,２００ ２００ ５０ ０ ０．００

増減額（B－A） － △１５０ △１５０   △７０ 

増減率（％）   －％ △４２．９％  △７５．０％   －％ 

（ご参考）前期実績 

（平成 22 年４月期)  
１３,９４６ ２００ ９５ ５７ ２．２３

 



 
３． 平成 23 年４月期第２四半期累計期間個別業績予想値と実績との差異 

（平成 22 年 5 月 1 日～平成 22 年 10 月 31 日）                                           

 
売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

１株当たり 

四半期純利益

百万円   百万円 百万円 百万円 円 銭
前回発表予想（A） 

５,６００     １５０ ５０ １０ ０．３８

今回実績   （B） ５,３６２ △９６ △１７７ △１１９ △４．６１

増減額（B－A） △２３８ △２４６ △２２７   △１２９ 

増減率（％）  △４．３％ －％  －％    －％ 

（ご参考）前期第２四半期実績

（平成 22 年４月期第２四半期） 
６,２５０ ２００ １１６ ４７ １．８４

 

 
４． 平成 23 年４月期通期個別業績予想の修正 

（平成 22 年 5 月 1 日～平成 23 年４月 30 日）                                            

 
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
前回発表予想（A） 

１１,７００     ３００ １５０ ５０ １．９２

今回発表予想（B） １１,７００ ２００ ８０ ３０ １．１５

増減額（B－A） － △１００ △７０   △２０ 

増減率（％）   －％ △３３．３％  △４６．７％ △４０．０％ 

（ご参考）前期実績 

（平成 22 年４月期)  
１１,５７９ ２０２ ８１ ３１ １．２１

 

 

５．差異及び修正の理由 

当第２四半期累計期間の連結業績につきましては、主力の漁業関連事業の低迷、陸上関連事業で

の貸倒引当金繰入額の発生、円高・ドル安等の為替変動に伴う海外子会社の収益状況の悪化等によ

り当初予想を売上高、利益とも下回る結果となりました。 

当第２四半期累計期間の個別業績につきましても、主力の漁業関連事業の低迷により当初予想の

売上高、利益とも下回る結果となりました。 

通期の連結及び個別の業績予想につきましては、第２四半期までの業績を勘案し、下期計画の見

直しと経費削減策を検討した結果、上記のとおり変更いたします。 

 

 

（注）本資料に記載された業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成し

たものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

 

以上 


