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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

21年3月期第2四半期 5,289 ― 77 ― 59 ― 5 ―
20年3月期第2四半期 5,042 1.0 21 ― 1 ― △23 ―

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

21年3月期第2四半期 3.73 ―
20年3月期第2四半期 △16.33 ―

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

21年3月期第2四半期 6,256 1,768 28.3 1,237.09
20年3月期 6,099 1,837 30.1 1,285.06

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,768百万円 20年3月期  1,837百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 50.00 50.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 25.00 25.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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

通期 10,801 6.2 213 △6.8 180 △6.2 85 13.0 60.11

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(2) 四半期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、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  1,430,000株 20年3月期  1,430,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  75株 20年3月期  75株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  1,429,925株 20年3月期第2四半期  1,430,000株

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 １．本資料に記載されている業績見通し等将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の 
業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
 ２．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」にしたがい四半期財務諸表を作成しております。  
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定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

　当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した国際的金融不安に加え、

原油・原材料価格の一層の高騰により、企業収益は減少傾向にあり、景気は急速に停滞感を強めてまいりました。

  当冷凍食品業界におきましては、原材料価格の高騰により、厳しい経営環境が継続いたしました。また、食の安全

性をゆるがす問題の発生も後を絶たず、さらに「安全・安心」への取組み強化が求められております。

　このような環境のもとで、当社は「―安全・安心・信頼―　あたたかなハートで『食』をクリエイトするケイエス

冷凍食品」の企業理念のもと、引き続き更なる品質管理体制の強化に努め、安全・安心で美味しい商品をお客様に提

供することに注力してまいりました。営業部門におきましては、当社がトップシェアを持つ「冷凍ミートボール類」

（肉だんご、鶏つくね串が含まれます。）の拡販に取組み、製造部門においては、本年５月に泉佐野工場に「タレな

し肉だんご」の新しい生産ラインを導入し、生産性の向上に努めてまいりました。

  販売面では、家庭用につきましては、中国生産商品が大幅な減少になりましたが、国内生産商品が好調に推移しま

した。中でも、泉佐野工場生産の主力商品「鶏つくね串」「エビのチリソース」、国内協力工場生産の主力製品「チー

ズちくわ」「おべんとう焼とり串」が好調でした。また、昨秋発売の「和風からあげ串」と本年発売の新商品「北海

道ジャーマンポテト」「マヨたまコロッケ」も寄与しましたので、家庭用全体では、2,497百万円（前年同期比10.5％

増）となりました。また、業務用につきましては、競合他社との競争激化により苦戦しましたが、本年２月１日より

実施の値上げが寄与しましたことや、新しく生産ラインを導入しました「肉だんご類」が好調に推移しましたことな

どにより、業務用全体では、2,791百万円（同0.4％増）となりました。これらのことにより、合計売上高は、5,289百

万円（同4.9％増）となりました。

　利益面では、中国生産商品等の販売不振による処分損と棚卸資産会計基準の変更による製品評価損の計上で、利益

減が発生しましたが、国内生産商品の売上増等により、営業利益は77百万円（同254.4％増）、経常利益は59百万円

（同3,792.9％増）、四半期純利益は5百万円（前年同期は純損失23百万円）となりました。

 

＊当事業年度より「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。したがいまして、当第２四半期累計期間

　の損益計算書と前年同期の損益計算書とでは作成基準が異なるため、前年同期比較に関する情報は参考として記載

　しております。

 

２．財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況

　当第２四半期会計期間末における資産につきましては、前事業年度末に比べ157百万円増加し、6,256百万円となり

ました。流動資産は、現金及び預金、製品の減少があったものの、売掛金等が増加しましたので、前事業年度末に比

べ、71百万円増加し、3,956百万円となりました。固定資産は、前事業年度末に比べ86百万円増加し、2,300百万円と

なりました。これは主に、泉佐野工場に「タレなし肉だんご」の新しい生産ラインを導入しましたことにより、機械

及び装置が112百万円増加したことによるものであります。

　負債につきましては、前事業年度末に比べ226百万円増加し、4,488百万円となりました。これは主に、買掛金が152

百万円、設備関係支払手形が143百万円増加したことによるものであります。

　純資産につきましては、前事業年度末に比べ68百万円減少し、1,768百万円となりました。これは主に平成20年３月

期に係る配当71百万円があったことによるものであります。

②キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期累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191百万円減少

し、当第２四半期会計期間末には、406百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期累計期間において営業活動の結果、得られた資金は38百万円となりました。これは主に、売上債権の

増加額267百万円、法人税等の支払額85百万円により資金が減少したものの、仕入債務の増加額146百万円、減価償却

費の計上121百万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）

　当第２四半期累計期間において投資活動の結果、使用した資金は99百万円となりました。これは主に、有形固定資

産の取得による資金の減少が86百万円あったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期累計期間において財務活動の結果、使用した資金は130百万円となりました。これは配当金の支払額71
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百万円、長期借入金の返済58百万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。

３．業績予想に関する定性的情報

　平成21年３月期の業績予想につきましては、当第２四半期累計期間の業績がほぼ計画どおりに推移しているため、

平成20年４月24日に公表いたしましたものと変更はございません。

 

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①　簡便な会計処理　

　棚卸資産の評価方法

　　　　　　　当第２四半期会計期間末の棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前事業年度に係る実地棚卸高を基礎

　　　　　　として合理的な方法により算定しております。　　　　

 

　         固定資産の減価償却費の算定方法　

　             定率法を採用している資産については、会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により算定

             しております。

 

           法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　             繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前事業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、前事業年度末において使用した将来の業績予測やタックス・

             プランニングを利用する方法により算定しております。

 

　　　　②　四半期財務諸表作成に特有の会計処理

　　　　　　税金費用については、当第２四半期会計期間を含む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しております。　　

（２）四半期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

　　　　①　四半期財務諸表作成に関する会計基準の適用

　当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。

　　　　②　たな卸資産の評価方法の変更

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

第１四半期会計期間より親会社との会計基準の統一に伴い、月次移動平均法による原価法により算定しておりま

す。この変更に伴う損益に与える影響額は軽微であります。

　　　　③　たな卸資産の評価基準の変更

　　　　　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、月次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、月次移動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。

　この結果、従来と同一の基準によった場合と比べて営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ56

百万円減少しております。

　　　　④　重要な減価償却資産の減価償却の方法の変更

　　　　　平成20年度の法人税法改正に伴い、当社は、機械装置については、法人税法の改正による法定耐用年数の延長

に伴い、第１四半期会計期間より耐用年数の延長を行っております。

　この結果、従来と同一の基準によった場合と比べて減価償却費は6百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引

前四半期純利益はそれぞれ同額増加しております。
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 406,163 597,311

受取手形 91,126 89,070

売掛金 2,305,198 2,039,541

製品 675,548 794,269

原材料 151,491 98,190

仕掛品 3,369 1,256

繰延税金資産 76,795 76,795

その他 246,323 187,865

流動資産合計 3,956,016 3,884,301

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 960,700 989,256

機械及び装置（純額） 615,709 503,695

土地 382,934 382,934

その他（純額） 41,276 45,830

有形固定資産合計 2,000,620 1,921,716

無形固定資産 625 696

投資その他の資産   

投資有価証券 69,390 60,189

繰延税金資産 147,818 146,150

その他 116,810 118,880

貸倒引当金 △34,322 △32,850

投資その他の資産合計 299,697 292,370

固定資産合計 2,300,942 2,214,783

資産合計 6,256,959 6,099,084
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 172,719 178,691

買掛金 1,273,513 1,120,742

短期借入金 600,000 600,000

1年内返済予定の長期借入金 117,200 117,200

未払法人税等 32,426 74,956

未払金 578,065 550,097

賞与引当金 82,700 81,400

設備関係支払手形 253,105 109,895

その他 76,719 92,621

流動負債合計 3,186,449 2,925,605

固定負債   

長期借入金 938,200 996,800

退職給付引当金 363,357 339,135

固定負債合計 1,301,557 1,335,935

負債合計 4,488,006 4,261,540

純資産の部   

株主資本   

資本金 856,400 856,400

資本剰余金 539,200 539,200

利益剰余金 376,426 442,587

自己株式 △103 △103

株主資本合計 1,771,923 1,838,084

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,970 △540

評価・換算差額等合計 △2,970 △540

純資産合計 1,768,952 1,837,544

負債純資産合計 6,256,959 6,099,084
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 5,289,266

売上原価 4,127,656

売上総利益 1,161,609

販売費及び一般管理費 1,083,811

営業利益 77,797

営業外収益  

受取利息 66

受取配当金 919

雑収入 873

営業外収益合計 1,859

営業外費用  

支払利息 19,149

雑損失 1,140

営業外費用合計 20,289

経常利益 59,367

特別利益  

特別利益合計 －

特別損失  

固定資産除売却損 9,979

ゴルフ会員権評価損 950

特別損失合計 10,929

税引前四半期純利益 48,437

法人税、住民税及び事業税 28,226

過年度法人税等 14,875

法人税等合計 43,102

四半期純利益 5,335
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 48,437

減価償却費 121,571

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,472

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,300

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24,221

受取利息及び受取配当金 △985

支払利息 19,149

固定資産除売却損益（△は益） 9,979

売上債権の増減額（△は増加） △267,712

たな卸資産の増減額（△は増加） 63,306

仕入債務の増減額（△は減少） 146,799

未収入金の増減額（△は増加） △47,911

その他 21,660

小計 141,288

利息及び配当金の受取額 985

利息の支払額 △19,061

法人税等の支払額 △85,065

営業活動によるキャッシュ・フロー 38,147

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 △86,432

有形固定資産の売却による収入 614

投資有価証券の取得による支出 △13,299

その他 △82

投資活動によるキャッシュ・フロー △99,200

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △58,600

配当金の支払額 △71,496

財務活動によるキャッシュ・フロー △130,096

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △191,148

現金及び現金同等物の期首残高 597,311

現金及び現金同等物の四半期末残高 406,163
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　当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  5,042,206 100.0

Ⅱ　売上原価  3,948,468 78.3

売上総利益  1,093,737 21.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費  1,072,570 21.3

営業利益  21,167 0.4

Ⅳ　営業外収益  2,019 0.0

Ⅴ　営業外費用  21,660 0.4

経常利益  1,525 0.0

Ⅵ　特別利益  11,432 0.2

Ⅶ　特別損失  21,108 0.4

税引前中間純損失  △8,150 △0.2

法人税、住民税及び事業税  8,099 0.2

過年度法人税、住民税及び
事業税

 4,876 0.1

法人税等調整額  2,229 0.0

中間純損失  △23,355 △0.5
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（２）中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前中間純損失 △8,150

減価償却費　 107,696

貸倒引当金の増減額（△は減少）　 8,020

賞与引当金の増減額（△は減少）　 11,800

退職給付引当金の増減額（△は減少）
　

1,967

受取利息及び受取配当金　 △897

支払利息　 16,422

固定資産売却益　 △9,216

固定資産除売却損　 4,019

売上債権の増減額（△は増加）　 24,596

たな卸資産の増減額（△は増加）　 255,599

仕入債務の増減額（△は減少）　 △20,934

未収入金の増減額（△は増加）　 13,905

その他　 10,563

小計 415,389

利息及び配当金の受取額　 899

利息の支払額　 △14,662

法人税等の支払額　 △17,950

営業活動によるキャッシュ・フロー 383,675

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　 △58,527

有形固定資産の売却による収入　 9,538

投資有価証券の取得による支出　 △2,759

その他　 △4,713

投資活動によるキャッシュ・フロー △56,462

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

短期借入金の返済による支出　 △100,000

長期借入金の返済による支出　 △128,600

配当金の支払額　 △71,500

財務活動によるキャッシュ・フロー △200,100

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 127,113

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 224,629

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高 351,742
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