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１．平成19年９月中間期の業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 5,042 1.0 21 － 1 － △23 －

18年９月中間期 4,993 △1.7 △132 － △153 － △200 －

19年３月期 10,478 0.9 150 △55.8 110 △61.9 3 △97.0

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年９月中間期 △16 33 － －

18年９月中間期 △140 12 － －

19年３月期 2 17 － －

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３月期 －百万円

(2）財政状態

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

19年９月中間期 6,484 1,744 26.9 1,219 78

18年９月中間期 6,523 1,641 25.2 1,147 89

19年３月期 6,702 1,842 27.5 1,288 39

（参考）自己資本 19年９月中間期 1,744百万円 18年９月中間期 1,641百万円 19年３月期 1,842百万円

(3）キャッシュ・フローの状況

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

19年９月中間期 383 △56 △200 351

18年９月中間期 △12 △8 △194 161

19年３月期 205 △41 △316 224

２．配当の状況

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 － － 50 00 50 00

20年３月期 0 00 －

20年３月期（予想） － 50 00 50 00

３．平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％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
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 10,906 4.1 244 61.7 203 84.3 107 － 75 17

－ 1 －



４．その他

(1）中間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（中間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）

①　会計基準等の改正に伴う変更 　有

②　①以外の変更　　　　　　　 　無

（注）詳細は、16ページ「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年９月中間期 1,430,000株 18年９月中間期 1,430,000株 19年３月期 1,430,000株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 0株 18年９月中間期 0株 19年３月期 0株

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、30ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の3ページ「１.経営成績（1）経営成績に関する分析」を参照して下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  当中間会計期間におけるわが国経済は、米国経済の景気減退や原油価格の動向など懸念はあるものの、大企業を中

心とした企業収益の改善や堅調な設備投資、個人消費の持ち直しにより、景気は回復基調が続いております。

　当社が属する冷凍食品業界におきましては、ミートホープ社関連の問題や中国製品に対する安全性懸念の問題なら

びに家庭用製品の値引や原材料価格の高騰等により、引き続き厳しい状況が続いております。

　このような情勢を鑑みて当社では、家庭用主力製品であります「鶏つくね串」「肉だんご」のリニューアルや販売

が好調な業務用の「豆腐製品」「肉だんごタレなし製品」の新製品の開発および販売に経営資源の投入を積極的に行っ

ております。

　販売面では、家庭用は今春リニューアル発売しました「鶏つくね串」「肉だんご」と「エビのチリソース煮」の主

力製品３品が堅調に推移しましたが、昨年好調でした「チキンポテト揚げ」の販売が不調であったため、売上高は家

庭用全体では、2,261百万円（前年同期比2.8％減）となりました。業務用は、「豆腐製品」「肉だんごタレなし製品」

が引き続き好調に推移しましたので、業務用全体では2,781百万円（前年同期比4.3％増）となりました。

　また、利益面では、世界的な穀物価格上昇による家畜飼料高や原油高等で、原材料は高騰しておりますが、家庭用

のオープン価格導入と値引販売の見直し等により改善ができたことおよび物流費・人件費などの販売費および一般管

理費が減少したことなどにより、営業利益は21百万円（前年同期は営業損失132百万円）、経常利益は1百万円（前年

同期は経常損失153百万円）となりました。さらに、ゴルフ会員権評価損10百万円等を特別損失に計上しましたことな

どにより、当中間会計期間の中間純損失は23百万円（前年同期は中間純損失200百万円）となりました。

 　 通期の見通しにつきましては、営業部門におきましては、家庭用製品では引き続き「鶏つくね串」「肉だんご」、

　業務用製品では「豆腐製品」「肉だんごタレなし製品」の拡販および年末商材による売上の確保を図ってまいりま

　す。また、生産部門におきましては、生産設備の更新等により作業の効率化と生産性の向上に努め、収益改善に取り

　組んでまいります。

　　これらのことによりまして、平成20年３月期につきましては、売上高10,906百万円、経常利益203百万円、当期純

  利益107百万円を見込んでおります。

 

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

（資産）

 　 当中間会計期間末における総資産は、前中間会計期間末に比べ38百万円減少し、6,484百万円となりました。流

  動資産は、受取手形、売掛金などの減少があったものの、現金及び預金が増加しましたので、前中間会計期間末に

  比べ、71百万円増加し、4,246百万円となりました。固定資産は、除却の発生と減価償却費の計上により有形固定

  資産が減少したことにより、前中間会計期間末に比べ107百万円減少し、2,236百万円となりました。繰延資産は、

  新株発行費を償却したことにより減少し、1百万円となりました。

（負債）

 　 当中間会計期間末における負債は、前中間会計期間末に比べ141百万円減少し、4,740百万円となりました。流動

　負債は、支払手形（設備関係支払手形を含む）、買掛金の増加があったものの、１年以内返済予定長期借入金、未

　払金が減少しましたので、前中間会計期間末に比べ42百万円減少し、3,368百万円となりました。固定負債は、退

　職給付引当金の増加があったものの、長期借入金の減少により、前中間会計期間末に比べ98百万円減少し、1,371

　百万円となりました。

（純資産）

 　 当中間会計期間末における純資産は、その他有価証券評価差額金の減少があったものの、利益剰余金が増加しま

　したので、前中間会計期間末に比べ102百万円増加し、1,744百万円となりました。

 

②キャッシュ・フローの状況 

 　 当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べ127百万円増加し

　当中間会計期間末には、351百万円となりました。

 　 当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

 (営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　当中間会計期間において営業活動の結果、得られた資金は383百万円（前中間会計期間は12百万円の支出）とな

　りました。これは主に、仕入債務の減少額20百万円、利息の支払額14百万円などにより資金が減少したものの、減

　価償却費の計上107百万円、たな卸資産の減少額255百万円などにより資金が増加したことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　当中間会計期間において投資活動の結果、使用した資金は56百万円（前年同期比588.8％増）となりました。こ

　れは主に、有形固定資産の取得による資金の減少が58百万円あったことなどによるものであります。
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　当中間会計期間において財務活動の結果、使用した資金は200百万円（前年同期比3.1％増）となりました。これ

　は主に、長期借入金の返済128百万円、配当金の支払額71百万円による資金の減少があったことによるものであり

　ます。

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期 平成19年9月期

 自己資本比率（％） 23.0 29.5 27.5 26.9

 時価ベースの自己資本比率（％） ― 41.8 30.5 30.9

 債務償還年数（年） 8.3 6.1 9.2 2.3

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 6.6 9.8 6.0 26.2

 

 （注）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

 　　　債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

 　　　　（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。）

　　　 インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

　　 ＊営業キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを利用しております。有利子負債は、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全ての負債を対象としております。

　　 ＊平成18年3月9日上場のため時価ベースの自己資本比率は平成18年3月期より記載しております。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

  当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定

した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。

　内部留保資金につきましては、今まで以上にコスト競争力を高め、高度化する市場ニーズや経営環境に応えるべく

生産設備の充実や財務体質の強化等に有効活用してまいりたいと考えております。

　当期の配当につきましては、厳しい経営環境にありますが安定配当を前提としまして、１株当たり50円を予定して

おります。

 

(4）事業等のリスク

  本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある

事項には、以下のようなものがあります。

　なお、文中の将来に関する事項は、本中間決算短信提出日現在において当社が判断したものであります。

　①原材料価格及び確保について

　　当社は畜肉、エビ、鶏卵、油等の原材料および包装材料を仕入れて製造しておりますが、穀物高による原材料価

　格の高騰や原油高による包装材料価格の高騰が、想定している価格を大幅に超え上昇したり、品薄等により原材料

　の入手が困難な状況になった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　②主力商品の販売について

  　当社は、主力製品のうち「肉だんご」「鶏つくね串」「エビのチリソース」の３品目につきましては、その大部

　分を自社工場で製造しており主要な収益源となっております。これらの商品の販売状況が悪化した場合には、製造

　ラインの変更等により対応いたしますが、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　③品質管理について

　　当社は、「安全・安心」を基本方針とし、お客様の信頼に応えていくべく企業努力をしております。「ＩＳＯ９

　００１シリーズ」の認証取得を機会に全社で品質管理に取組み、また、トレーサビリティシステム（個体履歴情報

　管理システム）の確立へ取組んでおりますのは、その企業活動の一環であります。しかし、クレーム発生等により

　大規模な商品回収等が発生した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　④委託製造への依存について

　　当社は、主力商品につきましては自社製造しておりますが、約半数は委託製造に依存しております。当社としま

　しては、管理体制の強化を図っておりますが、何らかの原因により主要委託先での製造ができなくなった場合は、

　当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

　⑤労働力について

　　当社は、少子高齢化への対応及びコストダウンのため、ここ数年退職者の補充を抑えることで従業員数を減少さ

　せてまいりました。今後も、日本の労働人口は減少が予想され、当社としましては、機械化・製造業務委託の強化
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　等により対応してまいりますが、今後必要な労働力が何らかの理由により確保できない場合には、当社の業績に影

　響を及ぼす可能性があります。

　⑥法的規制について

　　当社の事業に関しての法的規制は次のとおりであります。

　　①食品衛生法②食品表示に関する法律③製造物責任法（ＰＬ法）等があります。これらの法的規制が強化された

　場合には、管理コストや設備投資等の新たな費用が発生すること等により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があ

　ります。

　⑦加ト吉グループとの関係について

　　㈱加ト吉は当社の親会社であり、資本関係、人的関係及び取引関係があります。

　　資本関係につきましては、㈱加ト吉は、平成19年9月30日現在、当社株式の46.99％を同社が保有し、同社の子会

　社である加ト吉水産㈱が27.97％保有しております。加ト吉グループは、事業内容の区分により「食品事業」「サ

　－ビス事業」の２事業部門81社から構成されており、当社は、「食品事業」の内、「国内における食品の加工・

　製造・販売」に属しております。

　　取引関係につきましては、当社は、㈱加ト吉と「仕入業務委託契約」を締結しており、仕入業務の効率化により

　グループのメリットを享受しております。

　　また、当社の取締役７名のうち３名が㈱加ト吉の役員を、１名が同社の従業員を兼務しております。これは、当

　社の業務執行に関する決定に参加し助言を得ることを目的として招聘したものであります。

　　これらの関係に変化が生じた場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
 　 当社は、㈱加ト吉の連結子会社であり、同社を中心とする企業集団の一員となっております。加ト吉グループは、

　事業内容の区分により「食品事業」「サービス事業」の２事業部門81社から構成されており、当社は、「食品事業

　」の内、「国内における食品の加工・製造・販売」に属しております。

　　当社は、創業以来、冷凍食品事業に特化して事業展開してまいりました。当社を除く加ト吉グループにおきまして

　も、冷凍食品事業を展開しておりますが、その大きな違いは、当社の製品は「完全調理済冷凍食品」の和・中惣菜の

　製造・販売を事業の柱にしているのに対し、当社を除く加ト吉グループの冷凍食品事業は、コロッケ・フライ等の解

　凍後の調理を要する製品及び麺類・米飯類の製造・販売を事業の柱にしている点にあります。

　　「完全調理済冷凍食品」は、冷凍食品のもつ「保存性」に加え、電子レンジや熱湯による加熱解凍または流水解凍

　して食することができるという「簡便性」を兼ね備えている点がその特徴であり、家庭用におきましては調理時間の

　短縮化や後片付けの簡素化が図れるという特徴があり、業務用におきましては「調理技術の未熟なアルバイト等でも

　均質な仕上がりが期待できる」といった特徴を兼ね備えております。

　　当社は、創業以来、この製造技術の研鑽につとめ「肉だんご」「鶏つくね串」「エビのチリソース」「若鶏の八幡

　巻」といった、美味しさと簡便性を両立させた惣菜製品の成功により、専業メーカーとして会社を成長させてまいり

　ました。この方向性は、平成12年３月の加ト吉グループ入り後も全く変化しておらす、食品メーカーとしての加ト吉

　グループの総合力を仕入れや製造において活用しながら、市場における競争力を高め、付加価値の高い惣菜製品の開

　発により、事業を伸長させていくことが、当社の役割であると考えております。

　　当社の主な取扱商品は、次のとおりであります。

　　（１）家庭用

　　　　　　和風惣菜類：鶏つくね串、おべんとう焼とり串、おべんとう揚げだし豆腐、丼の具他

　　　　　　中華惣菜類：肉だんご、エビのチリソース

　　　　　　洋風惣菜類：チーズちくわ他

　　　　　　畜肉巻物類：ミニ若鳥八幡巻、二色巻他

　　　　　　そ　の　他：チキンポテト揚げ、お野菜ハンバーグ他

　　（２）業務用

　　　　　　和風惣菜類：つくね串各種、豆腐製品各種、若鳥もも照焼、筑前煮、丼の具他

　　　　　　中華惣菜類：肉だんご各種、エビのチリソース煮各種他

　　　　　　洋風惣菜類：フライ製品各種、玉子製品各種他

　　　　　　畜肉巻物類：若鳥八幡巻、若鳥二色巻、チキンロールスライス、牛肉巻他

　　　　　　そ　の　他：ハンバーグ各種、ソース各種他

 

[ 事業系統図 ]
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  当社は、創業以来、冷凍食品事業に特化して事業展開をしてまいりました。当社を除く加ト吉グループも冷凍食品

事業を展開しておりますが、当社の特徴を生かした独自のブランドで事業を成長させていくことが、加ト吉グループ

における当社の役割であり、事業の成長に見合った利益配分を実施していくことが当社の株主との信頼関係を維持し

ていく方法であると考えております。当社の経営方針、事業展開方針は次のとおりであります。

 (ａ) 経営理念

     「豊かな食生活は美味しさから」を経営理念としており、完全調理済冷凍食品のパイオニアとして、「美味し

　　さ」にこだわった製品の提供に努めております。

 (ｂ) 基本方針

　　 「安全・安心」を基本方針としており、品質管理に注力し、お客様に安心して食していただける製品の提供に

　　 努めております。

（ｃ）事業展開方針

　　  当社の主力製品であります「肉だんご類」「鶏つくね串類」が含まれます「冷凍ミートボール」の分野におき

　  まして、当社のシェアは業界トップとなっております。当社の冷凍食品業界における存在意義を高めていくため

 　 には、このシェアを更に伸ばし、当社のコアビジネスとして確立していく必要があると考えております。家庭用

　  業務用を問わずこの分野においては積極的な事業展開を行ってまいります。また、「豆腐製品」が「冷凍ミート

    ボール」に次ぐ分野に成長してきており、更に販売に注力するとともに、「冷凍ミートボール」「豆腐製品」以

    外におきましても市場ニーズに応えられる製品を提供し、企業として成長してまいりたいと考えております。

(2）目標とする経営指標

  当社は、冷凍食品業界が厳しい経営環境にあり、その中でも企業努力により利益を確保していかなければならない

ということから、当面は売上高経常利益率を重視していきたいと考えております。当中間会計期間におきましては、

目標を達成できませんでしたが、コスト競争力の強化により、5.0％を目指してまいります。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

    当社は、冷凍食品業界におきましては中堅でありますが、「冷凍ミートボール」の分野では、トップ企業であり、

　今後は、この当社の強い分野を更に強くし、特色ある冷凍食品専門メーカーとして社会的存在意義を高めてまいりま

　す。製造拠点につきましては、自社の製造設備、既存の委託工場及び加ト吉グループの国内外工場を活用してまいり

　ます。また、製品開発におきましては、「安全・安心」と「美味しさ」に加え「健康」を重視した製品を開発し、お

　客様の食生活を豊かにすることにより、社会貢献してまいります。

 

(4）会社の対処すべき課題

 　 冷凍食品業界におきましては、家庭用製品の価格問題、少子高齢化及び人口減少に伴う食品需要の減少等、厳しい

　経営環境が続くものと思われます。このような状況のもと、当社は「豊かな食生活は美味しさから」の経営理念のも

　と健康や美味しさをテーマとし、お客様のニーズにスピードと柔軟性をもって対処してまいります。また、引き続き

　「安全・安心」対応を基本方針として次の課題に取組んでまいります。

 ①新製品の開発

　お客様のニーズの多様化にスピードと柔軟性をもって対応し、安全・安心で美味しさ、健康を追求した製品をタイ

ムリーに提供してまいります。

 ②安全・安心

　企業の社会的責任が厳しく問われ、安全・安心への取組みがますます重視されるなか、当社はＩＳＯ９００１によ

る品質管理の強化を図るとともに、原材料のトレーサビリティシステム（個体履歴情報管理システム）の確保につき

ましても、前向きに取組んでまいります。

 ③コスト競争力の強化

　家庭用製品の値引販売が常態化しており、コスト競争力の強化が不可欠となっております。当社といたしましては

加ト吉グループの購買力及び国内外工場の活用を通してコスト競争力を強化してまいります。また、工場における製

造設備のメンテナンス強化及び製造機械のスクラップ＆ビルドによるロスの削減、物流の再構築などを行い、コスト

ダウンに取組んでまいります。

 ④容器包装リサイクル

　当社は、製品の包装材料として大量のプラスチックを使用しております。当社では、容器包材の簡素化、薄肉化、

トレーの廃止、紙製トレーへの切替え等により使用量を削減することに取組み、また、リサイクル可能な容器包材を

包材メーカーとともに開発するなどにより、環境問題への取組みを推進してまいります。
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４．中間財務諸表
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金  161,855   351,742   189,886 224,629   

２．受取手形 ※４ 132,163   104,935   △27,227 113,205   

３．売掛金  2,814,248   2,730,302   △83,945 2,746,629   

４．たな卸資産  808,353   802,753   △5,600 1,058,353   

５．繰延税金資産  45,503   56,127   10,623 48,513   

６．その他  214,411   201,053   △13,358 204,266   

貸倒引当金  △1,567   －   1,567 △1,430   

流動資産合計   4,174,969 64.0  4,246,915 65.5 71,945  4,394,166 65.6

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※1,2           

(1）建物  1,121,231   1,013,662   △107,569 1,049,198   

(2）機械及び装置  502,494   487,998   △14,495 499,369   

(3）土地  382,934   382,934   － 382,934   

(4）その他  48,981   49,011   29 51,361   

有形固定資産合
計

 2,055,641   1,933,606   △122,034 1,982,863   

２．無形固定資産  9   9   － 9   

３．投資その他の資
産

           

(1）投資有価証券  72,211   67,748   △4,462 70,525   

(2）繰延税金資産  123,641   130,847   7,206 138,462   

(3）その他  99,688   121,128   21,439 120,723   

貸倒引当金  △7,650   △17,100   △9,450 △7,650   

投資その他の資
産合計

 287,890   302,624   14,733 322,060   

固定資産合計   2,343,542 35.9  2,236,241 34.5 △107,300  2,304,934 34.4

Ⅲ　繰延資産            

１．新株発行費  4,665   1,555   △3,110 3,110   

繰延資産合計   4,665 0.1  1,555 0.0 △3,110  3,110 0.0

資産合計   6,523,177 100.0  6,484,712 100.0 △38,465  6,702,211 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．支払手形 ※４ 299,298   335,475   36,176 312,143   

２．買掛金  1,280,955   1,303,889   22,933 1,348,155   

３．短期借入金 ※２ 600,000   600,000   － 600,000   

４．１年以内返済予
定長期借入金

※２ 251,200   117,200   △134,000 187,200   

５．未払金  759,371   741,403   △17,967 748,231   

６．賞与引当金  78,200   82,600   4,400 70,800   

７．設備関係支払手
形

※４ 44,662   85,246   40,583 80,993   

８．その他 ※３ 98,189   103,093   4,903 84,146   

流動負債合計   3,411,877 52.3  3,368,907 52.0 △42,969  3,431,670 51.2

Ⅱ　固定負債            

１．長期借入金 ※２ 1,172,600   1,055,400   △117,200 1,114,000   

２．退職給付引当金  297,221   316,116   18,895 314,149   

固定負債合計   1,469,821 22.5  1,371,516 21.1 △98,304  1,428,149 21.3

負債合計   4,881,698 74.8  4,740,424 73.1 △141,274  4,859,820 72.5

            
（純資産の部）            
Ⅰ　株主資本            

１．資本金   856,400 13.1  856,400 13.2 －  856,400 12.8

２．資本剰余金            

(1）資本準備金  539,200   539,200    539,200   

資本剰余金合計   539,200 8.3  539,200 8.3 －  539,200 8.1

３．利益剰余金            

(1）その他利益剰
余金

           

繰越利益剰余
金

 234,542   343,165   108,623 438,021   

利益剰余金合計   234,542 3.6  343,165 5.3 108,623  438,021 6.5

株主資本合計   1,630,142 25.0  1,738,765 26.8 108,623  1,833,621 27.4

Ⅱ　評価・換算差額等            

１．その他有価証券
評価差額金

  11,336   5,521  △5,814  8,769  

評価・換算差額等
合計

  11,336 0.2  5,521 0.1 △5,814  8,769 0.1

純資産合計   1,641,478 25.2  1,744,287 26.9 102,808  1,842,391 27.5

負債純資産合計   6,523,177 100.0  6,484,712 100.0 △38,465  6,702,211 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   4,993,718 100.0  5,042,206 100.0 48,487  10,478,174 100.0

Ⅱ　売上原価   4,012,307 80.3  3,948,468 78.3 △63,838  8,155,025 77.8

売上総利益   981,411 19.7  1,093,737 21.7 112,326  2,323,148 22.2

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

  1,113,832 22.3  1,072,570 21.3 △41,262  2,172,209 20.7

営業利益又は営
業損失（△）

  △132,421 △2.6  21,167 0.4 153,588  150,939 1.5

Ⅳ　営業外収益 ※１  1,861 0.0  2,019 0.0 158  3,862 0.0

Ⅴ　営業外費用 ※２  22,778 0.5  21,660 0.4 △1,117  44,335 0.4

経常利益又は経
常損失（△）

  △153,338 △3.1  1,525 0.0 154,864  110,466 1.1

Ⅵ　特別利益 ※３  7,144 0.2  11,432 0.2 4,287  11,810 0.1

Ⅶ　特別損失 ※4,5  39,400 0.8  21,108 0.4 △18,292  60,655 0.6

税引前当期純利
益又は税引前中
間純損失（△）

  △185,594 △3.7  △8,150 △0.2 177,444  61,622 0.6

法人税、住民税
及び事業税

  3,572 0.1  8,099 0.2 4,527 58,198   

過年度法人税、
住民税及び事業
税

  6,036 0.1  4,876 0.1 △1,159 11,217   

法人税等調整額   5,168 0.1  2,229 0.0 △2,938 △10,901 58,513 0.6

当期純利益又は
中間純損失
（△）

  △200,370 △4.0  △23,355 △0.5 177,015  3,108 0.0
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計

その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
856,400 539,200 539,200 506,413 506,413 1,902,013

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円）（注）    △71,500 △71,500 △71,500

中間純損失（千円）    △200,370 △200,370 △200,370

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

      

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － － △271,870 △271,870 △271,870

平成18年９月30日　残高

（千円）
856,400 539,200 539,200 234,542 234,542 1,630,142

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
17,667 17,667 1,919,681

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円）（注)   △71,500

中間純損失（千円）   △200,370

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

△6,331 △6,331 △6,331

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△6,331 △6,331 △278,202

平成18年９月30日　残高

（千円）
11,336 11,336 1,641,478

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計

その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

平成19年３月31日　残高

（千円）
856,400 539,200 539,200 438,021 438,021 1,833,621

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円）    △71,500 △71,500 △71,500

中間純損失（千円）    △23,355 △23,355 △23,355

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

      

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
   △94,855 △94,855 △94,855

平成19年９月30日　残高

（千円）
856,400 539,200 539,200 343,165 343,165 1,738,765

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成19年３月31日　残高

（千円）
8,769 8,769 1,842,391

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円）   △71,500

中間純損失（千円）   △23,355

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

△3,248 △3,248 △3,248

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△3,248 △3,248 △98,103

平成19年９月30日　残高

（千円）
5,521 5,521 1,744,287
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計

その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

856,400 539,200 539,200 506,413 506,413 1,902,013

事業年度中の変動額

剰余金の配当（千円）（注） － － － △71,500 △71,500 △71,500

当期純利益（千円） － － － 3,108 3,108 3,108

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）（千
円）

－ － － － － －

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － △68,391 △68,391 △68,391

平成19年３月31日　残高
（千円）

856,400 539,200 539,200 438,021 438,021 1,833,621

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

17,667 17,667 1,919,681

事業年度中の変動額

剰余金の配当（千円）（注） － － △71,500

当期純利益（千円） － － 3,108

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）
（千円）

△8,898 △8,898 △8,898

事業年度中の変動額合計
（千円）

△8,898 △8,898 △77,289

平成19年３月31日　残高
（千円）

8,769 8,769 1,842,391

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間期比

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

     

税引前当期純利益又
は税引前中間純損失
（△）

 △185,594 △8,150 177,444 61,622

減価償却費  111,973 107,696 △4,277 227,611

固定資産減損損失  15,817 － △15,817 36,177

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

 △11,220 8,020 19,240 △4,485

賞与引当金の増減額
（減少：△）

 100 11,800 11,700 △7,300

退職給付引当金の増
減額（減少：△）

 △11,877 1,967 13,844 5,051

受取利息及び受取配
当金

 △754 △897 △143 △1,369

支払利息  16,374 16,422 47 32,498

固定資産売却益  － △9,216 △9,216 －

固定資産除売却損  7,333 4,019 △3,313 8,227

役員退職慰労金  16,250 － △16,250 16,250

売上債権の増減額
（増加：△）

 △377,840 24,596 402,436 △286,139

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 73,749 255,599 181,849 △176,249

仕入債務の増減額
（減少：△）

 296,715 △20,934 △317,649 376,760

未収入金の増減額
（増加：△）

 △31,017 13,905 44,923 △23,361

未払消費税等の増減
額（減少：△）

 16,025 14,209 △1,815 154

その他  147,699 △3,646 △151,346 111,085

小計  83,733 415,389 331,655 376,533

利息及び配当金の受
取額

 754 899 144 1,367

前期損益修正益の受
取額

 － － － 607

利息の支払額  △16,861 △14,662 2,199 △34,125

役員退職慰労金の支
払額

 △16,250 － △16,250 △16,250

法人税等の支払額  △63,979 △17,950 46,028 △122,415

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △12,603 383,675 396,278 205,718
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前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間期比

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

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

 △5,602 △58,527 △52,924 △36,809

有形固定資産の売却
による収入 

 － 9,538 9,538 －

投資有価証券の取得
による支出

 △2,532 △2,759 △227 △5,174

従業員貸付金の回収
による収入

 100 100 － 200

その他  △162 △4,813 △4,650 638

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △8,197 △56,462 △48,264 △41,145

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

     

短期借入れによる収
入

 － 100,000 100,000 －

短期借入金の返済に
よる支出

 － △100,000 △100,000 －

長期借入金の返済に
よる支出

 △122,600 △128,600 △6,000 △245,200

配当金の支払額  △71,500 △71,500 － △71,500

その他  － － － －

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △194,100 △200,100 △6,000 △316,700

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
増減額（減少：△）

 △214,900 127,113 342,014 △152,127

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 376,756 224,629 △152,127 376,756

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※ 161,855 351,742 189,886 224,629
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．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

中間決算日の市場価格等に

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）を採用してお

ります。　　

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　　　同左

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算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）を採用しております。

 時価のないもの

総平均法による原価法を採

用しております。

時価のないもの

　　　同左

時価のないもの

　　　同左

 (2）デリバティブ

　時価法を採用しております。

(2）デリバティブ

　　　　　　同左

(2）デリバティブ

　　　　　　同左

 (3）たな卸資産

　月次総平均法による原価法を採

用しております。

(3）たな卸資産

　　　　　　同左

(3）たな卸資産

　　　　　　同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法（ただし、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　　　　　　　３～38年

構築物　　　　　　７～30年

機械装置　　　　　７～17年

(1）有形固定資産

　定率法（ただし、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　　　　　　　３～38年

構築物　　　　　　７～30年

機械装置　　　　　７～17年

(1）有形固定資産

　定率法（ただし、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　　　　　　　３～38年

構築物　　　　　　７～30年

機械装置　　　　　７～17年

 ―――――――

 

 

 

 

 

（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当中間

会計期間より、平成19年４月１日

以降に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく

減価償却の方法に変更しておりま

す。

　これにより、営業利益、経常利

益及び税引前中間純損失はそれぞ

れ776千円減少しております。

―――――――

 

 

 

 

 

 ―――――――

 

 

 

 

 

（追加情報）

法人税法の改正に伴い、平成

19年３月31日以前に取得したもの

については、改正前の法人税法に

基づく減価償却の方法の適用によ

り取得価額の５％に到達した事業

年度の翌事業年度より、取得価額

の５％相当額と、備忘価額との差

額を５年間で均等償却する方法に

よっております。 

これにより、営業利益は3,679

千円、経常利益及び税引前中間純

損失はそれぞれ4,421千円減少し

ております。  

―――――――

 

 

 

 

 

 (2）無形固定資産

　定額法

　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）に基づいておりま

す。

(2）無形固定資産

　定額法

　　　　　　同左

(2）無形固定資産

―――――――
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

３．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

(1）貸倒引当金

　　　　　　同左

 (2）賞与引当金

　従業員の賞与支給に充てるため、

賞与支給見込額の当中間会計期間

負担額を計上しております。

(2）賞与引当金

　　　　　　同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与支給に充てるため、

翌期支給見込額に基づき当期対応

額を見積って計上しております。

 (3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に充てるため、

当事業年度末の退職給付債務の見

込額に基づき、当中間会計期間末

において発生していると認められ

る額を計上しております。

(3）退職給付引当金

　　　　　　同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に充てるため、

当事業年度末の退職給付債務の見

込額に基づき計上しております。

４．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。

　　　　　　　同左 　　　　　　　同左

５．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップのみで、特例処理

の要件を満たしているため、特例

処理によっております。

(1）ヘッジ会計の方法

　　　　　　同左

(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

 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

 (3）ヘッジ方針

　金利スワップ取引は、長期借入

金の一部に係る金利変動リスクを

回避する目的で、実債務を対象元

本とした取引のみ利用する方針で

あります。

(3）ヘッジ方針

　　　　　　同左

(3）ヘッジ方針

　　　　　　同左

 (4）ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップについては、特例

処理の要件を満たしておりますの

で、有効性の評価を省略しており

ます。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　　　　　　同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　　　　　　同左

６．中間キャッシュ・フロー

計算書（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 　　　　　　　同左

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

　　　　　　　同左

消費税等の会計処理

　　　　　　　同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

 　当中間会計期間より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号　平成17年12月９日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用しておりま

す。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額

は1,641,478千円であります。

　なお、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、中間財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。

――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

 　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号　平成17年12月９日）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　

平成17年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額

は、1,842,391千円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純

資産の部については、財務諸表等規則の改正

に伴い、改正後の財務諸表等規則より作成し

ております。
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追加情報

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 （法人税等の会計処理）

　当中間会計期間における税金費用に

ついては、従来簡便法により計算して

おりましたが、親会社㈱加ト吉との会

計処理の統一を図るため、当中間会計

期間から原則法に変更しております。

この結果、従来と同一の方法によった

場合と比較し、流動資産の繰延税金資

産は74,587千円少なく、固定資産の繰

延税金資産は1,418千円、流動負債「そ

の他」に含まれる未払法人税等は3,572

千円及び中間純損失は76,740千円多く

計上しております。

――――――― ―――――――
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

3,384,825千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

         3,648,062千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

      3,632,193千円

※２．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次のとおり

であります。

※２．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次のとおり

であります。

※２．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次のとおり

であります。

建物 (工場財団) 1,067,693千円

機械及び装置 (　 〃 　) 390,580

土地 (　 〃 　) 382,934

有形固定資産   

「その他」 (　 〃 　) 45,887

計  1,887,095

建物 (工場財団)  974,069千円

機械及び装置 (　 〃 　) 390,765

土地 (　 〃 　) 382,934

有形固定資産   

「その他」 (　 〃 　) 42,022

計  1,789,790

建物 (工場財団) 1,018,890千円

機械及び装置 (　 〃 　) 394,694

土地 (　 〃 　) 382,934

有形固定資産   

「その他」 (　 〃 　) 44,271

計  1,840,790

　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 200,000千円

１年以内返済予定長期借

入金
117,200

長期借入金 572,600

計 889,800

短期借入金 200,000千円

１年以内返済予定長期借

入金
117,200

長期借入金 455,400

計 772,600

短期借入金 200,000千円

１年以内返済予定長期借

入金
117,200

長期借入金 514,000

計 831,200

※３．消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、

流動負債の「その他」に含めて表示して

おります。

※３．消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、

流動負債の「その他」に含めて表示して

おります。

※３　　　　　―――――――

 

※４．中間期末日満期手形

　中間期末日満期手形の会計処理は、手

形交換日をもって決済処理しております。

なお、当中間会計期間の末日は金融機関

の休日であったため、次の中間期末日満

期手形が中間期末残高に含まれておりま

す。

　受取手形　　　　　　　　28,605千円

　支払手形　　　　　　　 149,418千円

　設備関係支払手形　　　　 5,238千円

※４．中間期末日満期手形

　中間期末日満期手形の会計処理は、手

形交換日をもって決済処理しております。

なお、当中間会計期間の末日は金融機関

の休日であったため、次の中間期末日満

期手形が中間期末残高に含まれておりま

す。

　受取手形　　　　　　　　16,798千円

　支払手形　　　　　   　168,941千円

　設備関係支払手形　　　　12,550千円

※４．期末日満期手形

　期末日満期手形の会計処理は、手形交

換日をもって決済処理しております。な

お、当期の末日は金融機関の休日であっ

たため、次の期末日満期手形が期末残高

に含まれております。

　受取手形　　　　　　　　20,653千円

　支払手形 　　　　　　　146,035千円

　設備関係支払手形　　　　11,824千円
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 56千円

受取配当金 697

受取利息 79千円

受取配当金 818

受取利息 123千円

受取配当金 1,245

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 16,374千円 支払利息 16,422千円 支払利息     32,498千円

※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金戻入益 6,658千円 貸倒引当金戻入益 1,430千円

固定資産売却益 9,216 　 

貸倒引当金戻入益 6,872千円

※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの

固定資産除売却損 7,333千円

固定資産減損損失 15,817　  

固定資産除売却損 4,019千円

ゴルフ会員権評価損 10,950　  

固定資産除売却損      8,227千円

固定資産減損損失      36,177千円

※５．減損損失 ※５．　　　　――――――― ※５．減損損失

　　当中間会計期間において、当社は以下の資

産について減損損失を計上しました。

　（１）資産のグルーピングの方法

　　　　当社は、全社で１つの資産グループと

しております。ただし、遊休固定資産等

については、物件ごとに収支把握可能で

あるため、個々に独立した資産グループ

としております。

　（２）減損損失を認識した資産グループ及び

減損損失計上額、資産種類ごとの内訳

場所 用途 種類 金額

上町倉庫

（大阪府泉

佐野市）

冷凍食品製

造装置
機械装置 15,817千円

　（３）減損損失の認識に至った経緯

　　　　遊休固定資産について、資産の時価の

著しい下落等が生じたため、減損損失を

認識しました。　

 

 

 

 

 

 

　　当事業年度において、当社は以下の資産に

ついて減損損失を計上しました。

　（１）資産のグルーピングの方法

　当社は、全社で１つの資産グループと

しております。ただし、遊休固定資産等

については、物件ごとに収支把握可能で

あるため、個々に独立した資産グループ

としております。

　（２）減損損失を認識した資産グループ及び

減損損失計上額、資産種類ごとの内訳

場所 用途 種類 金額

上町倉庫

（大阪府泉

佐野市） 

冷凍食品製

造装置
機械装置 15,817千円

大阪支店

（兵庫県尼

崎市）

冷凍食品販

売事業所

建物 20,024千円

構築物 301千円

工具器具及

び備品
33千円

　（３）減損損失の認識に至った経緯

　上町倉庫の遊休固定資産について、資

産の時価の著しい下落等が生じたため、

減損損失を認識しました。

　また、大阪支店について、決算日現在、

移転が確定しており、使用価値の著しい

下落が生じたため、減損損失を認識しま

した。

　（４）回収可能価額の算定方法

　上町倉庫の遊休固定資産については、

売却可能価額により測定しておりま

す。

　また、大阪支店については、使用価値

により測定しており、移転時期が間近で

あるため、割引計算は実施しておりませ

ん。

　６．減価償却実施額 　６．減価償却実施額 　６．減価償却実施額

有形固定資産 111,973千円

無形固定資産 －

有形固定資産   107,696千円

無形固定資産 －

有形固定資産  227,611千円

無形固定資産 －
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30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

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 1,430,000 － － 1,430,000

合計 1,430,000 － － 1,430,000

自己株式

普通株式 － － － －

合計 1,430,000 － － 1,430,000

　　２．配当に関する事項

　　　(1）配当金支払額

（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18年６月20日

定時株主総会
普通株式 71,500 50 平成18年３月31日 平成18年６月20日

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30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

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 1,430,000 － － 1,430,000

合計 1,430,000 － － 1,430,000

自己株式

普通株式 － － － －

合計 1,430,000 － － 1,430,000

　　２．配当に関する事項

　　　(1）配当金支払額

（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19年６月20日

定時株主総会
普通株式 71,500 50 平成19年３月31日 平成19年６月21日
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前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

普通株式 1,430,000 － － 1,430,000

合計 1,430,000 － － 1,430,000

自己株式

普通株式 － － － －

合計 1,430,000 － － 1,430,000

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（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18年６月20日

定時株主総会
普通株式 71,500 50 平成18年３月31日 平成18年６月20日

(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

（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19年６月20日

定時株主総会
普通株式 71,500 利益剰余金 50 平成19年３月31日 平成19年６月21日
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在）

千円 千円 千円

現金及び預金勘定 161,855 

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
－ 

現金及び現金同等物 161,855 

現金及び預金勘定   351,742 

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
－ 

現金及び現金同等物  351,742 

現金及び預金勘定 224,629

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
－

現金及び現金同等物 224,629
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．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

１．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

１．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

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額

(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）

中間期末
残高相当
額
（千円）

車輌運搬
具

4,232 2,404 1,828

工具器具
及び備品

67,249 32,848 34,401

ソフト
ウェア

21,220 4,140 17,079

合計 92,703 39,393 53,309

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

中間期末
残高相当
額
（千円）

車輌運搬
具

4,232 3,123 1,109

工具器具
及び備品

67,560 34,421 33,138

ソフト
ウェア

22,436 8,506 13,930

合計 94,229 46,051 48,177

 
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）

車輌運搬
具

4,232 2,762 1,470

工具器具
及び備品

56,759 28,425 28,333

ソフト
ウェア

21,220 6,262 14,957

合計 82,212 37,450 44,762

（注）取得価額相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間期末

残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。

同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 16,030千円

１年超 37,279千円

合計 53,309千円

１年内    17,277千円

１年超    30,899千円

合計  48,177千円

１年内 15,003千円

１年超 29,758千円

合計 44,762千円

（注）未経過リース料中間期末残高相当額は、

未経過リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算

定しております。

同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しておりま

す。

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額及び減損損失

 千円

支払リース料 9,292

減価償却費相当額 9,292

 千円

支払リース料 8,782

減価償却費相当額 8,782

 千円

支払リース料 17,551

減価償却費相当額 17,551

(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り算定しておりま

す。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はあ

りません。

（減損損失について）

同左

（減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成18年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 49,294 68,411 19,117

(2）債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 49,294 68,411 19,117

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 3,800

当中間会計期間末（平成19年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 54,636 63,948 9,311

(2）債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 54,636 63,948 9,311

（注）当中間会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について59千円減損処理を行っております。

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 3,800
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前事業年度末（平成19年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 51,936 66,725 14,789

(2）債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 51,936 66,725 14,789

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 3,800
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（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間末（平成18年９月30日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

　該当事項はありません。

　なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いて

おります。

当中間会計期間末（平成19年９月30日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

　該当事項はありません。

　なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いて

おります。

前事業年度末（平成19年３月31日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

　該当事項はありません。

　なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いて

おります。

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。
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（持分法損益等）

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　該当事項はありません。

前事業年度末（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 1,147円89銭

１株当たり中間純損失

金額
140円12銭

１株当たり純資産額  1,219円78銭

１株当たり中間純損失

金額
16円33銭

１株当たり純資産額 1,288円39銭

１株当たり当期純利益

金額
2円17銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、１株当たり

中間純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

同左 　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間（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。

 
前中間会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当期純利益又は中間純損失（千円） 200,370 23,355 3,108

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (－)

普通株式に係る当期純利益又は中間

純損失（千円）
200,370 23,355 3,108

期中平均株式数（株） 1,430,000 1,430,000 1,430,000

（重要な後発事象）

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　該当事項はありません。

ケイエス冷凍食品㈱（2881） 平成 20 年３月期 中間決算短信（非連結）

－ 30 －



５．生産、受注及び販売の状況
(１) 生産実績 

　 当中間会計期間の生産実績を販路別に示すと、次のとおりであります。

販路別
当中間会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前年同期比（％）

　　　家庭用（千円） 2,011,466 90.7

　　　業務用（千円） 2,751,568 101.7

合計（千円） 4,763,034 96.7

　（注）１．金額は販売価格によっております。

　　　　２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．生産実績を品種別に示すと、次のとおりであります。

品種別
当中間会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前年同期比（％）

　　　和風惣菜類（千円） 2,313,524 122.4

　　　中華惣菜類（千円） 1,358,903 92.6

　　　洋風惣菜類（千円） 547,520 87.7

　　　畜肉巻物類（千円） 217,752 72.6

　　　その他（千円） 325,336 50.7

合計（千円） 4,763,034 96.7

　　　　４．上記には、自社製造のほか、委託製造、海外製造分が含まれております。

 

(２) 受注状況

　　　 当社は見込み生産を行っているため、該当事項はありません。
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(３) 販売実績 

　 当中間会計期間の販売実績を販路別に示すと、次のとおりであります。

販路別
当中間会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前年同期比（％）

　　　家庭用（千円） 2,261,080 97.2

　　　業務用（千円） 2,781,126 104.3

合計（千円） 5,042,206 101.0

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　　２．販売実績を品種別に示すと、次のとおりであります。

品種別
当中間会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前年同期比（％）

　　　和風惣菜類（千円） 2,344,841 123.4

　　　中華惣菜類（千円） 1,519,696 94.5

　　　洋風惣菜類（千円） 566,040 90.4

　　　畜肉巻物類（千円） 214,261 89.3

　　　その他（千円） 397,368 64.1

合計（千円） 5,042,206 101.0

　　　　３．前中間会計期間及び当中間会計期間の主要な販売先及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとお

りであります。

相手先

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

㈱菱食 832,804 16.7 867,652 17.2

㈱日本アクセス 499,463 10.0 584,025 11.6
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