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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の経営指標等 

 （注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。 

        ２．第34期中より中間財務諸表を作成しているため第33期中については記載しておりません。 

３．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

４．第35期中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示の変更に関する会計基準」（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。 

５．持分法を適用した場合の投資利益については、当社には関連会社はありませんので、記載しておりません。

６．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。 

７．第34期の１株当たり年間配当額50円には、上場記念配当10円を含んでおります。 

回次 第33期中 第34期中 第35期中 第33期 第34期 

会計期間 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成18年 
４月１日 
至平成18年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成17年 
３月31日 

自平成17年 
４月１日 
至平成18年 
３月31日 

売上高 （千円） － 5,077,649 4,993,718 10,345,645 10,388,211 

経常利益又は   

経常損失（△）     
（千円） － 64,187 △153,338 293,252 289,723 

当期純利益又は 

中間純損失（△）         
（千円） － △22,876 △200,370 132,700 103,564 

持分法を適用した場合の投

資利益 
（千円） － － － － － 

資本金 （千円） － 700,000 856,400 700,000 856,400 

発行済株式総数 （千株） － 1,200 1,430 1,200 1,430 

純資産額 （千円） － 1,401,041 1,641,478 1,475,588 1,919,681 

総資産額 （千円） － 6,420,773 6,523,177 6,420,290 6,509,410 

１株当たり純資産額 （円） － 1,167.53 1,147.89 1,229.66 1,342.43 

１株当たり当期純利益又は

中間純損失（△） 
（円） － △19.06 △140.12 110.58 85.23 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益 
（円） － － － － － 

１株当たり配当額 （円） － － － 50 50 

自己資本比率 （％） － 21.8 25.2 23.0 29.5 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） － 132,916 △12,603 301,658 351,757 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） － △182,108 △8,197 △114,173 △263,870 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） － △82,600 △194,100 △145,200 △30,198 

現金及び現金同等物の中間

期末（期末）残高 
（千円） － 187,276 161,855 319,068 376,756 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数） 
（人） 

－ 

(－) 

160 

(111) 

156 

(132) 

160 

(109) 

154 

(112) 



８．従業員数欄の（外書き）は、臨時従業員数の年間平均雇用人員であります。 



２【事業の内容】 

 当中間会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はあ

りません。また、主要な関係会社における異動もありません。 



３【関係会社の状況】 

 当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 



４【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含んでおります。）であ

り、臨時雇用者数（パートタイマー、人材派遣会社からの派遣社員を含んでおります。）は、当中間会計期間

の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

(2）労働組合の状況 

 労働組合との間に特記すべき事項はありません。 

  平成18年９月30日現在

従業員数（人） 156（132） 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

    当中間会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰が内外経済に与える影響等に留意する必要があるものの 

    企業収益の改善にともなう設備投資の拡大、雇用・所得環境の改善にともなう個人消費の増加が続き、穏やかな回 

   復基調で推移いたしました。 

    当社が属する冷凍食品業界におきましては、ここ数年続いております家庭用の大幅値引セールの実施などの価格 

   問題が抜本的解決がされない中、商品・サービスの「安全・安心」の確保はもとより、平成18年5月には、食品中に

   残留する農薬等へのポジティブリスト制度が導入されるなど、企業の社会的責任が問われる厳しい状況が続いてお 

   りました。 

    このような状況のもとで、当社は「安全・安心」対応を最重点項目と捉え、ＩＳＯ９００１の認証取得を機会に 

   全社で品質管理に取組み、また原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）推進をいたしまし 

   た。また、営業部門においては「豆腐のふわふわ揚げシリーズ」「ミートボール」の拡販に取組み、製造部門にお 

   いては、製造設備の改修により品質向上に取組んでまいりました。     

    販売面では、家庭用は「チキンポテト揚げ」は好調に推移いたしましたが、「鶏つくね串」「肉だんご」「エビ 

   のチリソース煮」「おべんとう焼とり串」「チーズちくわ」は競争激化により、前年割れとなったため、家庭用全 

   体では、売上高は2,326百万円（前年同期比7.0％減）となりました。業務用は「和風惣菜類」のなかの「豆腐のふ 

   わふわ揚げシリーズ」が好調を持続し、「肉だんご類」と「つくね串類」が堅調でしたので、業務用全体では、売 

   上高は2,667百万円（前年同期比3.6％増）となりました。 

    また、利益面では、牛肉・豚肉などの価格の高止まりと原油高騰等による原材料のコストアップ、売上高の減少 

   に加え、生産面では、泉佐野工場のつくね串刺し機等の改修を行ったことにより生産高が大幅に減少し、それにと 

   もない利益減となったこと、また、販売促進費、人件費などの販売費及び一般管理費が増加したことなどにより、 

   営業損失は132百万円（前年同期は営業利益83百万円）となりました。また、遊休固定資産の償却などの費用の発生

   により、経常損失は153百万円（前年同期は経常利益64百万円）となりました。さらに遊休固定資産の減損15百万円

   と役員退職慰労金16百万円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、200百万円

   （前年同期比775.9％増）となりました。 

  

  （2）キャッシュ・フロー 

     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、前年同期に比べ25百万円減少し、当 

    中間会計期間末には、161百万円となりました。 

     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、使用した資金は12百万円（前年同期は132百万円の収入）となりま

         した。これは主に、減価償却費の計上111百万円、仕入債務の増加額296百万円、未払金の増加額145百万円など

     により資金が増加したものの、税引前中間純損失185百万円、売上債権の増加額372百万円、法人税等の支払額 

     63百万円などにより資金が減少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8百万円（前年同期比95.5％減）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5百万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〉 

      当中間会計期間において財務活動の結果、使用した資金は194百万円（前年同期比135.0％増）となりまし 

     た。これは、長期借入金の返済122百万円、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。 

  



２【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。 

 （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。 

４．上記には、自社製造の他 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。 

販路別 
当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前年同期比（％） 

家庭用（千円） 2,218,424 87.9 

業務用（千円） 2,705,000 97.5 

合計（千円） 4,923,424 93.0 

品種別 
当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前年同期比（％） 

和風惣菜類（千円） 1,890,462 92.2 

中華惣菜類（千円） 1,466,860 79.4 

洋風惣菜類（千円） 624,249 82.7 

畜肉巻物類（千円） 300,061 111.4 

その他（千円） 641,792 170.9 

合計（千円） 4,923,424 93.0 



(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。 

 （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。 

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。 

販路別 
当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前年同期比（％） 

家庭用（千円） 2,326,452 93.0 

業務用（千円） 2,667,266 103.6 

合計（千円） 4,993,718 98.3 

品種別 
当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前年同期比（％） 

和風惣菜類（千円） 1,900,038 98.1 

中華惣菜類（千円） 1,608,121 89.0 

洋風惣菜類（千円） 625,994 86.1 

畜肉巻物類（千円） 239,824 97.4 

その他（千円） 619,741 172.0 

合計（千円） 4,993,718 98.3 

相手先 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

㈱アールワイフード

サービス 
941,288 18.5 832,804 16.7 

㈱日本アクセス 575,094 11.3 499,463 10.0 



３【対処すべき課題】 

 当中間会計期間において当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

  当中間会計期間において新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 



５【研究開発活動】 

  お客様のニーズが多様化・個性化するなか、そのニーズに応える商品を提供すべく、新製品の開発に努めておりま

す。当社の開発活動には、新製品の開発、既存品の改良があります。 

 当中間会計期間の実績としましては、家庭用におきましては、「えびだんごチリソース＆マヨ風味ソース」等、１

品で多種類の味が楽しめるアソートタイプの商品２品を、新規に販売を開始いたしました。また、「お野菜ハンバー

グ」のリニューアルや「おべんとう焼とり串」の姉妹品で「おべんとう焼とり串（塩たれ）」の販売をいたしまし

た。業務用商品につきましては「豆腐のふわふわ揚げ」のシリーズ化や「豆腐しゅうまい」「ＴＯＦＵナゲット」な

ど豆腐を原料とし、健康を意識した和惣菜の商品を販売いたしました。 

 海外製品につきましては、加ト吉グループの中国工場を活用し商品開発を行っております。家庭用ではヒット商品

である「チキンポテト揚げ」に続き、「豚肉のしょうが焼ロール」を販売いたしました。 

 商品開発に従事するスタッフは、商品開発室７名、営業企画開発部４名、合計１１名であります。営業部門からの

顧客の声を反映させるために、営業マンと営業企画開発部と商品開発室がプロジェクト会議により各々の意見を交換

し商品開発を行っております。 

 当中間会計期間における商品開発活動に使用した総額は21,541千円であります。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 



２【設備の新設、除却等の計画】 

  当中間会計期間において、前事業年度末に計画中であった重要な設備の新設等についての重要な変更は、次の   

とおりであります。 

 ①新設 

  泉佐野工場において導入する予定でありました「フライヤー蒸し器中間冷却設備」については、生産効率アッ  

 プのために既存設備の改修を優先したことおよび労働力の確保が困難であったことから、計画を来年度以降に延期

 しました。    



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 4,800,000 

計 4,800,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年12月20日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 1,430,000 1,430,000 
名古屋証券取引所 

（市場第二部） 
－ 

計 1,430,000 1,430,000 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成18年4月1日～ 

平成18年9月30日  
― 1,430,000 ― 856,400 ― 539,200 



(4）【大株主の状況】 

  平成18年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社加ト吉 香川県観音寺市坂本町五丁目18－37 672 46.99 

加ト吉水産株式会社 香川県観音寺市観音寺町甲4055－３ 400 27.97 

ケイエス社員持株会 大阪府泉佐野市住吉町29-2 15 1.05 

イニシオフーズ株式会社 東京都千代田区神田錦町一丁目25番地 14 0.97 

伊賀北部農業協同組合 三重県伊賀市四十九町1294 6 0.43 

永田 憲一 東京都江東区 5 0.35 

山田 孝一 名古屋市中村区 3 0.25 

田川 哲也 堺市東区 3 0.22 

小林 幹男 岐阜県各務原市 3 0.21 

小堀 之次郎 京都市右京区 3 0.21 

近石 行博 大阪府泉佐野市 3 0.21 

森下 浩二 大阪府吹田市 3 0.21 

計 － 1,130 79.02 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、名古屋証券取引所市場第二部におけるものであります。 

  平成18年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式  1,430,000 14,300 － 

単元未満株式 － － － 

発行済株式総数 1,430,000 － － 

総株主の議決権 － 14,300 － 

  平成18年９月30日現在

所有者の氏名又は
名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 1,910 1,870 1,839 1,739 1,650 1,667 

最低（円） 1,850 1,810 1,602 1,605 1,590 1,580 



３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

(1）退任役員 

(2）役職の異動 

役名 職名 氏名 退任年月日 

取締役 品質保証部部長  大野 潤 平成18年 8月31日 

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日 

代表取締役社長  営業本部長 代表取締役社長    ―        永田 憲一 平成18年 9月12日 

常務取締役  東京支店長 常務取締役 
営業本部長 兼

東京支店長 
 森下 浩二 平成18年 9月12日 

取締役  生産本部長 常務取締役 
生産本部長 兼 

商品統制部部長 
 近石 行博 平成18年 9月 1日 

取締役    ― 取締役 生産本部長  近石 行博  平成18年 9月12日 



第５【経理の状況】 

１．中間財務諸表の作成方法について 

 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日ま

で）の中間財務諸表について、中央青山監査法人により中間監査を受けております。また、当中間会計期間（平成

18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間財務諸表について、みすず監査法人により中間監査を受けており

ます。 

なお、従来から当社が監査証明を受けている中央青山監査法人は、平成18年９月１日に名称をみすず監査法人に

変更しております。 

 また、前中間会計期間に係る中間監査報告書は、平成18年２月６日付をもって提出した有価証券届出書に添付さ

れたものによっております。 

３．中間連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 



【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18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
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金   187,276   161,855 376,756   

２．受取手形 ※４ 94,916   132,163 78,055   

３．売掛金   2,357,216   2,814,248 2,490,516   

４．たな卸資産   1,007,361   808,353 882,103   

５．繰延税金資産   71,506   45,503 52,090   

６．その他 ※３ 153,254   214,411 179,121   

貸倒引当金   △7,987   △1,567 △7,908   

流動資産合計     3,863,544 60.2 4,174,969 64.0   4,050,735 62.2 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※1,2         

(1）建物   1,228,305   1,121,231 1,171,477   

(2）機械及び装置   603,216   502,494 556,488   

(3）土地   382,934   382,934 382,934   

(4）その他   55,072   48,981 51,595   

有形固定資産合計   2,269,528   2,055,641 2,162,496   

２．無形固定資産   38   9 9   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券   86,140   72,211 80,356   

(2）繰延税金資産   107,830   123,641 117,876   

(3）その他   107,439   99,688 104,244   

貸倒引当金   △13,749   △7,650 △12,529   

投資その他の資産
合計 

  287,661   287,890 289,948   

固定資産合計     2,557,229 39.8 2,343,542 35.9   2,452,454 37.7 

Ⅲ 繰延資産               

１．新株発行費   －     4,665 6,220     

繰延資産合計      － － 4,665 0.1   6,220 0.1 

資産合計     6,420,773 100.0 6,523,177 100.0   6,509,410 100.0 

            

 



    
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18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
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形 ※４ 197,384   299,298 114,183   

２．買掛金   1,190,696   1,280,955 1,169,355   

３．短期借入金 ※２ 800,000   600,000 600,000   

４．１年以内返済予
定長期借入金 

※２ 245,200   251,200 245,200   

５．未払金   631,664   759,371 610,315   

６．賞与引当金   77,500   78,200 78,100   

７．設備関係支払手
形 

※４ 77,822   44,662 24,996   

８．その他 ※３ 80,045   98,189 137,280   

流動負債合計     3,300,312 51.4 3,411,877 52.3   2,979,431 45.8 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金 ※２ 1,423,800   1,172,600 1,301,200   

２．退職給付引当金   295,619   297,221 309,098   

固定負債合計     1,719,419 26.8 1,469,821 22.5   1,610,298 24.7 

負債合計     5,019,731 78.2 4,881,698 74.8   4,589,729 70.5 

            

 



    
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18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
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     700,000 10.9 － －   856,400 13.1 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金   300,000   － 539,200   

資本剰余金合計     300,000 4.7 － －   539,200 8.3 

Ⅲ 利益剰余金           

１．中間（当期）未処
分利益 

  379,972   － 506,413   

利益剰余金合計     379,972 5.9 － －   506,413 7.8 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

    21,069 0.3 － －   17,667 0.3 

資本合計     1,401,041 21.8 － －   1,919,681 29.5 

負債資本合計     6,420,773 100.0 － －   6,509,410 100.0 

            
（純資産の部）           
Ⅰ 株主資本           

１．資本金     － － 856,400 13.1   － －

２．資本剰余金           

(1）資本準備金   －   539,200 －   

資本剰余金合計     － － 539,200 8.3   － －

３．利益剰余金           

(1）その他利益剰余
金 

          

  繰越利益剰余金   －   234,542 －   

利益剰余金合計     － － 234,542 3.6   － －

株主資本合計       1,630,142 25.0     

Ⅱ 評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金 

    － 11,336   － 

評価・換算差額等合
計 

    － － 11,336 0.2   － －

純資産合計     － － 1,641,478 25.2   － －

負債純資産合計     － － 6,523,177 100.0   － －

            



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     5,077,649 100.0 4,993,718 100.0   10,388,211 100.0 

Ⅱ 売上原価     3,935,975 77.5 4,012,307 80.3   7,930,553 76.3 

売上総利益     1,141,673 22.5 981,411 19.7   2,457,657 23.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    1,058,110 20.8 1,113,832 22.3   2,116,023 20.4 

営業利益又は営業
損失（△） 

    83,563 1.7 △132,421 △2.6   341,633 3.3 

Ⅳ 営業外収益 ※１   1,345 0.0 1,861 0.0   2,027 0.0 

Ⅴ 営業外費用 ※２   20,720 0.4 22,778 0.5   53,937 0.5 

経常利益又は経常
損失（△） 

    64,187 1.3 △153,338 △3.1   289,723 2.8 

Ⅵ 特別利益 ※３   424 0.0 7,144 0.2   21,051 0.2 

Ⅶ 特別損失 ※4,5   114,286 2.3 39,400 0.8   121,339 1.2 

税引前当期純利益
又は税引前中間純
損失（△） 

    △49,674 △1.0 △185,594 △3.7   189,435 1.8

法人税、住民税及
び事業税 

※   △26,797 △0.5 3,572 0.1 94,166   

過年度法人税、住
民税及び事業税 

    －   6,036 0.1 －   

法人税等調整額 ※   －   5,168 0.1 △8,295 85,870 0.8

当期純利益又は中
間純損失（△） 

    △22,876 △0.5 △200,370 △4.0   103,564 1.0

前期繰越利益     402,849 －   402,849 

中間（当期）未処
分利益 

    379,972 －   506,413 

            



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

（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。 

 

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 



④【中間キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約キャッシ
ュ・フロー計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フ
ロー 

        

純利益又は税引前中間純損失
（△） 

  △49,674 △185,594 189,435 

減価償却費   128,687 111,973 261,541 

固定資産減損損失   － 15,817 － 

貸倒引当金の増減額（減少：
△） 

  △424 △11,220 △1,219 

賞与引当金の増減額（減少：
△） 

  △700 100 △100 

退職給付引当金の増減額（減
少：△） 

  11,725 △11,877 25,203 

受取利息及び受取配当金   △774 △754 △1,250 

支払利息   20,720 16,374 39,559 

固定資産除売却損   114,286 7,333 121,339 

役員退職慰労金   － 16,250 － 

売上債権の増減額（増加：
△） 

  △19,913 △377,840 △135,071 

たな卸資産の増減額（増加：
△） 

  △168,188 73,749 △42,931 

仕入債務の増減額（減少：
△） 

  214,140 296,715 109,599 

未収入金の増減額（増加：
△） 

  △26,411 △31,017 △62,760 

未払消費税等の増減額（減
少：△） 

  △11,654 16,025 △5,162 

その他   △38,996 147,699 △28,958 

小計   172,821 83,733 469,225 

利息及び配当金の受取額   774 754 1,250 

利息の支払額   △18,650 △16,861 △35,919 

役員退職慰労金の支払額   － △16,250 － 

法人税等の支払額   △22,029 △63,979 △82,798 

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  132,916 △12,603 351,757 

 



    
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約キャッシ
ュ・フロー計算書 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（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 

  △162,145 △5,602 △255,488 

投資有価証券の取得による支
出 

  △2,423 △2,532 △4,825 

貸付金の回収による収入   18,000 － 18,000 

従業員貸付金の回収による収
入 

  100 100 200 

その他   △35,639 △162 △21,757 

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  △182,108 △8,197 △263,870 

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   700,000 － 900,000 

短期借入金の返済による支出   △600,000 － △1,000,000 

長期借入金の返済による支出   △122,600 △122,600 △245,200 

新株発行による収入   － － 386,269 

配当金の支払額   △60,000 △71,500 △60,000 

その他   － － △11,267 

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

  △82,600 △194,100 △30,198 

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：△） 

  △131,791 △214,900 57,688 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   319,068 376,756 319,068 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高 

※ 187,276 161,855 376,756 

          



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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

額は全部資本直入法によ

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 

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 

決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処

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 

機械及び装置   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 

  (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 

 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。 

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。 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  (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 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間より、固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 

平成14年８月９日））及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用

しております。これによる損益に与える影響

はありません。 

――――――― 

  

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、固定資産の減損に係る会

計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の

設定に関する意見書」（企業会計審議会 平

成14年８月９日））及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号 平成15年10月31日）を適用し

ております。これによる損益に与える影響は

ありません。 

――――――― 

  

（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。 

――――――― 

  



追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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。 

――――――― 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

3,720,148千円 

※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 

3,852,945千円 

※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) 1,167,739千円

機械及び装置 (  〃  ) 445,079 

土地 (  〃  ) 382,934 

有形固定資産     

「その他」 (  〃  ) 51,240 

計   2,046,993 

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) 1,114,538千円

機械及び装置 (  〃  ) 415,476 

土地 (  〃  ) 382,934 

有形固定資産     

「その他」 (  〃  ) 48,089 

計   1,961,038 

 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 689,800 

計 1,007,000 

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 

１年以内返済予定長期

借入金 
117,200 

長期借入金 831,200 

計 948,400 

※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、

流動資産の「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     ――――――― 

  

※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     ――――――― 

  



（中間損益計算書関係） 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（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 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 215千円

受取配当金 559 

受取利息 56千円

受取配当金 697 

受取利息 273千円

受取配当金 977 

※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 20,720千円 支払利息 16,374千円 支払利息 39,559千円

※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 424千円 貸倒引当金戻入益 6,658千円 貸倒引当金戻入益 1,722千円

※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 114,286千円 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 121,339千円

――――――― ※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

 （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。  

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

  

 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 128,687千円

無形固定資産 28 

有形固定資産 111,973千円

無形固定資産 － 

有形固定資産 261,484千円

無形固定資産 57 

 ※ 法人税等の表示方法 

 当中間会計期間における税金費用につ

いては、簡便法による税効果会計を適用

しているため、法人税等調整額は「法人

税、住民税及び事業税」に含めて表示し

ております。 

――――――― 

  

――――――― 

  

 
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 



（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17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在） 

千円 千円 千円 

現金及び預金勘定 187,276

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 187,276

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 376,756

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 376,756



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 1,700 2,532 

工具器
具及び
備品 

60,438 20,852 39,586 

合計 64,671 22,552 42,118 

  
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） 

期末残高
相当額 
（千円）

車輌運
搬具 

4,232 2,050 2,182

工具器
具及び
備品 

67,249 26,827 40,422

ソフト
ウェア 

15,016 1,501 13,514

合計 86,499 30,379 56,119 

（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 11,337千円

１年超 30,780千円

合計 42,118千円

１年内 16,030千円

１年超 37,279千円

合計 53,309千円

１年内 15,803千円

１年超 40,315千円

合計 56,119千円

（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 11,713 

減価償却費相当額 11,713 

  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 19,869 

減価償却費相当額 19,869 

(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 



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年９月30日） 

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 

当中間会計期間末（平成18年９月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  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 46,810 82,340 35,529 

(2）債券       

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 46,810 82,340 35,529 

  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 

  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 

  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 



前事業年度末（平成18年３月31日） 

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 

  取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 
（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 46,761 76,556 29,794 

(2）債券       

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 46,761 76,556 29,794 

  貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 3,800 



（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間末（平成17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。 

前事業年度末（平成18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。 



（持分法損益等） 

前中間会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17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。 

前事業年度末（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 該当事項はありません。 



（１株当たり情報） 

 （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。 

（重要な後発事象） 

前中間会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17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。 

前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 該当事項はありません。 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,167円53銭

１株当たり中間純損失

金額 
19円06銭

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 1,342円43銭

１株当たり当期純利益

金額 
85円23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。 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

当期純利益又は中間純損失（千円） 22,876 200,370 103,564 

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） 
22,876 200,370 103,564 

期中平均株式数（株） 1,200,000 1,430,000 1,215,123 



(2）【その他】 

該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第34期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）平成18年６月21日近畿財務局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年２月３日

ケイエス冷凍食品株式会社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているケイエス冷凍食品株

式会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第３４期事業年度の中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１７

年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について

中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を

表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、ケイエ

ス冷凍食品株式会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成１７年４月１日から平

成１７年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券届出書提出会社)が別

途保管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 池 浦 良 典 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 蔭 山 幸 男 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年１２月１３日

ケイエス冷凍食品株式会社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているケイエス冷凍食品株

式会社の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第３５期事業年度の中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８

年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッ

シュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、ケイエ

ス冷凍食品株式会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成１８年４月１日から平

成１８年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 池 浦 良 典 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 蔭 山 幸 男 
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