
平成18年2月期
上場会社名　　株式会社セイヒョー　　 上場取引所　東京証券取引所市場第二部
コード 番 号  　2872 本社所在都道府県　　新潟県
代　　　表　　　者　役職名 代表取締役社長　氏 名  村山　勤 TEL　（025）386－9988
問合せ先責任者　役職名 経理部長　　　　　 氏 名  佐藤　清　 中間配当制度の有無　　　無　　
決算取締役会開催日　平成18年4月 ７日 定時株主総会開催日　平成18年5月26日
配当支払開始予定日　平成18年5月29日
単元株制度採用の有無　 有（１単元1,000株）　

１．　18年2月期の業績（平成17年3月1日～平成18年2月28日）
（１）　経営成績 （千円未満切捨）

千円 ％ 千円 ％ 千円 ％
 18年2月期 4,922,394 　　 　△4.1 157,137 　　　△20.8 179,302 △ 19.9
 17年2月期 5,134,501 　10.8 198,415         156.5 223,724    110.2

１株当たり 潜在株式調整後 株  主  資  本 総   資   本 売 　上 　高
当期純利益 １株当たり当期純利益 当期純利益率 経常利益率 経常利益率

 　　　　千円　　  ％ 円　　　銭 円　　　銭 ％ ％ ％
 18年2月期   83,943     △30.6       18     62 4.5 7.2 3.6
 17年2月期  120,896 　   307.9       27     41 6.8 9.4 4.4

（２）配当状況

配当金総額 株主資本

中　　間 期　　末 （年間） 配 当 率
円　　銭 円　　銭 円　　銭 千円 ％ ％

 18年2月期 　　　　　　10　　00 　　　　10　　00 42,862 53.7 2.3
 17年2月期 　 　　　 　 8　　00 　　　　 8　　 00 34,390 29.2 1.9

（３）財政状態  

総　資　産 株　主　資　本 株 主 資 本 比 率
千円 千円 ％ 円 銭

 18年2月期 2,538,197 1,893,683 74.6 440 87
 17年2月期 2,441,511 1,833,107 75.1 425 73

（注）①期末発行済株式数　18年2月期　   4,286,258株　　１7年2月期　　　4,298,781株　　　　　
　　　②期末自己株式数 　　18年2月期　　　 　34,552株　　１7年2月期     　  　22,029株　　　　　

　
（４）キャッシュ・フローの状況

営業活動による 投資活動による 財務活動による
キャッシュ・フロー キャッシュ・フローキャッシュ・フロー

千円 千円 千円 千円
 18年2月期 171,437 △19,405 △41,149
 17年2月期 367,861 △17,138 △35,653

２．　19年2月期の業績予想（平成18年3月1日～平成19年2月28日）

売　上　高 経　常　利　益 当 期 純 利 益

　　 中　　間 期　　末
千円 千円 千円 　　円　　　銭 　　円　　　銭 　　円　　　銭

中間期 3,100,000 224,000 110,000
通　 期 5,050,000 170,000         95,000 　　8　　　 00 　　　8　　　 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　22円　　　16銭
　※業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な不確定要素が
　　 内在しておりますので、実際の業績はこれらの数値と異なる場合があります。

現金及び現金同等物
 期　 　末　 　残　 　高

１株当たり年間配当金

１株当たり年間配当金

603,636
492,754

１株当たり株主資本

配当性向

　　　③会計処理の方法の変更　　　 有　　　
　　　④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

決算短信（非連結）

経　常　利　益

（注）①持分法投資損益　　　　　　　　該当事項はありません　
　　　②期中平均株式数　 18年　2月期　　4,292,549株   　17年　2月期　　　4,301,042株　　　

営　業　利　益売　上　高

当期純利益

平成18年4月7日
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１ 事業の内容 
 
  当社は４ヶ所の工場（本社、本部含む）と１ヶ所の営業所で構成されており、子会社

や関連会社を持たない単独事業体であります。各工場はお互いに製造した自社製品や他

の会社から仕入した商品を販売しております。 
 
 
事業系統図 
  製造・販売                                        
                                          
    新 潟 工 場        豊 栄 工 場                         
                                          
                                          
                                          
    佐 渡 工 場        三 条 工 場                         
                                          
                                          
                                          
       販 売                                
                                          
          東京営業所                           
                                          
 
 
 
各工場の製造品は 
  ・新潟工場    アイスクリーム、冷菓、和菓子、氷             
  ・佐渡工場    和菓子、冷菓、氷                  
  ・三条工場    和菓子                       
 各工場は冷凍倉庫を設備しており、新潟工場以外は冷蔵保管業務、豊栄工場は配送物流

業務も行っております。 
 新潟工場製造品のうち、冷菓、アイスクリームの９割は他社からの受託加工品でありま

す。 
 
 
 

国 

内 

ユ 

ー 

ザ 

ー 
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２．経営方針 
（１）経営の基本方針 
   当社の企業理念は 

① お客様第一主義を貫き 
② 働きがいのある会社を目指し 
③ 限りなき挑戦を行う   の３点であります。 

 食品産業を通じて豊かな食生活の実現に貢献するという使命感のもと、安全な材料 
と製法で、安心できる商品を提供することによって、消費者の皆様から喜ばれ、世の

中から存在価値を認めてもらえる企業を目指してまいりました。 
 この企業理念のもと、更なる企業価値を高める努力によって安定的な収益体質を確

立し、その成果を株主、従業員、お客様、取引先、地域社会へと適正に分かち合える

ように、持続的な発展を目指します。 
 当社におきましては、以下の三項目に重点を置き経営を進めてまいります。 
① 消費者の皆様が要求する商品の提供を、継続できる会社を目指します。 
食に対する安全・安心、本物志向へのニーズに応えるべく、当社独自のノウ

ハウと技術を駆使し、皆様に喜んで頂ける商品の開発をいたします。 
② 当社の総合力を高め、競争力のある会社を目指します。 
時代や環境のスピードある変化に対応するため、各事業部門の連携をより深

め、それぞれの機能と役割を十分に発揮し、総合力で成果を出していきます。 
③ 世の中のルールを守り、透明性の高い健全経営を目指します。 
法令順守を旨とし、社内の情報の共有化を推し進め、経営情報の適時開示に 
努めます。 

 
（２）利益配分に関する基本方針 
   当社は、株主の皆様への長期的利益還元を重要な経営課題の一つと考え、安定配当 
を行うことを基本としつつ、企業体質の強化、今後の事業展開及び内部留保の充実等 
を勘案した上で業績に対応した配当を行いたいと考えております。 

   また、内部留保金につきましては、設備投資等の資金需要に備える所存であります。 
 
（３）投資単位の引き下げに関する考え方及び基本方針等 
   当社は、投資者による当社株式の長期安定的な株式保有を促進するとともに、投資 
者層の拡大を図ることが資本政策上の重要課題と認識しております。 
 しかしながら現状では、当社株式の投資単位の引き下げには多額の費用がかかるこ 
とから、株券の一斉電子化の確定を待って実施時期を検討する予定です。 
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（４）目標とする経営指標 
   当社では、前年実績比較増収増益を経営目標とすることを基本としてまいりました 
が、ROE、ROAというような経営指標を採用するに至っておりませんでした。このよ 
うな状況が続いた背景としては、天候に左右されやすい業態であることとシステム対 
応の遅れを挙げることができます。今後は、18年２月に導入開始した新システムを活 
用し、中期経営計画の策定を図り経営指標を採用できる環境を整える予定であります。 

   なお、販売・保管・製造の基幹部門のシステム化は、18年 10月の稼動を予定してい 
ることから、ROE、ROAというような経営指標は翌々期からの採用となる見込みです。 
 

（５）中長期的な経営戦略 
   当社は毎年各工場、部門が各々の利益計画を立てそれぞれの利益責任を全うして、 
  その年度計画の達成を実現することを経営の最重要課題としてまいりました。 
   次期からは、新経営体制の下で中期経営計画を策定し、中長期的には重点分野への 
積極的な経営資源の配分と、これからの事業展開を着実に実行することを基本戦略と 
し、更なる飛躍を目指します。 

   当面の実行目標としては、以下の３点であります。 
① 食生活の安定・安全・安心に貢献できる体制構築 
② 新製品の開発と販路拡大並びに販売の強化 
③ 更なるコストダウンへの取り組み強化 

   数値目標の達成努力をすると同時に企業理念の周知徹底を図り、全役職員の目的意 
識の共有化を推し進め、経営計画の必達を目指します。 

 
（６）対処すべき課題 

① 営業体制の強化 
当社は、営業部門を有しておりますが、十分な体制を整えているとは言いがた

い状況にあります。今後においては、県内市場における販売先拡大及び県外市

場への展開等も視野に入れる必要があることから、営業力強化が重要であると

認識しております。営業基盤の強化に向けて、人員採用や育成及び製造部門と

の連携強化等の施策を講じます。 
② 新製品の開発 
現状は、各製造工場に新製品開発を委ねてきましたが、次期からは開発部門を

専担部門として立ち上げ、開発に注力できる体制を構築します。 
③ コンプライアンスの取組強化と徹底 
社内規程の見直しを行い、コンプライアンス意識の向上を図ってまいります。 
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（７）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 
  ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 
   当社は、企業倫理とコンプライアンスの重要性を認識し、企業の社会的責任を全う 

することを経営上の重要な課題の一つとして位置づけており、このようなことも、

株主価値を高めることの一つであると認識しております。 
  ②コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 
   当社は、従来から株主・投資者重視の方針に基づき、経営の透明性や公正性、健全

性を確保するため、次の組織で運営され機能しております。 
イ．「取締役会」は取締役 6名（内 1名は社外取締役）で構成されており、法令で定 
められた事項及び経営に関する重要事項について決議、報告を行っております。 

ロ．業務執行については、定例的に開催される取締役会の他に、社長を含む各所属 
長による「工場長会議」や生産・販売担当者による「生産・販売会議」を毎月 1
回開催して機動的な経営対応を行っておりますと同時に、情報の伝達及び共有

化と危機管理の徹底に努めております。 
ハ．監査役１名（社外監査役）は、「取締役会」に出席し経営の効率性、妥当性を幅

広く検証し、経営に対しての助言・提言を行う事により経営の透明性を高めて

おります。なお、17年６月 28日付けで一身上の都合により退任した監査役（社
外監査役）の補充として 18年 5月に開催予定の定時株主総会において常勤監査
役 1 名の選任を予定しております。これにより、内部監査を強化し、コンプラ
イアンスと内部統制の充実強化を図る予定です。 

以上の内容を模式図（18年 5月 26日以降）化すると下記のとおりです。 
 
 
 
     選任             選任 
             監 査 
 
                       経営監視 
      
 
            監査 
 
 
 
 
 

株  主  総  会 

取 締 役 会 

代表取締役会長 
代表取締役社長 

常勤監査役 1名 
社外監査役 1名 

会計監査人 

事業部門・（管理）本部 
取締役・工場長・部長 

工場長会議 

生産・販売会議 

顧問弁護士 
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３．経営成績 
（１）当期の概要 

当期の日本経済における個人消費動向は、勤労者世帯の所得環境の改善や雇用環

境の改善などにより、購買行動の緊縮ムードを脱しつつあるように見受けられまし

た。さらには、株高により家計の金融資産残高が、初めて 2005 年 12 月末に 1,500
兆円の大台に乗ったという日銀発表があったものの、消費者は今まで我慢してきた

ものを「慎重に選ぶ」という行動を続けているようです。つまり、これからも企業

間競合は激しくなることが予測されます。 
また、過去最大の原油高が原材料・資材・包材等の価格に、どの程度の影響を及

ぼすのか不明であります。しかし、当初は消費マインドの低下が懸念されてきまし

たが、内閣府発表によると、2005年 10－12月期に需要が供給を 0.7％上回り、デフ
レ脱却が一歩進んだようであります。 

    当社業績は、新潟県内の梅雨明けの遅れが大きく影響し、減収減益という結果に

なりました。売上高は、前期比 4.1％減の 4,922百万円、当期純利益は前期比 30.6％
減の 83百万円となりました。ただし、当期において、役員退職慰労金の会計方針の
変更を実施したため、特別損失として過年度役員退職慰労引当金繰入額 35百万円を
計上しております。 

 
以下、部門別売上高の概要は次のとおりであります。 
〇製氷部門は、佐渡の漁獲不漁等が響き、前期比15.5％減の48百万円となりました。 
〇飲料部門は、拡販努力により前期比 6.1％増の 71百万円となりました。 
〇冷凍冷蔵部門は、寄託先の適正在庫強化や配送基地集約の強化が推進された影響

を受けましたが、前期比 0.8％増の 293百万円となりました。 
〇アイスクリーム部門は、5月からリニューアル新製品「金太郎」を 100万本の出荷
計画として投入し、期末現在で約 191 万本という好調な結果でしたが、梅雨明け
の遅れが大きく影響し、部門全体では前期比 1.2％減の 2,243百万円となりました。 
〇和菓子部門は、販売不振が響き前期比 4.5％減の 305百万円となりました。 
〇冷凍食品部門は、販売不振や消費の低迷が響き、前期比 7.9％減の 1,960百万円と
なりました。 

 
 なお、当期の配当金は、前年と同額の普通配当１株につき８円とし、加えて平成

18年 3月をもって設立 90周年を迎えることから、記念配当として 1株につき 2円、
合わせて 1株につき 10円とさせて頂く予定であります。 
 これにより、当期の配当性向は 53.7％となります。 
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（２）財政状態 
当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、税引前当期

純利益 は、前期比 67百万円減の 141百万円及び役員退職慰労引当金の増加額 38百
円等の要因により、前事業年度に比べ 110百万円増加し、当事業年度末は 603百万
円となりました。 
また、当事業年度における各キャッシュ・フロー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） 
    当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、171 百万円（前期比 53.3％

減）となりました。これは主に、税引前当期純利益が 67百万円減少したことにより
ます。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、19百万円（前期比 13.2％増）
となりました。これは主に、アイスクリーム製造機械、新システムパソコンの取得

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） 

 当事業年度において財務活動の結果使用した資金は、41百万円（前期比 15.4％増）
となり、前事業年度に比べ 5 百万円増加しましたが、これは自己株式の取得による
支出によるものであります。 
  

（３）次期の見通し 
 所得環境の改善や世帯金融資産の拡大等により、消費マインドが好転すると思わ

れますが、昨年 12月の原油高の影響調査結果では大企業の紙・パルプ業の 30％が「経
営に深刻な影響がある」と回答、中小企業では「収益が圧迫されている」と回答し

た企業が 65％に及ぶなど、決して楽観視できないものと予測しております。 
このような環境下、当社は食品製造業として消費者の皆様に喜ばれ信頼される「安

全」かつ「安心」できる製品を提供できるよう製造体制を確立し、新製品の開発と

更なるコストダウンを全社あげて積極的に推進してまいります。 
具体的には、中期設備投資計画に基づき、製造ラインの更新を中軸とした入れ替

え、新設に力を入れ、「安全・安心」な製品を造り、より多くの消費者の皆様にご提

供してまいります。 
また、中期設備投資計画実行期間中は、次期同様の利益水準を予測しております

が、本計画終了後の利益水準を過去最高益（平成５年２月期税引後当期純利益 148
百万円）を更新することを目標といたします。 
平成 19年２月期の業績予想につきましては、売上高 5,050百万円、経常利益 170
百万円、当期純利益 95百万円を予想しております。 
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【貸借対照表】 

 
 

  前事業年度 
(平成17年２月28日) 

当事業年度 
(平成18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 
(％) 

(資産の部)        
Ⅰ 流動資産        

現金及び預金   492,754   603,636  
受取手形   30,988   36,040  
売掛金   368,623   338,491  
製品商品   259,420   239,554  
原材料   43,603   47,302  
前払費用   621   1,914  
繰延税金資産   18,501   13,717  
その他   11,257   14,204  
貸倒引当金   △12,414   △8,318  
流動資産合計   1,213,357 49.7  1,286,543 50.7 

Ⅱ 固定資産        
１ 有形固定資産        

建物  1,199,152   1,200,176   
減価償却累計額  △821,419 377,733  △855,302 344,874  
構築物  110,938   113,318   
減価償却累計額  △94,647 16,290  △96,309 17,008  
機械及び装置  1,044,049   1,058,843   
減価償却累計額  △790,276 253,773  △821,626 237,216  
車輌運搬具  3,305   2,971   
減価償却累計額  △2,978 326  △2,768 202  
工具・器具及び備品  39,340   49,337   
減価償却累計額  △32,916 6,423  △25,527 23,810  
土地   410,867   410,867  
有形固定資産合計   1,065,414 43.6  1,033,979 40.7 

２ 無形固定資産        
ソフトウェア   2,745   11,429  
電話加入権   1,434   1,361  
水道施設利用権   641   163  
その他   1,116   ―  
無形固定資産合計   5,938 0.2  12,954 0.5 

３ 投資その他の資産        

投資有価証券   130,149   163,218  
出資金   1,143   1,143  
破産債権・更生債権   1,495   1,335  
長期前払費用   2,062   5,710  
繰延税金資産   17,328   28,753  
保証金   3,658   3,674  
その他   2,460   2,220  
貸倒引当金   △1,495   △1,335  
投資その他の資産合計   156,801 6.5  204,719 8.1 
固定資産合計   1,228,154 50.3  1,251,654 49.3 
資産合計   2,441,511 100.0  2,538,197 100.0 
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  前事業年度 
(平成17年２月28日) 

当事業年度 
(平成18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 
(％) 

(負債の部)        

Ⅰ 流動負債        

買掛金   261,144   229,098  

未払金   50,481   105,157  

未払費用   15,189   15,935  

未払法人税等   74,433   35,332  

未払消費税等   16,110   6,993  

預り金   6,075   11,666  

賞与引当金   22,326   23,284  

その他   2,799   2,894  

流動負債合計   448,560 18.4  430,362 17.0 

Ⅱ 固定負債        

退職給付引当金   147,294   163,548  

役員退職慰労引当金   ―   38,803  

預り保証金   12,550   11,800  

固定負債合計   159,844 6.5  214,151 8.4 

負債合計   608,404 24.9  644,513 25.4 

(資本の部)        

Ⅰ 資本金 ※１  216,040 8.8  216,040 8.5 

Ⅱ 資本剰余金        

１ 資本準備金  22,686   22,686   

２ その他資本剰余金        

   自己株式処分差益  88   167   

資本剰余金合計   22,774 0.9  22,853 0.9 

Ⅲ 利益剰余金        

１ 利益準備金  37,500   37,500   

２ 任意積立金        

役員退職積立金  50,000   50,000   

圧縮記帳積立金  4,988   3,661   

別途積立金  1,330,000   1,400,000   

３ 当期未処分利益  132,005  109,884  

利益剰余金合計   

 
 

1,554,493 63.7  

 
 

1,601,046 63.1 

Ⅳ その他有価証券評価差額金 ※３  47,735 2.0  68,613 2.7 

Ⅴ 自己株式 ※２  △7,937 △0.3  △14,870 △0.6 

資本合計   1,833,107 75.1  1,893,683 74.6 

負債・資本合計   2,441,511 100.0  2,538,197 100.0 
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【損益計算書】 
 

  
前事業年度 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比 

(％) 金額(千円) 百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   5,134,501 100.0  4,922,394 100.0 

Ⅱ 売上原価        

製品及び商品期首棚卸高  298,084   259,420   

当期商品仕入高  2,585,280   2,406,440   

当期製品製造原価  1,711,075   1,717,921   

合計  4,594,440   4,383,782   

他勘定振替高 ※１ 2,677   6,271   

製品及び商品期末棚卸高  259,420 4,332,342 84.4 239,554 4,137,956 84.1 

売上総利益   802,158 15.6  784,437 15.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

運搬保管費  142,522   146,703   

販売手数料  35,553   41,890   

広告宣伝費  10,382   10,719   

役員報酬  19,780   16,330   

給料手当  227,397   230,509   

賞与引当金繰入額  11,804   13,486   

退職給付費用  10,094   9,112   

役員退職慰労引当金繰入額  ―   3,673   

福利厚生費  44,339   46,392   

旅費交通費  4,940   5,543   

通信費  8,223   7,095   

賃借料  17,809   18,146   

租税公課  2,351   5,776   

交際費  2,369   2,580   

減価償却費  5,705   6,037   

貸倒引当金繰入額  2,302   ―   

雑費  58,166 603,743 11.7 63,302 627,300 12.7 

営業利益   198,415 3.9  157,137 3.2 

Ⅳ 営業外収益        

受取利息  44   39   

受取配当金  1,662   1,800   

不動産賃貸料  15,065   15,065   

受取手数料  2,212   2,914   

工場建設促進助成金  6,330   ―   

雑収入  3,819 29,134 0.6 7,551 27,371 0.6 
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前事業年度 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比 

(％) 金額(千円) 百分比 
(％) 

Ⅴ 営業外費用        

支払利息  22   26   

不動産賃貸費用  2,426    2,393   

リース解約損  ―   1,599   

雑支出  1,376 3,825 0.1 1,187 5,206 0.1 

経常利益   223,724 4.4  179,302 3.6 

Ⅵ 特別利益        

   貸倒引当金戻入益  ― ― ― 4,007 4,007 0.1 

 Ⅶ 特別損失        

製品等廃棄損  2,677   ―   

固定資産除却損 ※２ 1,043   3,108   

固定資産除却費用  ―   298   

固定資産売却損 ※３ 203   69   

役員退職慰労金  10,500   ―   
過年度役員退職慰労引当金繰
入額  ―   35,130   

投資有価証券評価損  ― 14,424 0.3 2,847 41,454 0.8 

税引前当期純利益   209,299 4.1  141,855 2.9 

法人税、住民税 
及び事業税  91,021   78,722   

法人税等調整額  △2,618 88,402 1.7 △20,810 57,912 1.2 

当期純利益   120,896 2.4  83,943 1.7 

前期繰越利益   11,108   25,941  

当期未処分利益   132,005   109,884  
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 【キャッシュ・フロー計算書】 
 

  
前事業年度 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分 注記 
番号 金額(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  209,299 141,855 

減価償却費  104,837 90,895 

退職給付引当金の増加額(△減少額)  △15,200 16,254 

役員退職慰労引当金の増加額  ― 38,803 

賞与引当金の増加額  89 958 

貸倒引当金の減少額  △806 △4,256 

受取利息及び受取配当金  △1,706 △1,839 

支払利息  22 26 

固定資産除却損  1,043 3,108 

固定資産売却損  203 69 

投資有価証券評価損  ― 2,847 

売上債権の減少額  97,646 25,239 

棚卸資産の減少額  31,380 16,167 

その他流動資産の減少額(△増加額)  1,551 △4,238 

仕入債務の減少額  △62,722 △32,045 

未払金の増加額  531 2,152 

未払費用の増加額（△減少額）  △342 745 

未払消費税等の増加額（△減少額）  14,193 △9,117 

その他流動負債の増加額（△減少額）  △1,329 5,590 

預り保証金の減少額  △750 △750 

役員賞与の支払額  ― △3,000 

その他  187 △5,276 

小計  378,128 284,191 

利息及び配当金の受取額  1,706 1,839 

利息の支払額  △22 △26 

法人税等の支払額  △16,588 △114,566 

法人税等の還付額  4,637 ― 

営業活動によるキャッシュ・フロー  367,861 171,437 

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  △14,227 △18,155 

有形固定資産の売却による収入  100 ― 

無形固定資産の取得による支出  △2,108 △625 

投資有価証券の取得による支出  △856 △869 

その他  △45 243 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △17,138 △19,405 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

自己株式の取得による支出  △2,033 △7,433 

自己株式の売却による収入  826 579 

配当金の支払額  △34,446 △34,295 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △35,653 △41,149 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  315,070 110,882 

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高  177,684 492,754 

Ⅵ 現金及び現金同等物期末残高  492,754 603,636 
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【利益処分案】 
 

 前事業年度 
（平成17年5月27日） 

当事業年度 
（平成18年5月26日） 

区分 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益  132,005  109,884 

Ⅱ 任意積立金取崩高     

役員退職積立金取崩高 ―  50,000  

圧縮記帳積立金取崩高 1,326 1,326 1,181 51,181 

合計  133,331  161,066 

Ⅲ 利益処分額     

配当金 34,390  42,862  

役員賞与金 3,000  4,000  

(うち監査役賞与金) (400)  (300)  

任意積立金 
 
別途積立金 

 
 

70,000 

 
 

107,390 

 
 

100,000 

 
 

146,862 

Ⅳ 次期繰越利益  25,941  14,204 

     
(注) 日付は、株主総会承認日及びその予定日であります。 
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重要な会計方針 
 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１ 有価証券の評価基準及び
評価方法 

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、全部資本直入法
により処理し、売却原価は、移動平
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 
 移動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 

製品 …総平均法による原価法 
商品 …移動平均法による原価法 
原材料…同上 

製品   同左 
商品   同左 
原材料  同左 

３ 固定資産の減価償却の方
法 

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    ８年～24年 
  機械装置  ６年～15年 

有形固定資産   
   同左 

 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
く定額法を採用しております。 

無形固定資産   
   同左 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 
  債権の貸倒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検討
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 
  従業員に対して支給する賞与の支
出に備えるため、支給見込額に基づ
き当事業年度に見合う分を計上して
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 
 （自己都合要支給額）を計上してお
ります。 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 退職給付引当金 
   同左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

 ― (4) 役員退職慰労引当金 
  役員の退職慰労金の支出に備える 
ため、役員退職慰労金支給規程に基 
づく期末要支給額を計上しておりま 
す。 
 （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、役員退職慰労金 
支給規程に基づく期末要支給額を役 
員退職慰労引当金として計上する方 
法に変更いたしました。 
  この変更は、役員在任年数の長期 
化に伴い金額の重要性が増してきた 
こと及び引当計上する会計慣行が定 
着化していることを踏まえ、期間損 
益の適正化、財務体質の健全化を図 
るために行ったものであります。 
  この変更により、当事業年度発生 
額3,673千円は販売費及び一般管理 
費、過年度分相当額35,130千円は特
別損失に計上しております。この結
果、従来と同一の方法を採用した場
合と比べ、営業利益及び経常利益は
3,673千円減少し、税引前当期純利
益は38,803千円減少しております。 
 

５ 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 

６ 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 

７ その他財務諸表作成のた
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 
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 注記事項 

(貸借対照表関係) 
 

前事業年度 
(平成17年２月28日) 

当事業年度 
(平成18年２月28日) 

※１ 授権株式数及び発行済株式総数 
授権株式数 (普通株式) 6,000,000株
発行済株式総数 (普通株式) 4,320,810株

 

※１ 授権株式数及び発行済株式総数 
授権株式数 (普通株式) 6,000,000株
発行済株式総数 (普通株式) 4,320,810株

 
※２ 自己株式 
   当社が保有する自己株式の数は、普通株式22,029 
  株であります。 

※２ 自己株式 
   当社が保有する自己株式の数は、普通株式34,552 
  株であります。 

※３ 配当制限 
   有価証券の時価評価により、純資産額が47,735千
円増加しております。なお、当該金額は商法施行規
則第124条第３号の規定により、配当に充当するこ
とが制限されております。 

※３ 配当制限 
   有価証券の時価評価により、純資産額が68,613千
円増加しております。なお、当該金額は商法施行規
則第124条第３号の規定により、配当に充当するこ
とが制限されております。 
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(損益計算書関係) 
 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

※１ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 
  
特別損失への振替高 2,677千円
   

※１ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 
  
販売費及び一般管理費への振替高 6,271千円
   

 
※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりでありま
す。 
建物 297千円
構築物 113 
機械及び装置 405 
車両及び運搬具 79 
工具・器具及び備品 146 
計 1,043  

 
※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりでありま
す。 
建物 ―千円
構築物 136 
機械及び装置 2,372 
車両及び運搬具 16 
工具・器具及び備品 582 
計 3,108  

※３ 固定資産売却損の内訳は次のとおりでありま
す。 
電話加入権            203千円 

 

※３ 固定資産売却損の内訳は次のとおりでありま
す。 
電話加入権             69千円 

 

 

(キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

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２月28日現在) 
現金及び預金勘定 492,754千円
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 492,754 
  

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２月28日現在) 
現金及び預金勘定 603,636千円
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 603,636 
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(リース取引関係) 
 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18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 

 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
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 

 
機械及び 
装置 
(千円) 

工具・器具
及び備品 
(千円) 

その他 
(千円) 

合計 
(千円) 

取得価額 
相当額 229,398 2,250 9,670 241,318

減価償却 
累計額 
相当額 

126,832 1,062 3,668 131,563

期末残高 
相当額 102,565 1,187 6,001 109,754
 

 
機械及び 
装置 
(千円) 

工具・器具
及び備品 
(千円) 

その他 
(千円) 

合計 
(千円) 

取得価額 
相当額 236,398 2,250 23,850 262,498

減価償却 
累計額 
相当額 

154,219 1,437 7,983 163,640

期末残高 
相当額 82,179 812 15,866 98,858
 

②未経過リース料期末残高相当額 
１年内 29,487千円
１年超 89,723 
計 119,211 

 

②未経過リース料期末残高相当額 
１年内 32,522千円
１年超 75,368 
計 107,891 

 
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 38,208千円 
減価償却費相当額 32,589 
支払利息相当額 5,417 

 

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 37,750千円 
減価償却費相当額 32,076 
支払利息相当額 5,250 

 
④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 
  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減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 
     同左 

  利息相当額の算定方法 
   …リース料総額とリース物件の取得価額相当額の

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。 
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(有価証券関係) 

(前事業年度)(平成17年２月28日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 取得原価 
(千円) 

貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの    

 株式 36,445 116,579 80,133 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 
 

区分 貸借対照表計上額 
(千円) 

その他有価証券  

 非上場株式 13,570 

 

(当事業年度)(平成18年２月28日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 取得原価 
(千円) 

貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの    

 株式 37,314 152,495 115,180 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 
 

区分 貸借対照表計上額 
(千円) 

その他有価証券  

 非上場株式 10,722 

 

 

(デリバティブ取引関係) 

前事業年度(自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日)及び当事業年度(自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日)  

当社は、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 
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(退職給付関係) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社は、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 
 

区分 前事業年度 
(平成17年２月28日) 

当事業年度 
(平成18年２月28日) 

(1) 退職給付債務 △147,294千円 △163,548千円 

(2) 退職給付引当金 △147,294千円 △163,548千円 

 

３ 退職給付費用に関する事項 
 

区分 
前事業年度 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

退職給付費用   

 勤務費用 16,968千円 20,567千円 
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(税効果会計関係) 
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 
 

 
前事業年度 

(平成17年２月28日) 
 

当事業年度 
(平成18年２月28日) 

繰延税金資産 

 少額資産損金算入限度超過額 705千円 567千円

 貸倒引当金損金算入限度超過額 2,300 606 

 賞与引当金損金算入限度超過額 9,026 9,413 

 退職給付引当金損金算入限度超過額 52,999 62,846 

 役員退職慰労引当金損金算入限度超過額 ― 15,688 

 未払事業税 6,241 2,762 

 ゴルフ会員権評価損 242 242 

 未払社会保険料 1,095 1,059 

繰延税金資産小計 72,611 93,187 

 評価性引当額 ― △242 

繰延税金資産合計 72,611 92,944 

繰延税金負債   

 その他有価証券評価差額金 △32,398 △46,567 

 圧縮記帳積立金 △4,383 △3,905 

繰延税金負債計 △36,781 △50,473 

繰延税金資産の純額 35,830 42,471 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
 

 
前事業年度 

(平成17年２月28日) 
 

当事業年度 
(平成18年２月28日) 

法定実効税率 41.7％ 40.4％ 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.5 0.7 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.2 △0.2 

住民税均等割額 0.6 0.8 

税額控除 ― △1.9 

法人税等追徴税額 ― 1.1 

その他 △0.4 △0.1 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.2 40.8 

 

(持分法損益等) 

該当事項はありません。 
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【関連当事者との取引】 

前事業年度(自 平成16年３月１日 至 平成17年２月28日) 

法人主要株主等 
 

関係内容 
属性 会社等の 

名称 住所 

資本金
又 
は出資
金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合 
(％) 

役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内容 取引金額 (千円) 科目 期末残高 
(千円) 

法人主
要株主 ㈱シンキョー 新潟市 24,500 

家電販売 
及び設備
工事 

(被所有) 
直接10.2 
間接 ― 

兼任１名 ― 
 
家電購入 
 

104 未払金 ― 

法人主
要株主 ㈱和田商会 新潟市 30,000 石油製品等販売 

(被所有) 
直接 7.5 
間接  ― 

兼任１名 ― 車輌燃料の 
購入 592 未払金 204 

(注) １  前事業年度末では主要株主であった㈱和田商会は平成16年7月23日付で所有株式のうち100千株を 
㈱シンキョーへ売却しましたので、その時点で、㈱和田商会は、当社の主要株主でなくなり、 
㈱シンキョーは、当社の主要株主になっております。 
このため、㈱シンキョーは、平成16年8月から平成17年2月までの取引金額と平成17年2月の期末残 

  高を、㈱和田商会は、平成16年3月から平成16年7月までの取引金額と平成16年7月の残高を記載し 
  ております。 
２  取引条件は一般取引先と同様であります。 
３  取引金額には、消費税等を含まず、期末残高には、消費税等を含んでおります。 

 

役員及び個人主要株主等 
 

関係内容 
属性 氏名 

資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合 
(％) 

役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内容 取引金額 (千円) 科目 期末残高 
(千円) 

役員 村山 勤 ― 
大協リース
㈱取締役会
長 

(被所有) 
直接 4.4 
間接 4.8 

― ― リース料の 
支払 52,097 未払金 12 

商品販売 21,382 売掛金 1,160 

役員 成田 昭一 ― 
山津水産㈱
代表取締役
会長 

(被所有) 
直接  ― 
間接 2.3 

― ― 

商品購入 153,143 買掛金 7,206 

(注) １  取引条件は一般取引先と同様であります。 
２  上記取引は全て第三者のための取引であります。 
３  取引金額には、消費税等を含まず、期末残高には、消費税等を含んでおります。 
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当事業年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 

法人主要株主等 
 

関係内容 
属性 会社等の 

名称 住所 

資本金
又 
は出資
金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合 
(％) 

役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内容 取引金額 (千円) 科目 期末残高 
(千円) 

商品販売 9 売掛金 ―
法人主
要株主 ㈱シンキョー 新潟市 24,500 

家電販売 
及び設備
工事 

(被所有) 
直接10.2 
間接 ― 

兼任１名 ― 
 
家電購入 
 

272 未払金 5 

(注) １  取引条件は一般取引先と同様であります。 
２  取引金額には、消費税等を含まず、期末残高には、消費税等を含んでおります。 

 

役員及び個人主要株主等 
 

関係内容 
属性 氏名 

資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合 
(％) 

役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内容 取引金額 (千円) 科目 期末残高 
(千円) 

商品販売 13 売掛金 ― 

リース料の 
支払 49,191 未払金 ― 役員 村山 勤 ― 

大協リース
㈱取締役会
長 

(被所有) 
直接 4.5 
間接 4.8 

― ― 

リース解約
損 1,559 ― ― 

商品販売 20,656 売掛金 2,609 

役員 成田 昭一 ― 
山津水産㈱
代表取締役
会長 

(被所有) 
直接  ― 
間接 2.3 

― ― 

商品購入 152,143 買掛金 6,434 

(注) １  取引条件は一般取引先と同様であります。 
２  上記取引は全て第三者のための取引であります。 
３  取引金額には、消費税等を含まず、期末残高には、消費税等を含んでおります。 
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(１株当たり情報) 
 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１株当たり純資産額 425.73円
 

１株当たり純資産額 440.87円
 

１株当たり当期純利益 27.41円
 

１株当たり当期純利益 18.62円
 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい
ては、潜在株式がないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、潜在株式がないため記載しておりません。 

(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 

 
前事業年度 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

当期純利益(千円) 120,896 83,943 

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） 

3,000 
(3,000) 

4,000 
(4,000) 

普通株式に係る当期純利益(千円) 117,896 79,943 

普通株式の期中平均株式数(千株) 4,301 4,292 

 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当事業年度における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 
 

事業部門 生産高（千円） 前年同期比(％) 

製氷部門 80,066 91.5 

冷凍冷蔵部門 363,943 102.1 

アイスクリーム部門 1,813,491 110.9 

和菓子部門 423,288 107.8 

合計 2,680,789 108.5 

(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。 

 

(2) 商品仕入実績 

当事業年度における商品仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 
 

事業部門 仕入高（千円） 前年同期比(％) 

製氷部門  82 5.1 

飲料部門 60,745 106.7 

アイスクリーム部門 651,817 97.4 

和菓子部門 27,267 193.5 

冷凍食品部門 1,666,526 90.4 

合計 2,406,440 93.1 

(注) １ 金額は、仕入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) 受注状況 

当社は、受注から引渡しまでの期間が短いため、受注状況の記載を省略しております。 
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(4) 販売実績 

当事業年度における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 
 

事業部門 販売高（千円） 前年同期比(％) 

製氷部門 48,514 84.5 

飲料部門 71,324 106.1 

冷凍冷蔵部門 293,188 100.8 

アイスクリーム部門 2,243,195 98.8 

和菓子部門 305,510 95.5 

冷凍食品部門 1,960,660 92.1 

合計 4,922,394 95.9 

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
２ 冷凍冷蔵部門には、運賃収入108,993千円を含んでおります。 
３ 最近２事業年度の主な相手先別の販売実績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。 

 

前事業年度 当事業年度 
相手先 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

明治乳業株式会社 1,128,347 21.9 1,075,408 21.8 

 

 



（１）代表者の異動（平成18年５月26日付予定）

　①現　代表取締役社長　村山　勤は、代表取締役会長に就任予定

　②新　代表取締役社長には、新任取締役候補の菅　豊文が選出される

　　 予定

（２）その他の役員の異動（平成18年5月26日付予定）

　①新任取締役候補

取締役 　菅　　豊　文（現　東京牛乳運輸株式会社　取締役会長　）

取締役 　佐　藤　　清（現　当社経理部長）

　　　　　　　　 （当社総務部長兼経理部長に就任予定）　

　②昇任予定取締役

　　 取締役 　山　本　　勝（当社常務取締役に就任予定）

　③退任予定取締役

取締役 　藤田　忠雄（当社常勤監査役に就任予定）

取締役 　黒　鳥　 博（現　当社取締役総務部長）

　④新任監査役候補

　　 常勤監査役　藤田　忠雄（現　当社取締役新潟工場長）

（注）前監査役　五十嵐　総一は、平成17年６月28日付けで辞任しております。

　　　

役　員 の 異 動
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