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1.  22年2月期の連結業績（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年2月期 4,282 △1.7 248 ― 211 ― 233 ―

21年2月期 4,355 △5.6 △114 ― △156 ― △532 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年2月期 50.46 ― 13.0 3.7 5.8
21年2月期 △115.26 ― △33.8 △2.8 △3.6

（参考） 持分法投資損益 22年2月期  ―百万円 21年2月期  ―百万円

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 5,735 1,799 31.4 389.69
21年2月期 5,671 1,575 27.8 341.11

（参考） 自己資本   22年2月期  1,799百万円 21年2月期  1,575百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年2月期 442 62 △225 664
21年2月期 67 △114 △8 385

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年2月期 ― ― ― 3.00 3.00 13 ― 0.6
22年2月期 ― ― ― 5.00 5.00 23 9.9 1.4

23年2月期 
（予想）

― ― ― 5.00 5.00 ―

3.  23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23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）

 

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

2,070 △0.1 85 2.5 70 △1.1 60 △6.3 13.00

通期 4,280 △0.1 240 △3.4 210 △0.5 185 △20.6 40.07
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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 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  29,342株 21年2月期  27,380株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年2月期の個別業績（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年2月期 4,251 △1.7 238 ― 204 ― 229 ―

21年2月期 4,323 △5.7 △122 ― △159 ― △533 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年2月期 49.68 ―

21年2月期 △115.46 ―

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 5,724 1,915 33.5 414.80
21年2月期 5,665 1,695 29.9 367.00

（参考） 自己資本 22年2月期  1,915百万円 21年2月期  1,695百万円

2.  23年2月期の個別業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

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 
累計期間

2,050 0.1 80 1.8 65 △2.7 55 △10.6 11.91

通期 4,250 0.0 230 △3.4 200 △2.4 180 △21.5 38.99
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(1）経営成績に関する分析 

  (当期の経営成績) 

  当連結会計年度におけるわが国経済は、長引く世界的景気後退を背景に回復の兆しが見えず、雇用環境は依然とし

て厳しい状況が続いたことから個人消費が伸び悩み、企業を取り巻く環境は引き続き厳しい状況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ける商品をお届けするために、「こだわり」のある

商品造りと商品力の向上を図りました。 

    販売促進面において「ぷっくらなら、鐘崎。」の販売促進を積極的に推し進めＴＶＣＭも実施し販売の拡大を実施

する一方、施設面におきましては、お客様満足度向上のため、売場の改修及び「笹かま手焼き体験コーナー」を拡充

するなど整備いたしました。 

   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、主要材料である「すり身」の価格安定及

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。 

   また、組織見直しによる効率的な人員配置と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、当連結会計年度の売上高は4,282百万円（前年同期比1.6％減）、営業利益は248百万円（前年同期は114

百万円の損失）、経常利益は211百万円（前年同期は156百万円の損失）、当期純利益は233百万円（前年同期は532百

万円の損失）となりました。 

  

   (次期の見通し) 

  今後の見通しにつきましては、政府の経済対策効果が期待されるものの、デフレによる消費マインドの低迷は続き

依然として厳しい状況のまま推移するものと想定されます。 

  このような状況のもと当社グループでは、引き続き「安全・安心」な商品をお届けすることを最優先に更なる衛生

管理の強化を図って参ります。 

  営業面につきましては、お客様の視点に立ち魅力あるこだわりの商品をご提供し、より高いお客様満足の追求に努

めるとともに、総合的な鐘崎ブランドの向上を図り売上の確保に全力を傾注して参ります。 

  また、人材の育成に努め営業基盤の強化と生産性向上及び経費削減による収益力の向上を実施し、企業体質の改善

を図り業績向上に向けて努力してまいる所存でございます。 

  

  

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

 (流動資産) 

  当連結会計年度末の流動資産につきましては、現金及び預金が185百万円増加、受取手形及び売掛金が46百万円

減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ163百万円増加し、1,134百万円となりました。 

 (固定資産) 

  当連結会計年度末の固定資産につきましては、減価償却費を221百万円計上したことなどにより、前連結会計年

度末に比べ97百万円減少し、4,594百万円となりました。 

 (流動負債) 

  当連結会計年度末の流動負債につきましては、１年以内償還予定社債が300百万円減少、短期借入金が54百万円

増加、未払金が52百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ169百万円減少し、2,484百万円となりま

した。 

 (固定負債) 

  当連結会計年度末の固定負債につきましては、社債が120百万円減少、長期借入金が154百万円増加したこと等に

より、前連結会計年度末に比べ10百万円減少し、1,451百万円となりました。 

 (純資産) 

  当連結会計年度末の純資産につきましては、利益剰余金が219百万円増加したこと等により、前連結会計年度末

に比べ223百万円増加し、1,799百万円となりました。 

  

１．経営成績
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②キャッシュ・フローの状況 

  当連結会計年度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279百万円増加し、664百万円

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48百万円減少などがあったものの、税金等調整前当

期純利益が175百万円、減価償却費が221百万円、売上債権の減少額が46百万円などがあったため、442百万円の増

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が39百万円あったものの、定期預金の減

少額が94百万円あったため、62百万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540百万円などがあったものの、長期借入金の

返済による支出382百万円、社債償還に伴う支出420百万円などがあったため、225百万円の減少となりました。 

  

   

(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 自己資本比率：自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー  

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

  (注１)いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

  (注２)株式時価総額は自己株式を除く発行済株式総数をベースに計算しております。 

  (注３)キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

  (注４)有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象として

おります。  

  

  

  

  

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

   当社グループは、株主に対する利益還元を経営の重要課題と考え、安定した配当を継続的に行うことを基本方針と

し、昨今の水産練製品業界の消費需要の冷え込み影響がみられるなか、当社は「おいしさ、楽しく」をコンセプトに

製品の一層の差別化、新製品の開発に努め、競争力を維持強化するとともに、安定した利益配分を行うことを基本方

針としております。 

 当期の配当につきましては、業績に回復が見られたことを踏まえ前期に比べ１株につき２円増配の５円を予定してお

ります。  

次期の配当につきましては、当連結会計年度と同様の業績を見込んでいることから当期の配当予定と同額の５円を予

定しております。  

  

  平成18年２月期 平成19年２月期 平成20年２月期 平成21年２月期 平成22年２月期 

自己資本比率(％) 33.5 34.4 35.6 27.8 31.4

時価ベースの自己資本

比率(％) 
29.6 24.5 21.8 18.6 25.4

キャッシュ・フロー対

有利子負債比率(年) 
△33.8 6.9 14.0 49.4 7.0

インタレスト・カバレ

ッジ・レシオ(倍) 
△2.8 12.9 4.9 1.3 8.8
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(4）事業等のリスク 

   当社グループの事業等において、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は次のとおりです。本

項に含まれている将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。 

  

  １．競合 

    直営店に同業他社が当店店舗の近隣に出店を行った場合、テナント店において近隣に大型ショッピングセンタ

ーができた場合などには、競合による顧客分散や価格競争が起こり、当該店舗の業績や当社グループの業績に影

響を与える可能性があります。 

  ２．観光客数の変動 

    地震や台風等の自然災害によって、当社グループの生産拠点に甚大なる被害を被る可能性があります。 

    当社グループの生産拠点は宮城県に２箇所あり、それぞれ定期的な災害防止活動や設備点検等を行っておりま

すが、これらの災害による影響を完全に防止又は軽減できる保障はありません。 

    今後発生する可能性が高く見込まれている大規模な地震が発生した場合には、生産能力に影響を及ぼす可能性

があります。 

    また、食品土産品業界という当社グループの性格上、これらの災害の影響により宮城県を訪れる観光客に大幅

な変動をきたした場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

  ３．食品の安全性に係る新たな規制の実施等 

    近年の食品業界におきましては、ＢＳＥや鳥インフルエンザの発生、原材料や製品の消費又は賞味期限の問題

等、食品の品質、安全性に係る問題が発生しております。 

    当社では平成17年５月にＨＡＣＣＰ認証を取得し、さらなる衛生環境の確保と整備を推進展開いたしておりま

すが、一方で、社会全般にわたる品質問題等、上記の取り組みの範囲を超えた事象が発生した場合、当社グルー

プの業績に影響を与える可能性があります。 

  ４．水産物市況 

    生鮮魚類の水揚数量変動による水産物市況の変動が予想を大きく上回る場合には、原材料の仕入価格や製品の

販売価格が大幅に変動する要因となるため、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

  ５．顧客情報管理、クレーム処理 

    顧客情報の管理やクレーム処理につきましては取扱には細心の注意を払っておりますが、万一、外部漏洩事件

が発生した場合やクレーム処理が訴訟問題に発展した場合等には社会的信用問題や個人への賠償問題が起こり、

当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

  ６．有利子負債 

    当社グループの有利子負債は、平成22年２月末現在、3,113百万円(長短借入金及び社債の合計)となっており

ます。今後の動向により金利が大きく上昇した場合には、当社グループの業績と財政状態に影響を及ぼす可能性

があります。 
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  当企業集団は、当社と１社の子会社で構成されております。当社及び子会社の海風堂株式会社は、水産練製品類の

製造販売を行っております。 

  事業系統図は以下のとおりであります。 

  

  

 
  

  

  

   

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは「おいしさ」「楽しさ」を求める食文化創造企業を目指し限りなく社会に貢献するという理念のも

と、笹かまぼこを主体とした贈答食品や惣菜の製造・販売を通じて、お客様に感動していただくとともに、お客様の

ためにお役に立てる企業を目指しております。 

  

  

  

(2）目標とする経営指標 

  当社グループ全体として中期計画による経営指標の目標としては、売上高経常利益10％、総資本経常利益５％以上

を当面の主たる経営指標としてります。  

  

  

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 今後も更なる競争の激化に伴い、個人消費は沈滞のまま推移するものと予想されます。 

 このような経営環境のもとで当社グループは店舗網の整備拡充と新商品開発に重点的に取り組んで参ります。 

  

 ① 鐘崎笹かま館への集客を積極的に推し進め、通信販売及びインターネット販売へのメディア部門を強化拡大し

て参ります。  

 ② 店舗及び部門の採算性を強化し、スクラップアンドビルドを行ってまいり、また非効率部門の商品群の見直し

に取り組みます。 

 ③ お客様のニーズあった新商品の開発と商品力・店頭販売力の強化を更に推し進めます。 

 ④ 生産体制の強化と品質安全体制を目指す生産体制の確立に取り組みます。 

 ⑤ 間接部門の業務改善による効率化及び諸経費の徹底削減に努めます。  

  

(4）会社の対処すべき課題 

 当業界におきましては、政府の経済対策効果が期待されるものの、デフレによる消費マインドの低迷は続き依然と

して厳しい状況のまま推移するものと想定されます。 

 こうした経営環境に対処するため、当社グループは、「お客様のため、お客様中心」を第一に「安全・安心」な製

品作りを最優先に取り組み、お客様の視点に基づいた喜ばれる商品の開発ならびに、販売促進案の強化や競合他社と

の差別化を図ってまいります。これにより営業活動の積極的な展開を図り、経営の効率化に努め、一層の企業体質の

強化と業績の向上に全力を尽くしてまいります。 

 また、人事面につきましては、今後も更に社員のスキルアップやモチベーション向上のための社員教育を充実させ

優秀な人材の確保に努めていきます。  

  

  

  

(5）内部管理体制の整備・運用状況 

 当社の内部管理体制の整備・運用状況の詳細につきましては、ジャスダック証券取引所に「コーポレートガバナン

スに関する報告書」を提出しておりますのでご参照願います。 

  

  

(6）その他、会社の経営上重要な事項 

  該当事項はありません。  

  

  

  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 580,051 765,321 

受取手形及び売掛金 258,813 212,021 

たな卸資産 101,706 － 

商品及び製品 － 39,906 

仕掛品 － 301 

原材料及び貯蔵品 － 38,886 

繰延税金資産 10,675 50,331 

その他 22,940 29,260 

貸倒引当金 △3,000 △1,400 

流動資産合計 971,187 1,134,628 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1, 2  1,795,673 ※1, 2  1,690,589 

機械装置及び運搬具（純額） ※1, 2  348,908 ※1, 2  328,187 

土地 ※1  1,805,705 ※1  1,805,705 

リース資産（純額） ※2  － ※2  35,905 

その他（純額） ※2  144,995 ※2  130,258 

有形固定資産合計 4,095,282 3,990,646 

無形固定資産   

無形固定資産合計 10,481 11,158 

投資その他の資産   

投資有価証券 139,532 145,713 

繰延税金資産 160,966 187,638 

その他 305,965 279,665 

貸倒引当金 △20,163 △20,163 

投資その他の資産合計 586,301 592,854 

固定資産合計 4,692,065 4,594,659 

繰延資産   

繰延資産合計 8,373 6,327 

資産合計 5,671,626 5,735,616 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成22年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 103,342 93,759 

短期借入金 ※1  1,988,842 ※1  2,046,668 

1年内償還予定の社債 420,000 120,000 

リース債務 － 4,550 

未払法人税等 17,595 17,566 

賞与引当金 9,152 13,695 

その他 115,961 188,737 

流動負債合計 2,654,894 2,484,976 

固定負債   

社債 580,000 460,000 

長期借入金 ※1  332,778 ※1  487,202 

リース債務 － 31,355 

退職給付引当金 256,722 249,815 

役員退職慰労引当金 270,954 222,381 

その他 670 670 

固定負債合計 1,441,124 1,451,424 

負債合計 4,096,019 3,936,401 

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 375,338 594,485 

自己株式 △9,450 △9,904 

株主資本合計 1,577,870 1,796,563 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,262 2,651 

評価・換算差額等合計 △2,262 2,651 

純資産合計 1,575,607 1,799,214 

負債純資産合計 5,671,626 5,735,616 
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成22年２月28日) 

売上高 4,355,310 4,282,563 

売上原価 2,180,090 1,944,360 

売上総利益 2,175,220 2,338,202 

販売費及び一般管理費 ※1, 2  2,290,198 ※1, 2  2,089,631 

営業利益又は営業損失（△） △114,977 248,570 

営業外収益   

受取利息 1,480 1,100 

受取配当金 2,652 1,824 

保険返戻金 － 8,495 

その他 7,275 5,507 

営業外収益合計 11,409 16,927 

営業外費用   

支払利息 50,152 49,054 

その他 2,954 5,433 

営業外費用合計 53,106 54,488 

経常利益又は経常損失（△） △156,674 211,010 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,000 1,600 

固定資産売却益 ※3  － ※3  296 

特別利益合計 3,000 1,896 

特別損失   

貸倒損失 － 26,139 

固定資産除却損 ※4  43,157 ※4  11,438 

役員退職慰労引当金繰入額 261,397 － 

投資有価証券評価損 26,040 － 

減損損失 ※5  15,334 ※5  － 

早期割増退職金 2,257 － 

投資有価証券売却損 130 － 

固定資産売却損 － 5 

特別損失合計 348,317 37,582 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△501,992 175,323 

法人税、住民税及び事業税 13,653 11,976 

法人税等調整額 16,936 △69,656 

当期純利益又は当期純損失（△） △532,582 233,003 
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 

 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 617,250 617,250 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 617,250 617,250 

資本剰余金   

前期末残高 594,732 594,732 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 594,732 594,732 

利益剰余金   

前期末残高 921,789 375,338 

当期変動額   

剰余金の配当 △13,868 △13,857 

当期純利益又は当期純損失（△） △532,582 233,003 

当期変動額合計 △546,450 219,146 

当期末残高 375,338 594,485 

自己株式   

前期末残高 △8,383 △9,450 

当期変動額   

自己株式の取得 △1,067 △454 

当期変動額合計 △1,067 △454 

当期末残高 △9,450 △9,904 

株主資本合計   

前期末残高 2,125,388 1,577,870 

当期変動額   

剰余金の配当 △13,868 △13,857 

当期純利益又は当期純損失（△） △532,582 233,003 

自己株式の取得 △1,067 △454 

当期変動額合計 △547,517 218,692 

当期末残高 1,577,870 1,796,563 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 

 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 12,010 △2,262 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14,272 4,914 

当期変動額合計 △14,272 4,914 

当期末残高 △2,262 2,651 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 12,010 △2,262 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14,272 4,914 

当期変動額合計 △14,272 4,914 

当期末残高 △2,262 2,651 

純資産合計   

前期末残高 2,137,398 1,575,607 

当期変動額   

剰余金の配当 △13,868 △13,857 

当期純利益又は当期純損失（△） △532,582 233,003 

自己株式の取得 △1,067 △454 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14,272 4,914 

当期変動額合計 △561,790 223,607 

当期末残高 1,575,607 1,799,214 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成22年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

△501,992 175,323 

減価償却費 261,791 221,172 

のれん償却額 759 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,000 △1,600 

賞与引当金の増減額（△は減少） 249 4,542 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,577 △6,906 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 270,954 △48,572 

受取利息及び受取配当金 △4,133 △2,924 

保険解約損益（△は益） － △8,495 

貸倒損失 － 26,139 

支払利息 50,152 49,054 

有形固定資産除却損 42,085 11,438 

減損損失 15,334 － 

投資有価証券売却損益（△は益） 130 － 

投資有価証券評価損益（△は益） 26,040 － 

有形固定資産売却損益（△は益） － △291 

売上債権の増減額（△は増加） △20,255 46,804 

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,360 11,173 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 4,026 △6,320 

仕入債務の増減額（△は減少） △16,808 △9,322 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △14,034 38,726 

その他 1,304 2,555 

小計 126,542 502,498 

利息及び配当金の受取額 4,133 2,924 

利息の支払額 △50,038 △50,284 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △13,443 △12,986 

営業活動によるキャッシュ・フロー 67,194 442,152 

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） － 94,000 

有形固定資産の取得による支出 △136,109 △39,246 

無形固定資産の取得による支出 △700 △3,377 

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 △34,304 △1,385 

投資有価証券の売却による収入 50,195 1,000 

投資有価証券の償還による収入 2,587 2,447 

敷金及び保証金の差入による支出 △13,777 △161 

敷金及び保証金の回収による収入 27,083 1,323 

貸付けによる支出 △8,200 △8,200 

貸付金の回収による収入 6,822 6,225 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年３月１日 

 至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

保険積立金の積立による支出 △8,374 △6,921 

保険積立金の解約による収入 － 12,224 

ゴルフ会員権の売却による収入 － 4,000 

その他 401 △88 

投資活動によるキャッシュ・フロー △114,375 62,881 

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） 208,300 54,800 

長期借入れによる収入 180,000 540,000 

長期借入金の返済による支出 △458,032 △382,550 

社債の発行による収入 196,182 － 

社債の償還による支出 △120,000 △420,000 

自己株式の取得による支出 △1,067 △454 

配当金の支払額 △13,850 △13,817 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △3,742 

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,466 △225,763 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △55,647 279,269 

現金及び現金同等物の期首残高 440,698 385,051 

現金及び現金同等物の期末残高 385,051 664,321 
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 該当事項はありません。  

  

  

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  
前連結会計年度

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

１．連結の範囲に関する事

項 

    

連結子会社 連結子会社の数 １社 

 会社名 海風堂株式会社 

同     左 

２．連結子会社の事業年度

等に関する事項 

連結子会社の事業年度の末日は、連結

決算日と一致しております。 

同     左 

３．会計処理基準に関する

事項 

    

(1）重要な資産の評価基

準及び評価方法 

①有価証券 

 その他有価証券 

   時価のあるもの 

   決算期末日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は総平均法

により算定） 

①有価証券 

 その他有価証券 

   時価のあるもの 

同     左 

  時価のないもの 

 総平均法による原価法 

   時価のないもの 

同     左 

   ②たな卸資産 

製品、商品、原材料及び仕掛品 

総平均法による原価法 

  

  

  

貯蔵品 

最終仕入原価法による原価法 

  

  

 ②たな卸資産 

 製品、商品、原材料及び仕掛品 

   総平均法による原価法(貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定)を採用しておりま

す。 

   貯蔵品  

   最終仕入原価法による原価法((貸借対

照表価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定)を採用して

おります。  

  

(会計方針の変更) 

 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、当連結会計年度より「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日公

表分)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

表価額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。  
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前連結会計年度

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

(2）重要な減価償却資産

の減価償却の方法 

 ①有形固定資産 

定率法を採用しております。 

ただし、大和工場については、定 

額法を採用しております。また、 

平成10年４月１日以降に取得した 

建物（建物附属設備を除く）につ 

いては定額法を採用しておりま 

す。 

なお、主な耐用年数は、以下のとお

りであります。 

 建物及び構築物 10年 ～ 39年 

 機械装置        8年 

 ①有形固定資産 

定率法を採用しております。 

ただし、大和工場については、定 

額法を採用しております。また、 

平成10年４月１日以降に取得した 

建物（建物附属設備を除く）につ 

いては定額法を採用しておりま 

す。 

なお、主な耐用年数は、以下のとお

りであります。 

 建物及び構築物 10年 ～ 39年 

 機械装置        10年 

(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、当連結会計年度より、10年に変

更いたしました。 

  この変更により営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益がそれ

ぞれ11,211千円増加しております。 

     

           

   ②無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によってお

ります。 

  

  

  

                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ②無形固定資産 

同     左 

  

  

  

  

  

  

  

③リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しており

ます。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始

日が平成21年２月28日以前のリース

取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によっ

ております。  
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前連結会計年度

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

(3）繰延資産の処理の方

法 

社債発行費 

償還期間にわたって均等償却してお

ります。  

社債発行費 

同     左 

(4）重要な引当金の計上

基準 

 ①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

 ①貸倒引当金 

同     左 

   ②賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるため、

期末在籍従業員に対する支給対象期

間に基づく賞与支給見込額の当期負

担額を計上しております。 

 ②賞与引当金 

同     左 

  ③退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債

務を残高として計上しております。 

③退職給付引当金 

同     左 

  ④役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金支給に備えるた

め、内規に基づく当連結会計年度末

要支給額を計上しております。  

④役員退職慰労引当金  

同     左  

  （会計方針の変更） 

役員退職慰労引当金は、従来支出時の

費用として処理しておりましたが、当

連結会計年度より「租税特別措置法上

の準備金及び特別法上の引当金又は準

備金並びに役員退職慰労引当金等に関

する監査上の取扱い」（日本公認会計

士協会 平成19年４月13日 監査・保

証実務委員会報告第42号）を適用し、

連結会計年度末要支給額を役員退職慰

労引当金として、計上する方法に変更

しております。 

この変更により従来の方法によった場

合と比べて、営業損失および経常損失

は9,556千円、税金等調整前当期純損失

は270,954千円多く計上されておりま

す。 

  

                    

(5）重要なリース取引の

処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンスリース取引については、通常の

賃貸借取引に係わる方法に準じた会

計処理によっております。 
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前連結会計年度

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

(6）重要なヘッジ会計の

方法 

①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。 

なお、特例処理に要件を満たす金利

スワップ取引については、特例処理

を採用しております。 

①ヘッジ会計の方法 

同     左 

   ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段  金利スワップ 

ヘッジ対象  借入金 

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同     左 

   ③ヘッジ方針 

金利変動による借入債務の損失可能

性を減殺する目的で行っておりま

す。 

 ③ヘッジ方針 

同     左 

   ④ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段とヘッジ対象資産・負債

に関する重要な条件が同一であり、

かつヘッジ開始時及びその後も継続

して、相場変動またはキャッシュ・

フロー変動を完全に相殺することが

出来るためヘッジ有効性の判定は省

略しております。 

 ④ヘッジ有効性評価の方法 

同     左 

(7）その他連結財務諸表

作成のための重要な

事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式を採用しております。 

消費税等の会計処理 

同     左 

４．連結子会社の資産及び

負債の評価に関する事

項 

連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法によっており

ます。 

同     左 

５．のれんの償却に関する

事項 

のれんについては、５年間で均等償却

しております。  

                   

６．連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金

の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっておりま

す。 

同     左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

  

   

  

表示方法の変更 

  

  

前連結会計年度
（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（リース取引に関する会計基準）  

   所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、当連結会計年度より「リース取引に

関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６

月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30

日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月

18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成

19年３月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。 

   なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続

き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適

用しております。 

   なお、これによる損益に与える影響はありません。  

 前連結会計年度 
（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

  

                   

  

  

  

  

  

   

  

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の

一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府

令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度に

おいて、「たな卸資産」として掲記されていたものは、

当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」「原材

料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結

会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」

「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ36,532千

円、729千円、64,444千円であります。 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成21年２月28日） 

当連結会計年度
（平成22年２月28日） 

※１ 担保に供している資産は次のとおりであります。 ※１ 担保に供している資産は次のとおりであります。 

（工場財団）   

  建物及び構築物   千円439,421

  機械装置及び運搬具  57,960

  土地  1,228,742

  計  1,726,125

（その他）   

  建物及び構築物 千円246,554

  土地  379,908

  計  626,462

（工場財団）   

  建物及び構築物   千円402,363

  機械装置及び運搬具  57,960

  土地  1,228,742

  計  1,689,067

（その他）   

  建物及び構築物 千円236,058

  土地  379,908

  計  615,967

上記に対応する債務 上記に対応する債務 

  

※２ 減価償却累計額        千円   

  

短期借入金 千円1,491,700

長期借入金  527,220

（一年以内返済予定額を 

含む） 

     

計  2,018,920

6,311,001

  

 ※２ 減価償却累計額        千円 

  

短期借入金 千円1,546,500

長期借入金  684,670

（一年以内返済予定額を 

含む） 

     

計  2,231,170

6,528,488

（株）鐘崎　（2912）　平成22年２月期決算短信

-20-



（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費用及び金額は次の

とおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費用及び金額は次の

とおりであります。 

運賃荷造費  千円202,109

広告宣伝費  87,111

販売促進費  108,628

支払手数料  155,878

賃借料  391,243

役員報酬  67,000

給料手当  738,572

賞与引当金繰入額  5,652

退職給付費用  21,782

役員退職慰労引当金繰入

額  

 9,556

法定福利費  84,238

福利厚生費  43,302

租税公課  32,553

減価償却費  104,478

運賃荷造費  千円188,665

広告宣伝費  65,308

販売促進費  104,635

支払手数料  150,556

賃借料  365,170

役員報酬  49,010

給料手当  678,264

賞与引当金繰入額  8,472

退職給付費用  9,412

役員退職慰労引当金繰入

額  

 9,528

法定福利費  81,482

福利厚生費  39,493

租税公課  32,464

減価償却費  81,629

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は 千

円であります。 

37,390 ※２ 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は 千

円であります。 

33,430

※３  ※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。  

                      建物及び構築物         千円 296

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物除却損  千円15,520

機械装置及び運搬具除却損  15,810

工具器具備品除却損  10,754

除却費用  1,072

計  43,157

機械装置及び運搬具除却損  千円11,438

    

    

    

計  11,438
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前連結会計年度
（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

 ※５ (1)減損損失を認識した資産グループの概要    

   (2)減損損失の認識に至った経緯 

地価の下落及び家賃収入の減少により投資額の回

収が見込めなくなったため、減損損失を認識した

ものであります。 

(3)資産のグルーピングの方法 

全社一体のグルーピングをしており、賃貸資産及

び事業の用に直接供していない遊休資産について

は、物件ごとにグルーピングしております。 

(4)回収可能性価額の算定方法等 

当該資産の回収可能性価額は使用価値により測定

しており、その算出にあたっては、将来キャッシ

ュ・フローを ％で割り引いて算出しておりま

す。      

  

用途  種類  場所  減損損失  

賃貸資産  土地  宮城県仙台市  千円  10,059

賃貸資産  建物  宮城県仙台市  千円  5,275

計  千円  15,334

5.0

 ※５       
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前連結会計年度（自平成20年３月１日 至平成21年２月28日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   （変動理由の概要） 

       自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものです。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式                        

普通株式  4,646  －  －  4,646

合計  4,646  －  －  4,646

自己株式                        

普通株式  23  3  －  27

合計  23  3  －  27

  
決議 

株式の種類 
配当金の総額

（千円） 
１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年5月22日 

定時株主総会 
普通株式  13,868  3 平成20年2月29日 平成20年5月23日 

  
決議 

株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 
配当の原資

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年5月21日 

定時株主総会 
普通株式  13,857  利益剰余金  3 平成21年2月28日 平成21年5月22日 
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当連結会計年度（自平成21年３月１日 至平成22年２月28日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   （変動理由の概要） 

       自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものです。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  

  

  

  

  

  

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式                        

普通株式  4,646  －  －  4,646

合計  4,646  －  －  4,646

自己株式                        

普通株式  27  1  －  29

合計  27  1  －  29

  
決議 

株式の種類 
配当金の総額

（千円） 
１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年5月21日 

定時株主総会 
普通株式  13,857  3 平成21年2月28日 平成21年5月22日 

  
決議 

株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 
配当の原資

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成22年5月27日 

定時株主総会 
普通株式  23,085  利益剰余金  5 平成22年2月28日 平成21年5月28日 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成21年2月28日現在） 

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成22年2月28日現在） 

現金及び預金勘定 千円580,051

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  195,000

現金及び現金同等物  385,051

現金及び預金勘定 千円765,321

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  101,000

現金及び現金同等物  664,321
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引 

ファイナンス・リース取引 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

① リース資産の内容 
(ア）有形固定資産 

 製品製造時等における生産設備（機械装置及び
運搬具）であります。 

(イ）無形固定資産 
ソフトウエアであります。 

② リース資産の減価償却の方法 
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「３．会計処理基準に関する事項 （2）重要な減価
償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりでありま
す。 

  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう
ち、リース取引開始日が、平成21年２月28日以前のリ
ース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に
準じた会計処理によっており、その内容は次のとおり
であります。 

  

  

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

機械装置及び
運搬具  187,482  98,109  89,372

工具器具備品  142,056  62,171  79,885

合計  329,538  160,280  169,257

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

機械装置及び
運搬具  183,950  119,398  64,551

工具器具備品  142,056  81,461  60,594

合計  326,006  200,860  125,146

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内 千円44,211

１年超  132,012

合計  176,223

１年内 千円42,455

１年超  89,556

合計  132,012

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 千円50,282

減価償却費相当額  45,248

支払利息相当額  5,731

支払リース料 千円49,020

減価償却費相当額  44,111

支払利息相当額  4,809

４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同     左 

５．利息相当額の算定方法 

リース料相当額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

５．利息相当額の算定方法 

同     左 
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１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

（有価証券関係）

  

前連結会計年度（平成21年２月28日） 当連結会計年度（平成22年２月28日） 

取得原価 
（千円） 

連結貸借対
照表計上額 
（千円） 

差額
（千円） 

取得原価
（千円） 

連結貸借対
照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの 
                                   

(1)株式  11,885  19,048  7,163  23,126  34,662  11,536

(2)債券  －  －  －  －  －  －

(3)その他  －  －  －  －  －  －

小   計  11,885  19,048  7,163  23,126  34,662  11,536

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの 
                                   

(1)株式  18,645  17,470  △1,175  8,790  7,554  △1,235

(2)債券  －  －  －  －  －  －

(3)その他  39,513  29,730  △9,783  37,066  31,212  △5,853

小   計  58,159  47,200  △10,958  45,856  38,766  △7,089

合   計  70,044  66,249  △3,795  68,982  73,429  4,447

種類 

前連結会計年度
（平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（平成22年２月28日） 

連結貸借対照表計上額
（千円） 

連結貸借対照表計上額 
（千円） 

その他有価証券            

非上場株式 

  

債券 

   

 

  

  

  

73,283

－

 

  

  

  

70,283

2,000
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      ３．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他の有価証券 

  

  

  

   ４.その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債権の今後の償還予定額  

  

  

種類 

前連結会計年度 
（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

売却原価 
（千円） 

売却額 
（千円） 

売却損
（千円） 

売却原価
（千円） 

売却額
（千円） 

売却損 
（千円） 

その他有価証券                                    

債券  －  －  －  －  －  －

その他  50,325  50,195  130  680  680  －

  

前連結会計年度（平成21年２月28日） 当連結会計年度（平成22年２月28日） 

１年以内 
  

(千円) 

１年超
５年以内 
(千円)  

５年超 
10年以内 
(千円)  

10年超
  

(千円) 

１年以内
  

(千円) 

１年超
５年以内 
(千円)  

５年超
10年以内 
(千円)  

10年超 
  

(千円)  

1.債券                                                

(1)国債・

地方債等 
 －  －  －  －  －  －  －  －

(2)社債  －  －  －  －  －  2,000  －  －

(3)その他  －  －  －  －  －  －  －  －

合   計  －  －  －  －  －  2,000  －  －
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１．取引の状況に関する事項 

２．取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度（自平成20年３月１日 至平成21年２月28日） 

 デリバティブ取引については、ヘッジ会計が適用されているため注記の対象から除いております。 

  

当連結会計年度（自平成21年３月１日 至平成22年２月28日） 

 デリバティブ取引については、ヘッジ会計が適用されているため注記の対象から除いております。 

  

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度
（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

１．取引の内容 

 金利スワップ取引を利用しております。 

１．取引の内容 

同     左 

２．取引に対する取組方針 

 債権債務の範囲内で取引を行っております。 

２．取引に対する取組方針 

同     左 

３．取引の利用目的 

長期借入金の支払利息に係る金利上昇の影響を一定の

範囲に限定する目的で利用しております。 

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。 

３．取引の利用目的 

同     左 

ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。 

  

ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金 

  

ヘッジ方針 

金利変動による借入債務の損失可能性を減殺する目的

でヘッジを行っております。 

  

ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段とヘッジ対象資産・負債に関する重要な条

件が同一であり、かつヘッジ開始時及びその後も継続

して、相場変動またはキャッシュ・フロー変動を完全

に相殺することが出来るため、ヘッジ有効性の判定は

省略しております。 

  

４．取引に係るリスクの内容 

 市場金利の変動によるリスクを有しております。 

４．取引に係るリスクの内容 

同     左 

５．取引に係るリスク管理体制 

稟議規程に基づいて決裁され、取引の実行及び管理 

は総務部が行っております。 

５．取引に係るリスク管理体制 

同     左 

６．取引の時価等に関する事項についての補足説明 

金利スワップ取引の契約額等（想定元本）は、この 

金額全体がデリバティブ取引に係るリスク量を示し 

ているものではありません。 

６．取引の時価等に関する事項についての補足説明 

同     左 
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１．採用している退職給付制度の概要 

 当社及び連結子会社は確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しております。 

２．退職給付債務に関する事項 

３．退職給付費用に関する事項 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 当社グループは、簡便法を適用しておりますので基礎率等については記載しておりません。なお、退職給付

に係わる期末自己都合要支給額を退職給付債務としております。 

  

前連結会計年度（自平成20年３月１日 至平成21年２月28日） 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自平成21年３月１日 至平成22年２月28日） 

 該当事項はありません。 

  

（退職給付関係）

  前連結会計年度
（平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（平成22年２月28日） 

退職給付債務（千円）  256,722  249,815

退職給付引当金（千円）  256,722  249,815

  前連結会計年度
（平成21年２月28日） 

当連結会計年度 
（平成22年２月28日） 

勤務費用（千円）  35,297  21,751

退職給付費用（千円）  35,297  21,751

（ストック・オプション等関係）
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳 

繰延税金資産 繰延税金資産 

貸倒引当金繰入限度超過額 9,211 千円

賞与引当金繰入限度超過額 3,693  

退職給付引当金繰入超過額 103,664

役員退職慰労引当金繰入超過額 109,411  

税務上の繰越欠損金 239,406

減損損失 6,191

その他有価証券評価差額金 1,532

その他 10,886  

繰延税金資産  小計 483,998  

評価性引当額 △312,356  

繰延税金資産  合計 171,642  

貸倒引当金繰入限度超過額 9,211 千円

賞与引当金繰入限度超過額 5,528  

退職給付引当金繰入超過額 100,875

役員退職慰労引当金繰入超過額 89,797  

税務上の繰越欠損金 153,527

減損損失 6,191

貸倒損失否認  

機械装置除却損否認 

10,554

9,060

その他 10,629  

繰延税金資産  小計 395,378

評価性引当額 △155,612

繰延税金資産  合計 239,765    

  

  

  

  

  

  

  （注）当連結会計年度における繰延税金資産の純額

は、以下の項目に含まれております。 

 繰延税金負債 

  

  

  （注）当連結会計年度における繰延税金資産の純額

は、以下の項目に含まれております。 

その他有価証券評価差額金 1,795

 繰延税金負債合計 1,795  

 繰延税金資産の純額 237,969

当連結会計年度 

(平成21年２月28日現在)

流動資産－繰延税金資産 10,675 千円

固定資産－繰延税金資産 160,966  

当連結会計年度 

(平成22年２月28日現在)

流動資産－繰延税金資産 50,331 千円

固定資産－繰延税金資産 187,638  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率と

の差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率と

の差異の原因となった主な項目別の内訳 

 当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上し

ておりますので、記載を省略しております。 

                                           (％) 

法定実効税率                 

(調整) 

交際費等永久に損金に加算されない項目     

受取配当金等永久に益金に加算されない項目  

住民税均等割                 

評価性引当額の変動額            

(繰越欠損金の期限切れの金額を含む)        

その他                   

税効果会計適用後の法人税等の負担率     

  

  

40.38

1.75

△0.02

6.94

△79.46

△2.48

△32.90
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前連結会計年度（自平成20年３月１日 至平成21年２月28日） 

 水産練製品事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメ

ント資産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。 

  

当連結会計年度（自平成21年３月１日 至平成22年２月28日） 

 水産練製品事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメ

ント資産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。 

  

前連結会計年度（自平成20年３月１日 至平成21年２月28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。 

  

当連結会計年度（自平成21年３月１日 至平成22年２月28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。 

  

前連結会計年度（自平成20年３月１日 至平成21年２月28日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自平成21年３月１日 至平成22年２月28日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自平成20年３月１日 至平成21年２月28日） 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自平成21年３月１日 至平成22年２月28日） 

 決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

(企業結合等関係) 

     前連結会計年度（自平成20年３月１日 至平成21年２月28日） 

       該当事項はありません。 

  

       当連結会計年度（自平成21年３月１日 至平成22年２月28日） 

    該当事項はありません。 

  

(重要な後発事象) 

     前連結会計年度（自平成20年３月１日 至平成21年２月28日） 

     該当事項はありません。  

  

       当連結会計年度（自平成21年３月１日 至平成22年２月28日） 

    該当事項はありません。 

     

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（関連当事者情報）

（株）鐘崎　（2912）　平成22年２月期決算短信

-31-



 （注） １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当連結会計年度
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

１株当たり純資産額 円 銭  341 11

１株当たり当期純損失 円 銭 115 26

１株当たり純資産額 円 銭  389 69

１株当たり当期純利益 円 銭 50 46

 なお、潜在株式調整後１株当たり純利益については、１

株当たり純損失であり、また、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり純利益については、潜

在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度

(自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日) 

当期純利益又は当期純損失(△)（千円）  △532,582  233,003

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は純損失

(△) （千円） 
 △532,582  233,003

期中平均株式数（株）  4,620,672  4,617,572
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年２月28日) 

当事業年度 
(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 576,112 752,267 

売掛金 259,760 214,382 

商品 5,952 － 

製品 29,997 － 

商品及び製品 － 39,301 

仕掛品 729 301 

原材料 46,810 － 

貯蔵品 17,634 － 

原材料及び貯蔵品 － 38,886 

繰延税金資産 8,695 49,187 

その他 22,769 28,580 

貸倒引当金 △3,000 △1,400 

流動資産合計 965,462 1,121,507 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1, 2  1,784,519 ※1, 2  1,680,610 

機械装置及び運搬具（純額） ※1, 2  345,764 ※1, 2  325,287 

工具、器具及び備品（純額） ※2  144,352 ※2  129,696 

土地 ※1  1,750,501 ※1  1,750,501 

リース資産（純額） ※2  － ※2  35,905 

有形固定資産合計 4,025,138 3,922,002 

無形固定資産   

無形固定資産合計 9,961 10,638 

投資その他の資産   

投資有価証券 139,532 145,713 

関係会社株式 19,700 19,700 

出資金 26,005 26,093 

関係会社長期貸付金 58,979 58,979 

従業員に対する長期貸付金 17,100 19,075 

長期前払費用 7,035 7,183 

繰延税金資産 156,869 184,737 

差入保証金 106,859 89,533 

敷金 68,449 58,475 

ゴルフ会員権 21,480 17,080 

その他 46,819 50,011 

貸倒引当金 △12,700 △12,700 

投資その他の資産合計 656,132 663,882 

固定資産合計 4,691,232 4,596,523 

繰延資産   

繰延資産合計 8,373 6,327 

資産合計 5,665,068 5,724,358 
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年２月28日) 

当事業年度 
(平成22年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 101,456 91,256 

短期借入金 ※1  1,641,700 ※1  1,696,500 

1年内返済予定の長期借入金 ※1  259,000 ※1  277,500 

1年内償還予定の社債 420,000 120,000 

リース債務 － 4,550 

未払金 103,558 156,714 

未払法人税等 17,155 17,126 

未払消費税等 5,266 27,646 

預り金 4,468 3,867 

未払費用 3,045 1,815 

賞与引当金 8,900 13,500 

流動負債合計 2,564,551 2,410,477 

固定負債   

社債 580,000 460,000 

長期借入金 ※1  297,000 ※1  434,500 

リース債務 － 31,355 

退職給付引当金 256,722 249,815 

役員退職慰労引当金 270,954 222,381 

その他 670 670 

固定負債合計 1,405,346 1,398,722 

負債合計 3,969,898 3,809,199 

純資産の部   

株主資本   

資本金 617,250 617,250 

資本剰余金   

資本準備金 594,732 594,732 

資本剰余金合計 594,732 594,732 

利益剰余金   

利益準備金 81,200 81,200 

その他利益剰余金   

別途積立金 900,000 350,000 

繰越利益剰余金 △486,299 279,229 

利益剰余金合計 494,900 710,429 

自己株式 △9,450 △9,904 

株主資本合計 1,697,432 1,912,507 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,262 2,651 

評価・換算差額等合計 △2,262 2,651 

純資産合計 1,695,169 1,915,158 

負債純資産合計 5,665,068 5,724,358 
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成22年２月28日) 

売上高   

製品売上高 4,116,511 4,031,322 

商品売上高 207,439 219,724 

売上高合計 4,323,951 4,251,046 

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 35,624 29,997 

当期製品製造原価 2,036,239 1,805,980 

合計 2,071,864 1,835,977 

製品期末たな卸高 29,997 30,249 

製品売上原価 2,041,866 1,805,728 

商品売上原価   

商品期首たな卸高 6,219 5,952 

当期商品仕入高 139,077 143,673 

合計 145,296 149,626 

商品期末たな卸高 5,952 9,052 

商品売上原価 139,343 140,574 

売上原価合計 2,181,210 1,946,302 

売上総利益 2,142,740 2,304,744 

販売費及び一般管理費 ※1, 2  2,265,015 ※1, 2  2,066,648 

営業利益又は営業損失（△） △122,275 238,095 

営業外収益   

受取利息 1,458 1,093 

受取配当金 2,652 1,824 

受取地代家賃 3,152 2,942 

受取手数料 2,171 1,992 

保険返戻金 － 8,495 

雑収入 2,849 1,684 

営業外収益合計 12,284 18,032 

営業外費用   

支払利息 36,545 38,479 

社債利息 10,432 7,302 

社債発行費償却 1,854 2,045 

雑損失 1,099 3,387 

営業外費用合計 49,931 51,214 

経常利益又は経常損失（△） △159,921 204,913 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,000 1,600 

固定資産売却益 ※3  － ※3  296 

特別利益合計 3,000 1,896 
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成22年２月28日) 

特別損失   

貸倒損失 － 26,139 

固定資産除却損 ※4  43,157 ※4  11,438 

役員退職慰労引当金繰入額 261,397 － 

投資有価証券売却損 130 － 

投資有価証券評価損 26,040 － 

減損損失 ※5  15,334 ※5  － 

早期割増退職金 2,257 － 

特別損失合計 348,317 37,577 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △505,239 169,231 

法人税、住民税及び事業税 13,213 11,534 

法人税等調整額 15,041 △71,689 

当期純利益又は当期純損失（△） △533,494 229,386 
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（脚注） 

製造原価明細書

    
前事業年度

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当事業年度
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円）
構成比
（％） 

Ⅰ 材料費    1,166,880  57.3  960,624  53.2

Ⅱ 労務費 ※１  437,251  21.5  438,259  24.3

Ⅲ 経費 ※２  430,631  21.2  406,668  22.5

当期総製造費用    2,034,763  100.0  1,805,551  100.0

期首仕掛品棚卸高    2,206        729      

 計    2,036,969        1,806,281      

期末仕掛品棚卸高    729        301      

当期製品製造原価    2,036,239        1,805,980      

            

前事業年度 
（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当事業年度
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

１．原価計算の方法 

当社の原価計算は、実際等級別総合原価計算によって

おります。 

１．原価計算の方法 

同   左 

２．※１ 労務費の中には、賞与引当金繰入額 千円

及び退職給付費用 千円が含まれておりま

す。 

3,500

13,515

２．※１ 労務費の中には、賞与引当金繰入額 千円

及び退職給付費用 千円が含まれておりま

す。 

5,255

12,339

※２ 経費のうち主なものは、次のとおりでありま

す。 

※２ 経費のうち主なものは、次のとおりでありま

す。 

電力費   千円92,597

衛生費  39,503

消耗器材費  27,457

減価償却費  157,313

電力費   千円82,684

衛生費  37,158

消耗器材費  29,985

減価償却費  139,543
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 

 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 617,250 617,250 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 617,250 617,250 

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 594,732 594,732 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 594,732 594,732 

資本剰余金合計   

前期末残高 594,732 594,732 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 594,732 594,732 

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 81,200 81,200 

当期変動額   

当期変動額合計 －  

当期末残高 81,200 81,200 

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 1,000,000 900,000 

当期変動額   

別途積立金の取崩 △100,000 △550,000 

当期変動額合計 △100,000 △550,000 

当期末残高 900,000 350,000 

繰越利益剰余金   

前期末残高 △38,937 △486,299 

当期変動額   

別途積立金の取崩 100,000 550,000 

剰余金の配当 △13,868 △13,857 

当期純利益又は当期純損失（△） △533,494 229,386 

当期変動額合計 △447,362 765,529 

当期末残高 △486,299 279,229 

利益剰余金合計   

前期末残高 1,042,262 494,900 

当期変動額   

別途積立金の取崩 －  

剰余金の配当 △13,868 △13,857 

当期純利益又は当期純損失（△） △533,494 229,386 

当期変動額合計 △547,362 215,529 

当期末残高 494,900 710,429 

（株）鐘崎　（2912）　平成22年２月期決算短信

-38-



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年３月１日 

 至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

自己株式   

前期末残高 △8,383 △9,450 

当期変動額   

自己株式の取得 △1,067 △454 

当期変動額合計 △1,067 △454 

当期末残高 △9,450 △9,904 

株主資本合計   

前期末残高 2,245,861 1,697,432 

当期変動額   

剰余金の配当 △13,868 △13,857 

当期純利益又は当期純損失（△） △533,494 229,386 

自己株式の取得 △1,067 △454 

当期変動額合計 △548,429 215,074 

当期末残高 1,697,432 1,912,507 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 12,010 △2,262 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14,272 4,914 

当期変動額合計 △14,272 4,914 

当期末残高 △2,262 2,651 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 12,010 △2,262 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14,272 4,914 

当期変動額合計 △14,272 4,914 

当期末残高 △2,262 2,651 

純資産合計   

前期末残高 2,257,871 1,695,169 

当期変動額   

剰余金の配当 △13,868 △13,857 

当期純利益又は当期純損失（△） △533,494 229,386 

自己株式の取得 △1,067 △454 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14,272 4,914 

当期変動額合計 △562,702 219,989 

当期末残高 1,695,169 1,915,158 

（株）鐘崎　（2912）　平成22年２月期決算短信

-39-



 該当事項はありません。  

  

  

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当事業年度
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

子会社株式 

総平均法による原価法によっておりま

す。 

子会社株式 

同   左  

  その他有価証券 

  時価のあるもの 

   決算期末日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は総平均法

により算定） 

その他有価証券 

  時価のあるもの 

同   左  

  時価のないもの 

総平均法による原価法 

   時価のないもの 

同   左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品、製品、原材料及び仕掛品 

総平均法による原価法 

商品、 製品、原材料及び仕掛品 

   総平均法による原価法(貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定)を採用しておりま

す。  

  

  

貯蔵品 

最終仕入原価法による原価法 

 貯蔵品 

   最終仕入原価法による原価法((貸借

対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定)を採用

しております。  

  

（会計方針の変更） 

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、

当事業年度より「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日公表分)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(貸借対照表価額については収益

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。 
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項目 
前事業年度

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当事業年度
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

３．固定資産の減価償却の方

法 

有形固定資産 

定率法を採用しております。 

ただし、大和工場については定額法を

採用しております。 

また、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く）につい

ては定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物       10年 ～ 39年 

機械及び装置   ８年 

有形固定資産 

定率法を採用しております。 

ただし、大和工場については定額法を

採用しております。 

また、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く）につい

ては定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

 建物及び構築物 10年 ～ 39年 

 機械装置         10年 

(追加情報) 

  当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、当事業年度

より、10年に変更いたしました。 

  この変更により営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益がそれ

ぞれ11,211千円増加しております。 

  

   

          

  無形固定資産 

定額法を採用しております。 

自社利用のソフトウェアについては社

内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法によっております。 

無形固定資産 

同   左 

  

  

  

  

                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

長期前払費用 

定額法を採用しております。 

  

リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しており

ます。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始

日が平成21年２月28日以前のリース

取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によっ

ております。 

   

長期前払費用 

同   左 

４．繰延資産の処理方法 社債発行費 

償還期間にわたって均等償却しており

ます。 

社債発行費 

       同   左 
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項目 
前事業年度

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当事業年度
（自 平成21年３月１日  
至 平成22年２月28日） 

５．引当金の計上基準 (１)貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

(１)貸倒引当金 

同   左 

  (２)賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるため、

期末在籍従業員に対する支給対象期

間に基づく賞与支給見込額の当期負

担額を計上しております。 

(２)賞与引当金 

同   左 

  (３)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務を

残高として計上しております。 

(３)退職給付引当金 

同   左 

  (４)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金支給に備えるた

め、内規に基づく当事業年度末要支

給額を計上しております。 

(４)役員退職慰労引当金  

      同   左 

   （会計方針の変更） 

役員退職慰労金は、従来支出時の費用

として処理しておりましたが、当事業

年度より「租税特別措置法上の準備金

及び特別法上の引当金又は準備金並び

に役員退職慰労引当金等に関する監査

上の取扱い」（日本公認会計士協会 

平成19年４月13日 監査・保証実務委

員会報告第42号）を適用し、事業年度

末要支給額を役員退職慰労引当金とし

て、計上する方法に変更しておりま

す。 

この変更により従来の方法によった場

合と比べて、営業損失および経常損失

は9,556千円、税引前当期純損失は

270,954千円多く計上されております。 

  

                   

  

 ６．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。   
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  会計処理方法の変更 

  

   

 項目 
前事業年度

（自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日） 

当事業年度
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

７．ヘッジ会計の方法 (１)ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。 

なお、特例処理の要件を満たす金利

スワップ取引については、特例処理

を採用しております。 

(１)ヘッジ会計の方法 

同   左 

  (２)ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金 

(２)ヘッジ手段とヘッジ対象 

同   左 

  (３)ヘッジ方針 

金利変動による借入債務の損失可能

性を減殺する目的で行っておりま

す。 

(３)ヘッジ方針 

同   左 

  (４)ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段とヘッジ対象資産・負債

に関する重要な条件が同一であり、

かつヘッジ開始時及びその後も継続

して、相場変動またはキャッシュ・

フロー変動を完全に相殺することが

できるため、ヘッジ有効性の判定は

省略しております。 

(４)ヘッジ有効性評価の方法 

同   左 

８．消費税等の会計処理 税抜方式によっております。 同   左 

前事業年度 
（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当事業年度
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（リース取引に関する会計基準）  

   所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、当事業年度より「リース取引に関す

る会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17

日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18

日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19

年３月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。 

   なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続

き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適

用しております。 

 なお、これによる損益に与える影響はありません。  
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年２月28日） 

当事業年度
（平成22年２月28日） 

※１ 担保に供している資産は次のとおりであります。 ※１ 担保に供している資産は次のとおりであります。 

（工場財団）     

建物 439,421千円 

機械装置 57,960  

土地 1,228,742  

計 1,726,125  

（その他）     

建物 246,554千円 

土地 324,705  

計 571,259  

（工場財団）     

建物 402,363千円 

機械装置 57,960  

土地 1,228,742  

計 1,689,067  

（その他）     

建物 236,058千円 

土地 324,705  

計 560,763  

上記に対応する債務 上記に対応する債務 

短期借入金 1,441,700千円 

長期借入金 456,000  

（一年以内返済予定額を含む）   

計 1,897,700  

短期借入金 1,496,500千円 

長期借入金 622,000  

（一年以内返済予定額を含む）   

計 2,118,500  

  

※２ 減価償却累計額            千円 

  

※３ 債務保証 

 子会社海風堂株式会社の銀行借入金に対して、

千円の債務保証を行っております。 

6,196,918

121,220

  

※２ 減価償却累計額           千円 

  

※３ 債務保証 

 子会社海風堂株式会社の銀行借入金に対して、

千円の債務保証を行っております。 

6,413,060

112,670
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（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当事業年度
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

※１ 販売費と一般管理費のおおよその割合は次のとおり

であります。 

※１ 販売費と一般管理費のおおよその割合は次のとおり

であります。 

販売費 ％87

一般管理費 ％13

販売費 ％86

一般管理費 ％14

 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次

のとおりであります。 

 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次

のとおりであります。 

運賃荷造費 千円200,752

広告宣伝費  86,633

販売促進費  108,421

支払手数料  144,152

賃借料  394,490

役員報酬  62,200

給料手当  724,741

賞与引当金繰入額  5,400

退職給付費用  21,782

役員退職慰労引当金繰入額     9,556

法定福利費  81,773

福利厚生費  43,226

租税公課  31,828

減価償却費  102,913

運賃荷造費 千円186,645

広告宣伝費  64,863

販売促進費  104,362

支払手数料  138,639

賃借料  368,798

役員報酬  44,210

給料手当  665,112

賞与引当金繰入額  8,244

退職給付費用  9,412

役員退職慰労引当金繰入額     9,528

法定福利費  79,002

福利厚生費  39,440

租税公課  31,776

減価償却費  80,284

※２ 研究開発費の総額 

 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、

千円であります。 

37,390

※２ 研究開発費の総額 

 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、

千円であります。 

33,430

 ※３  

                      

 ※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

     建物                 千円 296

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物除却 千円14,363

構築物除却  1,157

機械装置除却  15,441

車両運搬具除却  368

工具器具備品除却  10,754

除却費用  1,072

計  43,157

機械装置除却 千円11,438

     

    

    

    

    

計  11,438
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前事業年度 
（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当事業年度
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

※５ 減損損失  

   (1)減損損失を認識した資産グループの概要  

   (2)減損損失の認識に至った経緯 

    地価の下落及び家賃収入の減少により投資額の

回収が見込めなくなったため、減損損失を認識し

たものであります。 

   （3）資産のグルーピングの方法 

    全社一体のグルーピングをしており、賃貸資産

及び事業の用に直接供していない遊休資産につい

ては、物件ごとにグルーピングしております。 

    (4)回収可能性価額の算定方法等 

    当該資産の回収可能性額は使用価値により測定

しており、その算出にあたっては、将来キャッシ

ュ・フローを %で割り引いて算出しておりま

す。  

  

用途  種類  場所  減損損失  

賃貸資産  土地  宮城県仙台市  千円 10,059

賃貸資産  建物  宮城県仙台市  千円 5,275

計  千円 15,334

5.0

※５ 
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前事業年度（自平成20年３月１日 至平成21年２月28日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  （変動理由の概要） 

     増加は単元未満株式の買取によるものであります。 

  

当事業年度（自平成21年３月１日 至平成22年２月28日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  （変動理由の概要） 

     増加は単元未満株式の買取によるものであります。 

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
前期末株式数 

（千株） 
当期増加株式数

（千株） 
当期減少株式数

（千株） 
当期末株式数 
（千株） 

自己株式                        

普通株式  23  3  －  27

合計  23  3  －  27

  
前期末株式数 

（千株） 
当期増加株式数

（千株） 
当期減少株式数

（千株） 
当期末株式数 
（千株） 

自己株式                        

普通株式  27  1  －  29

合計  27  1  －  29
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（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当事業年度
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引 

ファイナンス・リース取引 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

  

① リース資産の内容 
(ア）有形固定資産 

製品製造時等事業における生産設備（機械装置
及び運搬具）であります。 

(イ）無形固定資産 
ソフトウエアであります。 

② リース資産の減価償却の方法 
重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」
に記載のとおりであります。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう
ち、リース取引開始日が、平成21年２月28日以前の
リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方
法に準じた会計処理によっており、その内容は次の
とおりであります。 

   

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

機械及び装置  148,881  78,763  70,117

車両及び運搬
具  38,600  19,345  19,255

工具器具備品  142,056  62,171  79,885

合計  329,538  160,280  169,257

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

機械及び装置  148,881  96,453  52,428

車両及び運搬
具  35,068  22,945  12,123

工具器具備品  142,056  81,461  60,594

合計  326,006  200,860  125,146

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内 44,211千円 

１年超 132,012  

合計 176,223  

１年内 42,455千円 

１年超 89,556  

合計 132,012  

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 50,282千円 

減価償却費相当額 45,248  

支払利息相当額 5,731  

支払リース料 49,020千円 

減価償却費相当額 44,111  

支払利息相当額 4,809  

４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同     左 

５．利息相当額の算定方法 

リース料相当額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

５．利息相当額の算定方法 

同     左 
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前事業年度（平成21年２月28日現在） 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当事業年度（平成22年２月28日現在） 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 

  

  

  

  

（有価証券関係）

（税効果会計関係）

前事業年度 
（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当事業年度
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳 

繰延税金資産 繰延税金資産 

貸倒引当金繰入限度超過額      千円6,256

賞与引当金繰入限度超過額  3,593

退職給付引当金繰入超過額  103,664

役員退職慰労引当金繰入額  109,411

減損損失  6,191

その他有価証券評価差額金  1,532

税務上の繰越欠損金  190,473

その他  8,092

繰延税金資産  小計  429,217

評価性引当額  △263,652

繰延税金資産  合計  165,565

 繰延税金資産の純額  165,565
 繰延税金負債 

  

貸倒引当金繰入限度超過額 6,256 千円

賞与引当金繰入限度超過額 5,451  

退職給付引当金繰入超過額 100,875

役員退職慰労引当金繰入超過額 89,797  

税務上の繰越欠損金 113,091

減損損失 6,191

貸倒損失否認  

機械装置除却損否認 

10,554

9,060

その他 8,413  

繰延税金資産  小計 349,693

評価性引当額 △113,972

  繰延税金資産  合計 235,721

その他有価証券評価差額金 1,795

 繰延税金負債合計 1,795  

 繰延税金資産の純額 233,925

 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率と

   の差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率と 

  の差異の原因となった主な項目別の内訳 

 当事業年度は、税引前当期純損失を計上しております

ので記載を省略しております。 

                         (％)  

法定実効税率                 

(調整) 

交際費等永久に損金に加算されない項目     

受取配当金等永久に益金に加算されない項目  

住民税均等割                 

評価性引当額の変動額            

その他                   

税効果会計適用後の法人税等の負担率     

  

40.38

1.81

△0.02

6.93

△81.84

△2.81

△35.55
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 （注） １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年３月１日 

至 平成21年２月28日） 

当事業年度
（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

１株当たり純資産額 367円00銭

１株当たり当期純損失 115円46銭

１株当たり純資産額   414円80銭

１株当たり当期純利益   49円68銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり純利益については、１

株当たり純損失であり、また、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり純利益については、潜

在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
前事業年度

(自 平成20年３月１日 
至 平成21年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日) 

当期純利益又は純損失(△)（千円）  △533,494  229,386

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は損失(△)

（千円） 
 △533,494  229,386

期中平均株式数（株）  4,620,672  4,617,572

（株）鐘崎　（2912）　平成22年２月期決算短信

-50-



(1）役員の異動 

該当事項はありません。  

  

  

(2）その他 

該当事項はありません。 

  

  

６．その他
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