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1. 平成27年4月期第3四半期の連結業績（平成26年5月1日～平成27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 ％

27年4月期第3四半期 11,561 △1.5 381 △3.4 392 43.5 144 97.1
26年4月期第3四半期 11,736 △10.1 395 △29.4 273 △49.7 73 △71.1

（注）包括利益 27年4月期第3四半期 243百万円 （174.0％） 26年4月期第3四半期 88百万円 （△70.6％）

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

27年4月期第3四半期 5.57 ―
26年4月期第3四半期 2.83 ―

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

27年4月期第3四半期 18,824 3,633 18.8 136.12
26年4月期 17,283 3,455 19.5 129.51
（参考）自己資本 27年4月期第3四半期 3,538百万円 26年4月期 3,367百万円

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

26年4月期 ― 0.00 ― 2.50 2.50
27年4月期 ― 0.00 ―
27年4月期（予想） 3.00 3.00

3. 平成27年 4月期の連結業績予想（平成26年 5月 1日～平成27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 16,500 △4.3 650 △26.5 550 △21.0 300 △36.5 11.54



(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
② ①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） 27年4月期3Q 26,050,000 株 26年4月期 26,050,000 株
② 期末自己株式数 27年4月期3Q 53,715 株 26年4月期 51,986 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年4月期3Q 25,997,026 株 26年4月期3Q 25,998,541 株
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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

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、株価や雇用情勢の改善等、一部良好な指標は見られますが、

消費税増税に伴う駆け込み需要の反動に加え、夏場の天候不順等による個人消費の低迷、為替の急変動等、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は、海水温の変化や水産資源の減少による漁獲高の減少、漁

業従事者の高齢化が進み労働力が不足する等、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、定置網及び旋網は好調でしたが、漁船の受注減少や消費税の

増税に伴う前期末での駆け込み需要の反動で陸上用ネットが減少し、前年同期と比べて減少しました。営業利益は、

旋網等の漁網の粗利益は改善しましたが、陸上用ネットの粗利益が低下したこと等により前年同期と比べて減少し

ました。営業外収益では、為替差益が発生し、営業外費用では、期中の借入金残高の圧縮により支払利息が減少し

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11,561百万円（前年同期比1.5％減）、営業利益は381百万円（前

年同期比3.4％減）、経常利益は392百万円（前年同期比43.5％増）、四半期純利益は144百万円（前年同期比97.1％

増）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9,496百万円（前年同期比2.9％増）となりました。主な要因は、漁船等の売上高は減少しましたが、定

置網の売上高が増加したことによるものです。利益面は、旋網等の漁網の粗利益が改善したこと等により、セグメ

ント利益は314百万円（前年同期比20.2％増）となりました。

[陸上関連事業]

売上高は2,047百万円（前年同期比17.7％減）となりました。主な要因は、消費税の増税に伴う前期末での駆け込

み需要の反動によるものです。利益面は、陸上用ネットの粗利益が低下したこと等により、セグメント利益は66百

万円（前年同期比50.0％減）となりました。

　[その他]

前期に引き続き機械の部品加工等の受注が低調に推移したこと等により、売上高は17百万円（前年同期比10.4％

減）となりました。利益面は、経費の削減が進んだことにより、セグメント利益は１百万円（前年同期比28.1％増）

となりました。

（２）財政状態に関する説明

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1,541百万円増加し、18,824百万円とな

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1,011百万円増加し、13,234百万円となりました。これは、売上債権は減少

しましたが、たな卸資産が増加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530百万円増加し、5,586百万円となりました。これは、有形固定資産が増

加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112百万円増加し、9,220百万円となりました。これは、仕入債務は減少し

ましたが、短期借入金が増加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1,251百万円増加し、5,970百万円となりました。これは、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177百万円増加し、3,633百万円となりました。これは、利益剰余金及び

その他有価証券評価差額金が増加したこと等によるものです。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

現時点では、平成26年６月13日に公表いたしました平成27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。

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

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。
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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26年４月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 717,275 895,906

受取手形及び売掛金 7,215,075 6,882,310

商品及び製品 2,665,596 3,376,411

仕掛品 687,876 966,941

原材料及び貯蔵品 848,086 964,917

繰延税金資産 94,643 42,234

その他 355,528 468,284

貸倒引当金 △361,057 △362,188

流動資産合計 12,223,024 13,234,819

固定資産

有形固定資産

土地 1,463,127 1,977,244

その他（純額） 1,905,203 1,967,285

有形固定資産合計 3,368,331 3,944,529

無形固定資産 122,535 85,314

投資その他の資産

長期営業債権 1,042,975 991,841

その他 1,330,812 1,439,092

貸倒引当金 △809,104 △874,437

投資その他の資産合計 1,564,683 1,556,495

固定資産合計 5,055,550 5,586,340

繰延資産 4,664 3,719

資産合計 17,283,239 18,824,878

決算短信 （宝印刷）  2015年03月04日 11時40分 4ページ （Tess 1.40 20131220_01）



日東製網株式会社(3524) 平成27年４月期 第３四半期決算短信

5

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年４月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年１月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,711,432 3,503,027

短期借入金 4,274,994 4,534,956

賞与引当金 202,045 85,317

その他 920,376 1,097,683

流動負債合計 9,108,849 9,220,984

固定負債

社債 200,000 200,000

長期借入金 3,436,451 4,724,321

長期未払金 156,849 119,138

役員退職慰労引当金 89,795 108,242

退職給付に係る負債 692,450 679,851

繰延税金負債 128,072 128,075

その他 15,312 10,868

固定負債合計 4,718,932 5,970,498

負債合計 13,827,782 15,191,483

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 1,662,178 1,741,989

自己株式 △7,934 △8,204

株主資本合計 3,543,361 3,622,903

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △4,462 53,468

為替換算調整勘定 △131,727 △128,035

退職給付に係る調整累計額 △40,153 △9,848

その他の包括利益累計額合計 △176,343 △84,414

少数株主持分 88,439 94,907

純資産合計 3,455,457 3,633,395

負債純資産合計 17,283,239 18,824,878
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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25年５月１日
　至 平成26年１月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年５月１日
　至 平成27年１月31日)

売上高 11,736,841 11,561,688

売上原価 9,473,060 9,171,679

売上総利益 2,263,781 2,390,009

販売費及び一般管理費 1,868,554 2,008,199

営業利益 395,226 381,809

営業外収益

受取利息 31,157 25,643

受取配当金 6,519 7,667

為替差益 10,081 125,936

その他 73,978 49,895

営業外収益合計 121,737 209,142

営業外費用

支払利息 145,775 119,858

手形売却損 40,100 32,932

持分法による投資損失 36,782 32,644

その他 20,618 12,709

営業外費用合計 243,276 198,144

経常利益 273,687 392,807

特別利益

固定資産売却益 8,334 2,674

特別利益合計 8,334 2,674

特別損失

固定資産売却損 1,231 -

固定資産除却損 3,828 249

特別損失合計 5,060 249

税金等調整前四半期純利益 276,961 395,232

法人税、住民税及び事業税 138,610 177,261

法人税等調整額 57,213 66,509

法人税等合計 195,824 243,771

少数株主損益調整前四半期純利益 81,136 151,460

少数株主利益 7,662 6,654

四半期純利益 73,474 144,806
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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25年５月１日
　至 平成26年１月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年５月１日
　至 平成27年１月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 81,136 151,460

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △28,464 57,934

為替換算調整勘定 36,098 3,692

退職給付に係る調整額 - 30,115

その他の包括利益合計 7,633 91,742

四半期包括利益 88,770 243,203

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 81,101 236,734

少数株主に係る四半期包括利益 7,668 6,468
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（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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第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

(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

(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。

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成26年５月１日 至 平成27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

(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 9,496,704 2,047,509 11,544,213 17,474 11,561,688

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 9,496,704 2,047,509 11,544,213 17,474 11,561,688

セグメント利益 314,362 66,420 380,782 1,027 381,809

(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。
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