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1.  平成22年2月期第1四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年5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 ％

22年2月期第1四半期 769 ― △98 ― △109 ― △112 ―

21年2月期第1四半期 838 △1.2 △170 ― △178 ― △445 ―

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

22年2月期第1四半期 △24.36 ―

21年2月期第1四半期 △96.29 ―

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

22年2月期第1四半期 5,538 1,454 26.3 315.05
21年2月期 5,671 1,575 27.8 341.11

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  1,454百万円 21年2月期  1,575百万円

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

21年2月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00

22年2月期 ―

22年2月期 
（予想）

0.00 ― 3.00 3.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

2,120 0.2 △70 ― △85 ― △100 ― △21.52

通期 4,380 0.6 65 ― 35 ― 15 ― 3.23
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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、４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、４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 

・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、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算定しており、今後の経済状況
等の変化により、実際の業績は予想値と異なる結果となる場合があります。業績予想に関する事項は、添付資料の４ページをご参照ください。 
・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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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） 22年2月期第1四半期 4,646,400株 21年2月期  4,646,400株

② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  28,572株 21年2月期  27,380株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第1四半期 4,618,231株 21年2月期第1四半期 4,622,675株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融不安の影響により企業収益が極めて大幅に減少

し雇用情勢の悪化や個人消費の低迷など非常に厳しい状況で推移いたしました。 

このような状況の下、当社グループは安全・安心な商品を提供することを最優先として品質管理を徹底するとと

もに、「おいしさ 楽しく」をコンセプトにお客様に感動していただく商品を提供して参りました。 

営業面につきましては、「ぷっくらなら 鐘崎。」のアピールを積極的に推し進め、お客様の視点に立ち季節毎

の販売促進提案を実施して参りました。 

鐘崎ベル・ファクトリー（笹かま館・食品館・七夕館）の集客につきましては、生活防衛意識の高まりによる消

費マインドの冷え込み等により、団体ツアー客及び購買単価の減少が見られ、前年同期比14％減の３万１千人となり

ました。 

生産面につきましては、笹かまぼこの高品質化を徹底して追及するなか、更なる安全管理体制の強化を実施する

とともに、生産体制の見直しによる生産ロスの削減及び人員配置・勤務管理業務の効率化を推進することで、適正配

置により売上原価の低減を図りました。 

また、販売費及び一般管理費の経費削減に取り組み、コスト上昇を吸収すべく企業努力をしてまいりました。 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は769百万円、営業損失は98百万円、経常損失は109百万円、四

半期純損失は112百万円となりました。 

 〔業績の季節的変動等について〕 

   当社グループの売上高は季節的変動があり、ギフトシーズンである第２四半期の７～８月、第３四半期の11月

及び第４四半期の12月に増加する傾向があります。  

  

  

(1)財政状態の変動状況 

  (資産) 

    流動資産は、前連結会計年度末に比べて11.3％減少し、860百万円となりました。これは主として、現金及

び預金が149百万円減少したこと等によります。 

    なお、固定資産、繰延資産については大きな増減はありません。  

  (負債) 

    流動負債は、前連結会計年度末に比べて、5.5％増加し、2,800百万円となりました。これは主として、支払

手形及び買掛金が56百万円増加したこと等によります。 

     固定負債は、前連結会計年度末に比べて10.9％減少し、1,283百万円となりました。これは主として社債が

60百万円、役員退職慰労引当金が55百万円減少したこと等によります。 

  (純資産) 

    純資産は、前連結会計年度末に比べて7.7％減少し、1,454百万円となりました。これは主として、利益剰余

金が126百万円減少したことによります。 

  

(2)キャッシュ・フローの状況 

   当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ49百万円減少

し、335百万円となりました。 

  (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

    営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費53百万円、仕入債務の増加額56百万円などがあったもの

の、税金等調整前第１四半期純損失108百万円や売上債権の増加34百万円などがあったため、69百万円の減少

となりました。 

  (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

    投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出額６百万円があったものの、定期預

金の減少額が100百万円あったため、90百万円の増加となりました。 

  (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

     財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金による収入が120百万円あったものの、長期借入金の返

済による支出80百万円、社債償還に伴う支出60百万円等があったため、70百万円の減少となりました。 

  

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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 現時点におきましては、平成21年４月17日に発表いたしました業績予想に修正はありません。  

  

  

  該当事項はありません。 

  

   

１. 簡便な会計処理 

 ①繰延税金資産 

   繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められるため、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。  

 ②たな卸資産の評価方法 

   当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、一部実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実

地棚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。 

２. 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理  

 ①税金費用の計算 

   当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半

期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

   なお、法人税等調整額は、法人税等合計に含めて表示しております。  

  

  

①「四半期財務諸表に関する会計基準」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たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりまし

たが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」 (企業会計基準第９号 平成18

年７月５日)が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法(貸借対照表については収益性の低下に

基づく評価切下げの方法)により算定しております。 

  なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 

③有形固定資産の耐用年数の変更(追加情報) 

  当社及び連結子会社の機械装置の耐用年数については、従来８年としておりましたが、法人税法の改正に伴

い、当第１四半期連結会計期間により、10年に変更いたしました。 

  この変更により営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ２百万円減少しております。

  

  

  

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

（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１四半期連結会計期間末
(平成21年５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21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 430,279 580,051

受取手形及び売掛金 293,245 258,813

商品及び製品 39,864 36,532

仕掛品 898 729

原材料及び貯蔵品 60,639 64,444

繰延税金資産 10,675 10,675

その他 28,359 22,940

貸倒引当金 △3,000 △3,000

流動資産合計 860,962 971,187

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,767,752 1,795,673

機械装置及び運搬具（純額） 348,463 348,908

土地 1,805,705 1,805,705

その他（純額） 141,374 144,995

有形固定資産合計 4,063,295 4,095,282

無形固定資産 9,923 10,481

投資その他の資産   

投資有価証券 149,089 139,532

繰延税金資産 156,720 160,966

その他 310,884 305,965

貸倒引当金 △20,163 △20,163

投資その他の資産合計 596,531 586,301

固定資産合計 4,669,750 4,692,065

繰延資産 7,861 8,373

資産合計 5,538,575 5,671,626

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 159,495 103,342

短期借入金 2,024,835 1,988,842

1年内償還予定の社債 420,000 420,000

未払法人税等 5,167 17,595

賞与引当金 13,168 9,152

その他 177,608 115,961

流動負債合計 2,800,274 2,654,894

固定負債   

社債 520,000 580,000

長期借入金 300,255 332,778
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５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21年２月28日) 

退職給付引当金 247,368 256,722

役員退職慰労引当金 215,164 270,954

その他 670 670

固定負債合計 1,283,458 1,441,124

負債合計 4,083,732 4,096,019

純資産の部   

株主資本   

資本金 617,250 617,250

資本剰余金 594,732 594,732

利益剰余金 248,991 375,338

自己株式 △9,719 △9,450

株主資本合計 1,451,253 1,577,870

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,588 △2,262

評価・換算差額等合計 3,588 △2,262

純資産合計 1,454,842 1,575,607

負債純資産合計 5,538,575 5,671,626
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 769,877

売上原価 411,932

売上総利益 357,945

販売費及び一般管理費 455,977

営業損失（△） △98,031

営業外収益  

受取利息 752

その他 1,846

営業外収益合計 2,598

営業外費用  

支払利息 12,907

その他 952

営業外費用合計 13,860

経常損失（△） △109,293

特別利益  

固定資産売却益 296

特別利益合計 296

税金等調整前四半期純損失（△） △108,997

法人税等合計 3,493

四半期純損失（△） △112,490

(株）鐘崎(2912)平成22年2月期第1四半期決算短信
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５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（△） △108,997

減価償却費 53,026

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,015

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,354

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △55,789

受取利息及び受取配当金 △752

支払利息 12,907

有形固定資産売却損益（△は益） △296

売上債権の増減額（△は増加） △34,431

たな卸資産の増減額（△は増加） 303

その他の流動資産の増減額（△は増加） △5,418

仕入債務の増減額（△は減少） 56,152

その他の流動負債の増減額（△は減少） 47,110

その他 △7,860

小計 △49,384

利息及び配当金の受取額 752

利息の支払額 △12,475

法人税等の支払額 △8,621

営業活動によるキャッシュ・フロー △69,727

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） 100,000

有形固定資産の取得による支出 △6,783

有形固定資産の売却による収入 888

投資有価証券の取得による支出 △300

敷金及び保証金の差入による支出 △27

敷金及び保証金の回収による収入 173

その他 △3,319

投資活動によるキャッシュ・フロー 90,632

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △36,200

長期借入れによる収入 120,000

長期借入金の返済による支出 △80,330

社債の償還による支出 △60,000

自己株式の取得による支出 △268

配当金の支払額 △13,877

財務活動によるキャッシュ・フロー △70,676

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △49,772

現金及び現金同等物の期首残高 385,051

現金及び現金同等物の四半期末残高 335,279
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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１四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日) 

  水産練製品事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額

に占める割合がいずれも90％超のため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。  

  

  

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

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

  

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

  海外売上高がないため、該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

（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〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔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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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間（平成20年３月１日～５月31日） 

  

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年５月期 
第１四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  838

Ⅱ 売上原価  449

売上総利益  388

Ⅲ 販売費及び一般管理費  559

営業損失(△)  △170

Ⅳ 営業外収益  2

Ⅴ 営業外費用  9

経常損失(△)  △178

Ⅵ 特別利益  －

Ⅶ 特別損失  263

税金等調整前四半期 
純損失(△) 

 △441

税金費用  3

四半期純損失(△)  △445
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前第１四半期連結累計期間（平成20年３月１日～５月31日） 

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成20年５月期 
第１四半期） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 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(△) △441

  減価償却費  73

  賞与引当金増加額  9

  役員退職慰労引当金増加額  261

  支払利息  9

  有形固定資産除却損  1

  売上債権の増加額 △85

  たな卸資産の増加額 △22

  その他流動資産の増加額 △24

  仕入債務の増加額  70

  その他流動負債の減少額 △11

  その他 △8

小計 △168

  利息及び配当金のの受取額  0

  利息の支払額 △10

  法人税等の支払額 △7

営業活動によるキャッシュ・フロー △185

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 △72

  投資有価証券の取得による支出 △30

  投資有価証券の売却による収入  50

  敷金・保証金の取得による支出 △13

  敷金・保証金の払戻による収入  23

  貸付金の実行による支出 △1

  貸付金の回収による収入  2

  保険積立金の積立による支出 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △43
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前年同四半期

（平成20年５月期 
第１四半期） 

区分 金額（百万円）

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

  短期借入金の純増額  175

  長期借入金の借入収入  20

  長期借入金の返済支出 △99

  社債償還に伴う支出 △60

  配当金の支払額 △13

  自己株式の取得による支出  0

財務活動によるキャッシュ・フロー  21

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減
少額） 

△206

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  440

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  233
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      前第１四半期連結累計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年５月31日) 

      水産練製品事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額

に占める割合がいずれも90％超のため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。  

  

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

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

  

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

      海外売上高がないため、該当事項はありません。  

  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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