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1.  平成22年2月期第3四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年11月30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3四半期 3,054 ― 140 ― 116 ― 106 ―

21年2月期第3四半期 3,070 △6.7 △219 ― △247 ― △556 ―

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3四半期 23.02 ―

21年2月期第3四半期 △120.50 ―

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3四半期 5,707 1,670 29.3 361.80
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3四半期  1,670百万円 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  有  
 

1株当たり配当金

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

21年2月期 ― ― ― 3.00 3.00
22年2月期 ― ― ―

22年2月期 
（予想）

5.00 5.00

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  有  
 

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 4,300 △1.3 230 ― 200 ― 160 ― 34.65
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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3四半期 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3四半期  29,312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3四半期 4,617,723株 21年2月期第3四半期 4,621,065株
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   当第３四半期連結累計期間（平成21年3月１日～平成21年11月30日）におけるわが国経済は、昨年来の世界的な金

融危機による景気低迷が続き、設備投資の減少や雇用情勢の悪化に伴う個人消費の低迷等により引き続き厳しい景況

感のなか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「こだわり」のある商品造りを実施し「ぷっくら

なら 鐘崎。」の販売促進を積極的に推し進め、11月よりＴＶＣＭも投入し拡大を図りました。 

   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、当第３四半期連結累計期間（平成

21年3月１日～平成21年11月30日）は、インフルエンザ等の影響による観光旅行客の落ち込みがあったものの、前年

同期比8.5％増加の14万2千人を集客いたしました。 

   経営環境につきましては、個人消費の低迷により厳しい販売状況のなか、原材料費及びエネルギー費用等の価格動

向に落ち着きがみられたことに加え徹底したコスト管理により、原価低減を図ることができました。その他人件費を

始めとする一般管理経費の管理コントロールにより前年同期と比較し大幅にコストを削減することができました。 

   その結果、当第３四半期累計期間の売上高は3,054百万円、営業利益は141百万円、経常利益は116百万円、四半期

純利益は106百万円となりました。 

  

  

  

(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16％増加し、1,127百万円となりました。これは主として、受取手

形及び売掛金が125百万円、たな卸資産が23百万円増加したこと等によります。 

    なお、固定資産は減価償却費計上により118百万円減少しております。 

  (負債) 

    流動負債は、前連結会計年度末に比べて３％減少し、2,575百万円となりました。これは主として、１年以

内償還予定社債300百万円減少したこと等によります。 

    なお、固定負債については大きな増減はありません。 

  (純資産) 

    純資産は、前連結会計年度末に比べて６％増加し、1,670百万円となりました。これは主として、利益剰余

金が92百万円増加したこと等によります。 

  

(２)キャッシュ・フローの状況 

   当第３四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105百万円増加

し、490百万円となりました。 

  (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、役員退職慰労引当金50百万円減少、売上債権の増加額125百万円が

あったものの、税金等調整前第３四半期純利益116百万円や減価償却費162百万円、仕入債務の増加額が95百万

円などがあったため、192百万円の増加となりました。 

  (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が42百万円あったものの、定期預

金の減少額が97百万円あったため、64百万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530百万円等があったものの、長期借入金

の返済による支出301百万円、社債償還に伴う支出420百万円等があったため、151百万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

（株）鐘崎　(2912)平成22年2月期第3四半期決算短信

-3--3-



  

 平成21年10月２日に「業績予想の修正に関するお知らせ」で発表しました平成22年2月期の通期の連結業績予想に

つきましては、次のとおり修正しております。詳細は、平成22年１月13日発表の「通期業績予想および配当予想の修

正に関するお知らせ」をご参照ください。 

   

  

  

  

  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３四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」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、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

づく簿価切下げの方法)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．連結業績予想に関する定性的情報

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株あたり 

当期純利益 

前回発表予想(Ａ) 
百万円

 4,380

百万円

 165

百万円

145

百万円

105

円 銭

 22.74

今回発表予想(Ｂ) 4,300 230 200 160 34.65

増減額(Ｂ－Ａ) ▲80 65 55 55 － 

増減率(％) ▲1.8 39.4 37.9 52.4 － 

前期実績  4,355 ▲114 ▲156 ▲532 ▲115.26

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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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、法人税の改正に伴

い、第１四半期連結会計期間より、10年に変更いたしました。 

  この変更により当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は８百万円

増加しております。  

  

 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21年３月１日 至 平成21年11月30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、事業種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

  

 当第３四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30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３四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30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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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11月30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 588,779 580,051

受取手形及び売掛金 384,216 258,813

商品及び製品 67,956 36,532

仕掛品 1,036 729

原材料及び貯蔵品 55,810 64,444

繰延税金資産 10,675 10,675

その他 21,545 22,940

貸倒引当金 △3,000 △3,000

流動資産合計 1,127,020 971,187

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,713,285 1,795,673

機械装置及び運搬具（純額） 330,913 348,908

土地 1,805,705 1,805,705

その他（純額） 126,444 144,995

有形固定資産合計 3,976,349 4,095,282

無形固定資産 11,885 10,481

投資その他の資産   

投資有価証券 142,657 139,532

繰延税金資産 157,681 160,966

その他 304,770 305,965

貸倒引当金 △20,163 △20,163

投資その他の資産合計 584,946 586,301

固定資産合計 4,573,181 4,692,065

繰延資産 6,839 8,373

資産合計 5,707,040 5,671,626

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 198,883 103,342

短期借入金 2,078,392 1,988,842

1年内償還予定の社債 120,000 420,000

未払法人税等 11,073 17,595

賞与引当金 26,636 9,152

その他 140,453 115,961

流動負債合計 2,575,440 2,654,894

固定負債   

社債 460,000 580,000

長期借入金 526,427 332,778
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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11月30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 253,892 256,722

役員退職慰労引当金 220,156 270,954

その他 670 670

固定負債合計 1,461,146 1,441,124

負債合計 4,036,586 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 467,761 375,338

自己株式 △9,895 △9,450

株主資本合計 1,669,848 1,577,870

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 605 △2,262

評価・換算差額等合計 605 △2,262

純資産合計 1,670,454 1,575,607

負債純資産合計 5,707,040 5,671,626
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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21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 3,054,531

売上原価 1,386,223

売上総利益 1,668,308

販売費及び一般管理費 1,527,813

営業利益 140,494

営業外収益  

受取利息 982

受取配当金 1,574

保険返戻金 8,495

その他 5,394

営業外収益合計 16,447

営業外費用  

支払利息 37,469

その他 3,232

営業外費用合計 40,701

経常利益 116,240

特別利益  

固定資産売却益 296

特別利益合計 296

特別損失  

固定資産除却損 5

特別損失合計 5

税金等調整前四半期純利益 116,531

法人税等 10,251

四半期純利益 106,279
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 983,395

売上原価 434,281

売上総利益 549,114

販売費及び一般管理費 491,563

営業利益 57,551

営業外収益  

受取利息 145

その他 451

営業外収益合計 596

営業外費用  

支払利息 11,348

その他 1,329

営業外費用合計 12,678

経常利益 45,469

税金等調整前四半期純利益 45,469

法人税等 3,199

四半期純利益 42,270
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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21年３月１日 
 至 平成21年11月30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利益 116,531

減価償却費 162,169

賞与引当金の増減額（△は減少） 17,484

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,829

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △50,797

受取利息及び受取配当金 △2,557

保険返戻金 △8,495

支払利息 37,469

有形固定資産売却損益（△は益） △291

売上債権の増減額（△は増加） △125,402

たな卸資産の増減額（△は増加） △23,097

その他の流動資産の増減額（△は増加） 1,395

仕入債務の増減額（△は減少） 95,541

その他の流動負債の増減額（△は減少） 14,472

その他 11,671

小計 243,262

利息及び配当金の受取額 2,557

利息の支払額 △39,518

法人税等の支払額 △14,135

営業活動によるキャッシュ・フロー 192,166

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） 97,000

有形固定資産の取得による支出 △42,521

有形固定資産の売却による収入 1,038

投資有価証券の取得による支出 △1,084

投資有価証券の売却による収入 1,000

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 896

保険積立金の解約による収入 12,224

その他 △3,834

投資活動によるキャッシュ・フロー 64,691

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） 54,600

長期借入れによる収入 530,000

長期借入金の返済による支出 △301,401

社債の償還による支出 △420,000

自己株式の取得による支出 △444

配当金の支払額 △13,884

財務活動によるキャッシュ・フロー △151,129
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 105,727

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 490,779
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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３半期連結累計期間（平成20年３月１日～11月30日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年11月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  3,070

Ⅱ 売上原価  1,577

売上総利益  1,493

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,712

営業損失(△) △219

Ⅳ 営業外収益  9

Ⅴ 営業外費用  37

経常損失(△) △247

Ⅵ 特別利益  5

Ⅶ 特別損失  292

税金等調整前四半期 
純損失(△) 

△534

税金費用  22

四半期純損失(△) △556
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前第３四半期連結累計期間（平成20年３月１日～11月30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11月期 
第３四半期） 

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(△) △534

 減価償却費  195

 役員退職慰労引当金増加額  268

 売上債権の増加額 △154

 その他  104

小計 △119

 利息配当額の受取額  3

 利息の支払額 △34

 法人税等の支払額 △8

営業活動によるキャッシュ・フロー △159

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 △121

 投資有価証券の取得による支出 △31

 投資有価証券の売却による収入  50

 その他  6

投資活動によるキャッシュ・フロー △95

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

 短期借入金の増加額  175

 長期借入金による収入  180

 長期借入金の返済による支出 △328

 社債の発行による収入  196

 その他 △134

財務活動によるキャッシュ・フロー  88

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減少額 △166

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  273
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     前第３四半期連結累計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30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３四半期連結累計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30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３四半期連結累計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30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。  

  

  

（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〕

６．その他の情報
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