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1.  平成23年2月期第1四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22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 ％

23年2月期第1四半期 774 0.7 △92 ― △105 ― △64 ―

22年2月期第1四半期 769 ― △98 ― △109 ― △112 ―

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

23年2月期第1四半期 △14.20 ―

22年2月期第1四半期 △24.36 ―

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

23年2月期第1四半期 5,494 1,607 29.3 376.23
22年2月期 5,735 1,799 31.4 389.69

（参考） 自己資本   23年2月期第1四半期  1,607百万円 22年2月期  1,799百万円

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

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

22年2月期 ― ― ― 5.00 5.00
23年2月期 ―

23年2月期 
（予想）

― ― 5.00 5.00

3.  平成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）

（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

2,070 △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) 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） 

(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。 

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） 23年2月期第1四半期 4,646,400株 22年2月期  4,646,400株

② 期末自己株式数 23年2月期第1四半期  373,342株 22年2月期  29,342株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 23年2月期第1四半期 4,531,058株 22年2月期第1四半期 4,618,231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、一部に回復の兆しが見えるものの、雇用環境や所得水準はい

まだに低迷していることから厳しい環境が続いております。 

このような状況の下、当社グループは引き続き「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

理の強化と他社との差別化を図るために商品力の強化及び原点に立ち返り蒲鉾の基礎を徹底的に学ぶなど従業員教育

を実施してまいりました。 

また、「おいしさ楽しく」の理念のもとお客様の視点に立ち、魅力あるこだわりの商品を提供するとともに、ギ

フトシーズンに引き続きTVCMを展開し「ぷっくらなら 鐘崎。」のアピールをより積極的に推し進めました。 

さらに、お客様満足度向上のために「七夕館」・「食品館」の施設において一部リニューアルを実施するととも

に、お客様に今まで以上に楽しんでいただき、良い思い出づくりができるよう施設を整備いたしました。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は774百万円（前年同期比0.7%増）となり、経費におきまして

は、主原料価格の安定及び生産性の向上並びに販売費及び一般管理費の経費削減に取組み、収益力の向上に努めた結

果、営業損益は92百万円の損失（前年同期は98百万円の損失）、経常損益は105百万円の損失（前年同期は109百万円

の損失）、四半期純損益は64百万円の損失（前年同期は112百万円の損失）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月～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24.8％減少し、852百万円となりました。これは主として、現金及び

預金が356百万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、前連結会計年度末とほぼ同額の2,454百万円となりました。 

  なお、固定負債についても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10.6％減少し、1,607百万円となりました。これは主として、自己株式

の増加103百万円及び、利益剰余金が87百万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363百万円減少

し、301百万円となりました。 

  (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62百万円などがあったもの

の、税金等調整前四半期純損失105百万円や売上債権の増加27百万円などがあったため、29百万円の減少(前年

同期比40百万円の増加)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62百万円、敷金・保証金の差入

による支出額が30百万円などがあったため、98百万円の減少(前年同期比188百万円の減少)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200百万円あったものの、長期借入金の返

済による支出162百万円、社債償還に伴う支出60百万円、自己株式の取得による支出103百万円などがあったた

め、235百万円の減少(前年同期比165百万円の減少)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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平成22年４月13日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

  

  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待つ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。  

  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

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22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22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 409,084 765,321

受取手形及び売掛金 239,526 212,021

商品及び製品 46,632 39,906

仕掛品 114 301

原材料及び貯蔵品 34,114 38,886

繰延税金資産 94,782 50,331

その他 29,995 29,260

貸倒引当金 △1,400 △1,400

流動資産合計 852,850 1,134,628

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,677,866 1,690,589

機械装置及び運搬具（純額） 333,775 328,187

土地 1,805,705 1,805,705

リース資産（純額） 40,964 35,905

その他（純額） 129,486 130,258

有形固定資産合計 3,987,798 3,990,646

無形固定資産 27,466 11,158

投資その他の資産   

投資有価証券 144,237 145,713

繰延税金資産 187,522 187,638

その他 308,596 279,665

貸倒引当金 △20,163 △20,163

投資その他の資産合計 620,193 592,854

固定資産合計 4,635,458 4,594,659

繰延資産 5,816 6,327

資産合計 5,494,125 5,735,616

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 156,370 93,759

短期借入金 1,986,486 2,046,668

1年内償還予定の社債 120,000 120,000

リース債務 9,044 4,550

未払法人税等 5,533 17,566

賞与引当金 18,390 13,695

その他 158,540 188,737

流動負債合計 2,454,364 2,484,976

固定負債   

社債 400,000 460,000

長期借入金 500,571 487,202

リース債務 48,906 31,355

退職給付引当金 257,252 249,815

役員退職慰労引当金 224,698 222,381
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年２月28日) 

その他 670 670

固定負債合計 1,432,098 1,451,424

負債合計 3,886,462 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 507,133 594,485

自己株式 △113,448 △9,904

株主資本合計 1,605,666 1,796,563

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,995 2,651

評価・換算差額等合計 1,995 2,651

純資産合計 1,607,662 1,799,214

負債純資産合計 5,494,125 5,735,616
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

売上高 769,877 774,898

売上原価 411,932 393,844

売上総利益 357,945 381,053

販売費及び一般管理費 455,977 473,282

営業損失（△） △98,031 △92,228

営業外収益   

受取利息 752 245

その他 1,846 1,983

営業外収益合計 2,598 2,229

営業外費用   

支払利息 12,907 13,700

その他 952 1,436

営業外費用合計 13,860 15,136

経常損失（△） △109,293 △105,135

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 △105,135

法人税等 3,493 △40,816

四半期純損失（△） △112,490 △64,318
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22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 △105,135

減価償却費 53,026 53,484

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,015 4,695

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,354 7,436

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △55,789 2,317

受取利息及び受取配当金 △752 △245

支払利息 12,907 13,700

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 △27,504

たな卸資産の増減額（△は増加） 303 △1,767

その他の流動資産の増減額（△は増加） △5,418 △1,073

仕入債務の増減額（△は減少） 56,152 62,610

その他の流動負債の増減額（△は減少） 47,110 5,887

その他 △7,860 △18,283

小計 △49,384 △3,879

利息及び配当金の受取額 752 245

利息の支払額 △12,475 △13,721

法人税等の支払額 △8,621 △12,048

営業活動によるキャッシュ・フロー △69,727 △29,402

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 △7,000

有形固定資産の取得による支出 △6,783 △62,193

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 △300

敷金及び保証金の差入による支出 △27 △30,000

敷金及び保証金の回収による収入 173 854

その他 △3,319 511

投資活動によるキャッシュ・フロー 90,632 △98,127

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 △84,200

長期借入れによる収入 120,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △80,330 △162,613

社債の償還による支出 △60,000 △60,000

自己株式の取得による支出 △268 △103,544

配当金の支払額 △13,877 △23,088

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △2,261

財務活動によるキャッシュ・フロー △70,676 △235,706

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △49,772 △363,236

現金及び現金同等物の期首残高 385,051 664,321

現金及び現金同等物の四半期末残高 335,279 301,084
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 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22年３月１日 至 平成22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22年３月１日 至 平成22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。  

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22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。  

  

   

  当社は、平成22年５月18日開催の取締役会において、自己株式を取得することを決議し、平成22年５月19日

に自己株式344,000株、103,544千円を取得しました。この結果、当第１四半期連結会計期間末において、自己

株式は373,342株、113,448千円となっております。 

  

   

   

   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

６．その他の情報

（株）鐘崎　（2912）平成23年2月期第1四半期決算短信

-9--9-




