活躍称え凱旋報告会

バスマスター
クラシック

予選会 鬼怒川大自然会

決勝戦は５月 日に大 場﹂が鬼怒川大自然つり

振興会兵庫県支部︵☎ た︒
＆ＦＡＸ０７２・７８３
・ ３ ０ ８ ６︶
︒ Ｅ メ ー 分県鶴見で開催︒大会 堀で５月 日に開催され
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た︒凪続きで食いが渋い
中︑手堅くグレを手にし
た濱田選手と江藤選手が
決勝に進出︒
決勝戦では前半濱田選

業所において審査会と 愛媛県日振島で開催され 後半江藤選手の猛反撃で

ｍ 以上あります︒
正午︑養殖 ㎝ のオト

たすぐにコツンです︒こ

れも ㎝ ほどです︒

入れ掛かり︒

次の日︑
５月 日︑
７時

もちろん︑昨日の天然

半 に 式 敷 橋 カ ミ の 瀬 の アユをオトリにして出

もうひとつカミのチャ すと︑川底へ沈むと同時

ここでよい目をした

㎝ を取り込んで︑オ

ただ︑５尾までで︑そ ラ瀬に下りていきます︒ にゴツン︑グイです︒

れからは場所をチャラ瀬

トリをかえて出すと︑あ

﹁ 今 日 も 期 待 で き な 〜ら不思議で︑目の前に

の波立ちに移して︑ポロ ことがありません︒

ポロです︒

竿いっぱい送り出し

水温 度︑少し濁りが い﹂と︑流れに右岸から いたアユが見えません︒

て沈めると︑またトーン

ダイワのゴザ巻き︵鮎 です︒これも ㎝ でした

込み前に立ちます︒

あり︑天気も曇り︑風は 立ち込んで︑大岩の掘れ

時までに 尾︒対岸

なし︒

の藤田氏は 尾︒

１尾上げると︑周りに

アユは敏感なのです︒
匠ＡＳ Ｎ︶から天上糸 が︑

逃げたら︑竿半分ほど

のメタカラに付けま いたアユが逃げる︒

式敷橋へ入った原田氏 を引き出して︑グラスリ

は３尾です︒小さくて︑

かけの付いたゴザ巻き ミに上がって︑サラの大

竿を伸ばしながら︑仕 ︵５ｍ ︶ほどの距離をカ

アタリが弱い︒まず初期 す︒

がありません︒

もう１度同じ所をやろ

こうして︑
２時間 尾︒

日間で 尾は例年の

半分ですが︑アユはいま

さて︑５月 日は奈良

また︑
２︑
３尾きます︒ す︒

ます︒

案内役の地元・山本征 を流れに浮かべて流し 岩周りにオトリを沈め

ほかに釣れている所が

の相談です︒

のチャラ瀬は流れの幅が 太郎氏と﹁どうしよう﹂

かけて行っても間に合い 江の川は大きな川で︑こ
ます︒
昨木村高宮のカヌーの
家カミの竹ヤブ前のチャ

竿︵グラスリ ︶をね

万尾の放流 だ底へ送り出します︒

サカ針を打って︑へこん ですが⁝パッとした情報

ラ瀬に 時 分に立ちま リにハナカンを付けて︑ あれば︑そこへ行くべき
す︒

今年は

で︑天然ソ上もよいとい

て引き上げます︒

うので︑魚影は濃いはず かせて︑オトリを沈まし うとなりました︒今度は
です︒

オトリを沈めて︑引くよ

連中を案内して︑魚影１

時半︑のぼりこクラブの

解禁日と同じペース 県吉野川の解禁です︒７

で釣れました︒

藤田氏も原田氏も

下流の瀬が気になっ

悪いことに︑名張の名

尾以上上げていました︒ 番の妹背橋に入ります︒

人・広尾氏が﹁村田さん︑

瀬肩でやっていた地 瀬の中で入れ掛かりやっ

たので見に行きます︒

仕かけが全部出たと 元の人が︑ 尾ほどだっ た﹂と︑友舟から釣れた

コッコッのアタリか り待つの止め釣りを心掛 ます︒

時までに

はなく︑瀬のカミのトロ ら︑グーの掛かりにな けます︒

その濃い魚影は︑瀬で

計画停電解除や買い控えの反動等で、4月は全体的に改善の傾向に

県民釣り開放デ ーー実施
◇日釣振山口県支部 ◇

当日は穏やかな天候の

キユー九州営業所︵☎

日︑

日本釣振興会兵庫県支 市のマルキユー九州営 大会﹂が５月 ︑ 日に 手がリードしたものの︑
月

翌 日︑天候は晴れ︒

1.6%

問い合わせ先は︑マル た︒

部は５月３日と４日に山 説明を行い︑釣り場の保
５︶
︒

０ ９ ４ ２・８ ２・３ ２９ 中︑開催︒各選手釣果が

ーについて聞いてみると
﹁５月の連休以外にも開 部は

望が強く︑特に地元の熟 に神戸市立平磯海づり公 公募によって勝野貴子 で︑ 名の選手ブロック 共に揃え︑念願の初優勝
査に立会った後に抽選 を決定し︑ 人が決勝に
名

ウキ釣りを楽しみた を行い︑上位成績７名と 進出︒

を開催する︒

年者は︑毎週日曜日の解 園にて﹁うき釣り教室﹂ さんと飛翔君親子が審 戦を戦い︑勝ち点で順位 を果たした︒
また来場者に対してゴ

名まで 抽選の８名の合計

導︒参加費は 1000︱ した︒
1800 円︵手ぶら︑釣

6,044億円

日本釣振興会山口県支 用のお願いと貸出制度の ル は
陽小野田港東岸壁にて 全や安全対策指導を徹
伸び悩む状況で︑１尾の

﹁県民釣り解放デー﹂を 底︒また釣りの指導も行

年度第 回 杯争奪全 ㎏で︑見事優勝した︒

がまかつ主催の﹁平成 た宮森選手が︑総重量

いをかけて釣果を伸ばし

マ ル キ ユ ーゴ ール
った︒
開催した︒
釣果が大きく勝敗を分け
デンカップ チヌ
小野田漁協組合員の海
来場者は５月３日は
る混戦に︒
予
選
結
果
Ｇ
杯
争
奪
ヘ
ラ
ブ
ナ
九
州
上監視員など 名のスタ
名︑４日は 名の合計
そんな中︑８尺のチョ
釣り選手権予選会
名︵うち子供 名︶
︒開放 ッフと県の港湾関係者３
マルキユー主催・全九 鬼怒川大自然会場 ウチン釣りでこまめに誘
時間は７︱ 時で︑当日 名︑ゲート管理要員２人 州釣ライター協会後援
野田警察署︑海上保安庁 ールデンカップ・チヌ

は開門前よりゲート前に で常時対応した︒また小 の﹁第 回マルキユーゴ
列を作っていた︒
２日とも穏やかな天候 の関係者の監視員の協力 九州﹂の各予選を実施 日本ヘラブナ釣り選手権
に恵まれ︑約 ｍ の岸壁 もあり︑事故もなく無事 し︑決勝戦出場者が決定

ダイワグレマス
埋め尽くされた︒来場者 ︻日釣振山口県支部︼
写真応募による予選
ターズ２０１０
はカタクチイワシ︑キジ
は︑３月１日︱４月 日
全国決勝大会結果
ハタ︑
コノシロ︑
メバル︑
の期間内に 点︵写真は
日
釣
振
兵
庫
県
支
部
ソイ︑チヌ︑小アジなど 平磯海づり公園で ２枚１組で１点︶の応募
グローブライド主催の
を釣り︑楽しんでいた︒ うき釣り教室開催 があった︒
﹁第 回ダイワグレマス

口選手︑もう一方で江藤

ックに初参戦した清水プ の釣具は世界の中でも高 す︒その力で日本のバス 来︑ファンにとって素晴 チャリティーオーク
ロの活躍をたたえ︑関係 い評価を得ています︒清 フィッシングの隆盛に力 らしい時間となった︒懇 ションも行われた︒
者やファンが集い懇親会 水プロがご使用されてい を貸して頂きたいと思い 親会の途中にも︑関係者 清水プロ愛用の出品

放してほしい﹂という要 日︑ 月 日︑ 月 日 抽選会を開催した︒一般 た︒ 日は予選リーグ戦 リミット５尾まで数︑型

選手と和田選手が対戦し

からの祝辞やファンから 物などもだされ大い
と報告会が行うというも るロッドやリール︑ライ ます﹂と挨拶した︒
その後︑清水プロより も代表して激励のメッセ に 盛 り 上 が っ た︒
ンなども世界一の性能と
の︒
﹁普通は絶対に出さ
﹁アメリカでトーナメ ージが贈られた︒
後半の報告会では︑会 ないが東日本のため

放を切望していた︒

は家族や夫婦︑子供達で 終了することができた︒ した︒

始められ︑前半に懇親 度は清水プロに世界一の ントを始めて 年目で︑

ミ持ち帰りシールを配布 い人対象に︑

５月７日︑佐賀県鳥栖 ターズ２０１０全国決勝

会︑後半に報告会が行わ アングラーになって頂 やっとクラシックに出場 場にエバーグリーンやが に今回は特別です﹂
き︑ぜひこういった機会 することができました︒ まかつ︑サンライン︑ベ と出品したトーナメ
れた︒
懇親会では清水プロを をもう一度持たせて頂き トーナメントを始めたこ イトブレスなどメーカー ントシャツには 万

し︑ライフジャケット着 の少人数スタイルで指 の決勝戦出場者が決定 昨年優勝の濱田選手と原

17

来場者に今回の開放デ

サポートするメーカーや たいと思います﹂と挨拶 ろからバスマスタークラ ブースも並び 人以上の 円以上の値がつくな
シックで戦うことを視野 ファンを交えて盛大に開 ど高額な落札が続く

イベントは 時半から 品質を誇っています︒今

ファンも参加し︑食事を が行われた︒
親睦がはかられた︒

また５月３日に行わ

コース︒すべて入園料 ファングループ︶九州チ

申込方法は︑下記まで 定し︑５月８日に行われ

決勝戦出場者３名が決

含む︶
︒開催時間は各日と ヌセミファイナルから
も７︱ 時︒

電 話︑ Ｆ Ａ Ｘ︑ ま た は た実釣予選会からの決
Ｅ メールにて︒日本釣 勝進出者５名も決定し

コンビニエンスストア

清水盛三プロ
５月 日︑大
阪府豊中市に
ある千里阪急
ホ テ ル・ 仙 寿
の間でフィッ
シングイチバ
ン・エイトグル
ープ主催の﹁清
水盛三プロス
ペシャルイベ
ント﹂が開催さ 活躍を聞かせて頂く機会 ロがまた大きく成長した
れた︒イベント があり︑ぜひご本人から ことを感じました︒これ

18

オークションとなっ
続いてエバーグリーン に入れながら︑日本でも 催された︒
交えながら清水プロとの
会場では清水プロがバ た︒結果︑合計 点で
インターナショナルの橋 試合を続けてきました︒
万９０００円が集
冒頭︑エイトグループ 本俊哉社長が清水プロと 今回︑優勝を狙っていま スマスタークラシックに

の内容は今年︑世界最高 そのお話を伺いたいと思 からもアメリカの中でト 手︑サインなども行っ 盛り上げていた︒
さらに東日本大震
峰のバストーナメントで い今回のイベントを開催 ップを目指して頑張って た︒世界のトッププロと
ある BASS のクラシ させて頂きました︒日本 いって欲しいと思いま 身近に接することが出 災復興支援のための

in

り道具持参︑釣り指導の れたＭＦＧ︵マルキユー

下さっている人達がいて プロが様々なコメントを 送られ被災地の復興
くれて︑アメリカでの活 述べた︒最終日にエンジ に役立てられる︒式で
躍は﹃僕だけの夢だけで ントラブルで出場が危ぶ は清水プロから日本
はない﹄と感じていま まれた様子が映し出され 釣振興会の橋本哉常

決算短信発表

-1.3%

反対側には地元の若 のアユはこんなもんでし

５月 日は広島県江の を探します︒

10,474億円

なので︑大阪から４時間 手・藤田氏が入ります︒ ょう︒

川の解禁です︒正午から

チェーンストア

29

G
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-1.5%

藤田氏と原田氏は１尾 て︑Ｖ３ 号４本イカリ

釣り返しが効きませ

オトリをかえると︑ま 聞くと支流で 尾とか︒

広島県江の川はアユ
万尾放流で魚影抜群

﹁へぇ〜﹂です︒

僕は腰が抜けました︒

見せてくれました︒

対岸がよく見えたの ネットで﹁釣れない吉野

左岸側でしたが︑岩に

トロの緩い流れです︒

８回も下見して︑縄張

す︒
それが釣れたのです︒

群れアユの白いのが６

堂々の不釣宣言が︑解

広尾氏﹁年券買った﹂

わって計 尾でした︒江 と胸を張ったのです︒さ

この日︑３度場所をか

た︒

はり釣れるのは平瀬や 禁初っぱなから崩れまし

もやってみましたが︑や

また戻ります︒瀬の中 尾︒

掛け倒しでした︒

て︑当日のトップ釣果を ユが腹を返しています︒ タニシが付いていて︑見 りアユの釣果なし︒

夕方︑滝見屋に帰っ と︑キラキラと川底にア

出そうかと流れを見る 渡ります︒

さて︑どこへオトリを で︑胸まで漬かりながら 川解禁﹂と謳ってありま

を付けます︒

すぐに ㎝ がきます︒

針をフタから取り出し やってみます︒

尾追加 ころで︑ハナカン︑サカ た場所のカミのトロで 黄色い ㎝ のアユ３尾を

を立てる し︑計 尾でした︒

ないし︑平瀬にいるはず り︑竿が曲がります︒
グラスリ

21

33

16

グロ ーブライド株式会社

17

4,750億円余

含めて釣行していますか モの中へ２尾が入りま と２尾の追加でした︒

もう 回も試し釣りを と︑スコンと水面からタ

です︒

5 月 26 日に解禁

■昨年の同月と売上高を比較する

村田満
と︑有田川と比較して思

80

26

15

15

日本百貨店協会、日本フランチャイズチ
ェーン協会、チェーンストア協会より

﹁なんだ？ 小さい﹂ ん︒厳しい︒

ら︑好ポイントはつかん す︒
周りより少し深い︵

でいます︒

で︑チャラ瀬の肩右岸側

29

2

90

16 16

17

19

8

10

20

社グループの強みである「魅力ある新製品の開発」
や「ユーザー密着型の営業政策」等によって、市場
の再生と活性化に最大限の注力を行っていく。また
店舗被災等、直接・間接に様々な被害を受けた小売
事業については、
「関係子会社の整理・統合」も視
野に入れながら、経営と売り場の早期健全化を目指
していく。更に、リーマン・ショック直後より実施
してきた「緊急危機対応としての原価改善や固定費
の削減活動」についても尚一層の強化を図り、販売
面では「減収幅、前期比一桁以内」を、収支面では
「黒字の堅持」を旗印に、難局の打開にグループを
挙げて対応していく。

29

14 13

■次期の見通し
震災後２カ月が経過し、発生直後のパニック状態
は概ね解消されつつあるが、原発に絡む風評被害や
尾を引く自粛ムードも加わり、依然と消費マインド
の低迷が続いており、フィッシング・ゴルフ等いず
れの国内販売においても少なからず影響を受けざ
るを得ない事態となっている。一方、売上の２割強
を占める海外販売では、引続き増収を目指している
が、次期においても円高による目減りは避けられな
いものと見られる。
この未曽有の厳しい市場環境と先行き不透明な
情勢に鑑み、次期の見通しについては未定だが、当

13

9 7

11

このような市場環境の中で、同社グループは市場
ニーズに合った魅力ある新製品の開発に注力する
と共にマーケティング力の強化を推進し、市場の活
性化と販売の拡大を図ってきたが、当連結会計年度
においては、景気の低迷や円高及び震災等の影響を
受けて、売上高は 598 億７千８百万円（前期比 3.9
％減）に止まった。利益面では、減収の影響等によ
り、営業利益は 22 億４千３百万円（前期比 3.7％
減）
、経常利益は９億２千１百万円（前期比 6.1％
減）となった。また、当期純利益は、震災に伴なう
特別損失の計上もあり、２億１千５百万円（前期比
26.9％減）となった。

13

3

■経営成績に関する分析
当連結会計年度における国内外の経済は、新興国
においては穏やかな景気回復基調となったが、財政
危機問題による不安定な欧州経済や、米国経済の減
速懸念に加え、円高の更なる進行や株式市場の低
迷等、景気の先行きが不透明なままで推移した。ま
た、３月に発生した東日本大震災と福島原発事故に
より、先行き不透明感がさらに強まった。
当社グループの属するスポーツ・レジャー用品等
の業界も、景気低迷や震災後の消費マインドの低下
等の影響を受け、消費が落ち込んでおり、厳しい状
況が続いている。

す︒これからも応援をよ ると︑当時の状況が思い 任理事に目録が手渡
ろしくお願いします﹂と 出されたから︑清水プロ された︒

△ 26.9
−

最後に清水プロか

215
294

も目に涙を浮かべてい

△ 6.1
△ 34.6

挨拶した︒

921
981
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挨拶する八尾栄一社長
ら﹁またすぐにアメリ
その後︑乾杯の音頭を た︒
その後も上映は続き︑ カに戻りますが︑今年
グローブライドの森川常
務が行い歓談となった︒ 清水プロと一緒に壇上に も最後まで頑張りま

△ 3.7
△ 20.6

10

歓談中は清水プロが各 立ったテレビ番組でもお す︒応援よろしくお願
テーブルを回り︑ファン なじみの福本文幸氏との いします﹂と挨拶︒盛
との交流や記念撮影︑握 絶妙の掛け合いで会場を 大な拍手が起こり盛
会の内に終了となっ
た︒

2,243
2,329

16

㎝ ほど︶所が狙い目なの いました︒

10

アメリカでトーナ
メントを続ける清水
プロの活動や奮闘を
再確認することによ

△ 3.9
△ 6.5

全国の流通概況
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奈良県吉野川が

16

って︑バスフィッシン

％
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全国百貨店売上高
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グ自体の価値も︑見直
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11

場安や震災後の特需の反動からの食料
品の動きが鈍かったこと等から、総販
売額の前年同月比は 3 カ月ぶりのマイ
ナスとなった。震災による自粛ムード
もあって、花見特需は盛り上がらなか
った。
日本フランチャイズチェーン協会の
コンビニエンスストア統計調査では、
既存店ベースの売上高は 6,044 億円
（前年同月比＋ 1.6％）で 6 カ月連続の
プラスとなったが、わずかな伸びにと
どまった。震災により、前月は非食品
売上の大幅なプラスがみられたがそれ
も収まり、震災、節電等によるイベン
ト等の自粛により、サービス売上が 2
カ月連続のマイナスとなった。

16

されてくるのではな

％

2010年4月度比

39

いだろうか︒今回の報

百万円
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告会はバスフィッシ

％

2011年4月度
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ングを盛り上げるキ

百万円
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ッカケを作る︑よいイ
ベントとなった︒

％

14

17

（％表示は対前期増減率）

平成 23 年 3 月期の連結業績（平成 22 年 4 月 1 日〜平成 23 年 3 月 31 日）
連結経営成績

75

100

（写真上）チャリティーオークションは
大いに盛り上がった。
「世界に１本のロ
ッド」など高額な落札が続いた

20

11

15

280

当期純利益
経常利益
営業利益
売上高

90

30

オークションで集まった浄財の授
受が行われ、日釣振の橋本常任理
事が会を代表して受け取った
12

（写真上）清水プロを応援する企業
など関係者との記念撮影

50

66

フィッシングイチバン・エイトグループ

の八尾栄一社長より﹁バ の思い出を交えつつ﹁今 したが︑さすが世界のト 出場した際の映像が大型 まった︒この浄財は全
スクラシックのすごさ︑ 回のアメリカでのバスク ップが凌ぎを削って争う スクリーンに流し出さ て日本釣振興会を通
清水プロのアメリカでの ラシック出場で︑清水プ 大会でした︒私を支えて れ︑それを見ながら清水 じて日本赤十字社に

（写真上）最後に全員で記念撮影（写真右）ファンからのサプライズプレゼント。
「アメリカで優勝したらこの旗を振ります」と清水プロも感激していた

全国百貨店売上高は 2 カ月連続の前
年同月比マイナスだが、減少率は東日
本大震災の影響が強く出た 3 月の実績
（− 14.7％）から大幅に改善し、
ほぼ前
年並みの水準まで回復してきた。4 月は
一部に震災の影響を残しながらも、全
般的な商況としては、日を追って自粛
ムードが和らいできたことに加え、計
画停電の解除で多くの店が通常の営業
体制に戻したこと、さらに 3 月の買い
控えの反動や好天に恵まれたこともあ
って、主力の春物ファッション商材を
中心に活発な動きが見られるなど、前
月から一転して堅調に推移する結果と
なった。
チェーンストア統計では、野菜の相

りができます︒

大きくなり︑面白い友釣 のでしょうか？

の川は︑これからアユが て︑この解禁どうなった

41
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（6）
日曜日
平成 23 年（2011 年）6 月 5 日
（毎月 5 日、15 日、25 日発行）

釣りが好き、だからあなたと 21 世紀
第三種郵便物認可

第 2675 号

