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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
(URL  http://www.seihyo.co.jp)
代　　　表　　　者 役職名　代表取締役社長　　  氏　名  　菅　豊文      TEL　（025）386-9988
問合せ先責任者 役職名　取締役管理本部長　 氏　名　  佐藤　清     中間配当制度の有無　　　無
単元株制度採用の有無　 有（１単元1,000株）　

１．　18年8月中間期の業績（平成18年3月1日～平成18年8月31日）
（１）　経営成績

千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

18年8月中間期 2,896,425   △3.1 154,561  △24.5 168,412 △22.7
17年8月中間期 2,988,999   △3.8 204,742  △17.4 217,818 △17.4
18年2月期 4,922,394   △4.1 157,137  △20.8 179,302 △19.9

千円 ％ 円 銭 円 銭

18年8月中間期          99,291 △ 7.5 23 17 - -
17年8月中間期        107,305 △27.6 24 98 - -
18年2月期          83,943 △30.6 18 62 - -
（注）①持分法投資損益　　　　　　　　該当事項はありません　

　　　　　　　　　　
（２）財政状態

総　資　産 純　資　産 自己資本比率
千円 千円 ％ 円 銭

18年8月中間期 2,904,815 1,937,090 66.7 451 95
17年8月中間期 2,878,866 1,909,929 66.3 444 73
18年2月期 2,538,197 1,893,683 74.6 440 87

（３）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

18年8月中間期 100,103 △ 118,147 △ 42,808
17年8月中間期 128,597 △  9,515 △ 35,893
18年2月期 171,437 △ 19,405 △ 41,149

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
千円 千円 千円

通　期 5,000,000 120,000 67,000
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　    15円  63銭

３．配当状況
・現金配当

中間期末 期末 年間
18年２月期 ― 10.00 10.00
18年８月中間期 ― ―
19年２月期（予想） ― 8.00
（注）18年２月期配当金の内訳　普通配当８円00銭　記念配当２円00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。

8.00

１株当たり配当金（円）

経　常　利　益

　　　②期末自己株式数 　　18年8月中間期　　　　34,702　株　　17年8月中間期　　　  26,216 株　　18年2月期　   　  34,552 株
（注）①期末発行済株式数　18年8月中間期　　4,286,108　株　　17年8月中間期　　4,294,594 株　　18年2月期　　4,286,258 株

575,942

現金及び現金同等物
 期　　末　　残　　高

603,636

平成18年10月16日

中間決算短信（非連結）

一株当たり純資産

売　上　高 営　業　利　益
（千円未満切捨）

中間（当期）純利益
潜在株式調整後１株当たり

千円

中間（当期）純利益

542,784

　　　④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

中間（当期）純利益

　　　③会計処理の方法の変更　　　　無　　　
　　　②期中平均株式数　 18年8月中間期　　4,286,066株 　  17年8月中間期　　4,295,875 株　　 18年2月期　　4,292,549 株　

１株当たり
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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他社商品を調達して独自に販売しております。 
 
 
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） 
  ・豊栄工場（和菓子） 
  ・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。 
 新潟工場では、冷菓、アイスクリームの製造品の内約９割は他社からの受託加工であり

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 会社は社会の公器である 
② お客様中心主義を貫く 
③ 働きがいのある、夢がもてる会社を目指す    

  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 
及び製法で、安心できる商品を提供することにより、お客様から選ばれ、存在価値を

認めていただける企業を目指しております。 
 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、お客様、取引先、従業員、地域社会へと適正に分かち合える

持続的な発展を目指します。 
 当社におきましては、以下の項目に重点を置き経営を進めてまいります。 
① 市場の要求する商品を提供し続ける会社を目指します。 
食に対する安全・安心志向、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。 

       法令遵守を旨とし、社内の情報共有化を推し進め、タイムリーな情報開示に
努めます。 

 
（２）利益配分に関する基本方針 
   当社は安定的な配当を堅持し、株主の皆様に利益を還元することを経営の重要政策 
  と位置づけております。 
   しかしながら、当社の経営課題でもあります設備の老朽化が進行していることから、 
長期的な事業発展の基礎となる設備の更新を図り、激しい競争に取り残されないよう 
対処することが不可欠であります。 
 されど、当社は普通配当年額８円を堅持しつつ、業績に対応した配当を行いたいと 
考えております。なお、中間配当、四半期配当等の変更は予定いたしておりません。 
 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方針等 
   当社は、個人投資家の市場参加拡大が株式市場の活性化につながるものと理解して

おり、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共に、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、現状の当社の株式は１単元 40万円前後で推移しており、多額な費用
も要することから、株券の一斉電子化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 
   従来から前年比増収増益を経営目標としてきましたが、市場動向の分析・見通しを 
予測しつつ、来期には中期経営計画を策定し、経営指標を採用できる環境を整える予 
定であります。 
  

（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おります。 
   中長期的には重点分野への積極的な経営資源の集中と、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。 

   具体的な実行としては、老朽化の進行している佐渡工場、三条工場の製造設備の新 
設・改良を軸に、今期中に設備投資計画を決定し公表する予定であります。 
 その設備投資のコンセプトは次のとおりです。 
① お客様の信頼性を重視した品質を確保できる工場を目指す 
② 生産量と生産能力のバランスの取れた生産性を高め、生産コスト削減を実現でき
る工場を目指す 

③ 新製品に対応可能な工場を目指す 
④ 品質保証や環境保全の観点から、HACCPや ISO認証取得が可能な工場を目指 
   す 

       
 

（６）対処すべき課題 
① 自社オリジナルの新製品の開発と販売強化 
平成 12 年度以降の、当社の売上高規模は 50 億円前後で推移しております。ま
た、新製品の投入も進んでいないというのが実情であります。そこで、この７

月に「製品開発室」を立ち上げ、社長指揮の下新製品の開発に取り組んでおり

ます。 
特に、新製品は新潟発や佐渡発というような「こだわり県内名産品」として、

当社の冷凍冷蔵技術を用いて国内各地へ発送できる体制を構築する予定であり、

新潟のセイヒョーから日本のセイヒョーへと脱皮しなければなりません。また、

生産能力、販売力を機能的に集約する必要があることから、組織改革を実行す

る予定であります。 
② 財務体質の改善 
老朽化資産の入れ替えを進め、生産量と生産能力のバランスが取れた生産性を

求め、生産コスト削減を実現できる体質に変化する必要があります。 
「お金を使って利益を生み出す」体質を目指します。 

③ コンプライアンスの取組強化と徹底 
社内規程の整備を継続し、コンプライアンス意識の向上を図ってまいります。 
社内に法令順守の徹底を図るべく、コンプライアンス委員会を中心に社内研修

を実施し、対応する予定であります。 
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３．経営成績および財政状態 
（１）経営成績 
   当中間会計期間（平成 18年 3月 1日から平成 18年 8月 31日まで）の日本経済は、
大企業を中心に設備投資が積極的に行われ、民需主導で巡航速度での成長が続いてい

るといわれております。しかし、総務省による８月の全世帯の家計調査によれば、１

世帯当たりの消費支出は物価変動の影響を除いた実質で前年同月比 4.3％減少、名目で
も 3.3％減少と前年同月を下回るのは８ヶ月連続という結果でした。また、勤労者世帯
の１世帯当たりの支出も、ほぼ同様に前年同月比で８ヶ月連続して消費支出が減少し

たとの結果であります。原油の高騰や消費支出の減少など、景気の先行きは不透明で

あります。 
   当社業績は、売上高 2,896 百万円と前中間会計期間に比し（以下、前年同期比とい
う）92 百万円の減、率にして 3.1％の減少となりました。その主な要因は、仕入販売
部門である冷凍食品部門の販売不振により、前年同期比 86百万円減となりました。特
に、昨年の韓国産・中国産のキムチ問題により、キムチ販売額が前年同期比 50.5％減、
売上高で約 48百万円の減となり、全売上高減少要因の 52.2％を占めております。 

   収益面におきましては、経常利益で前年同期比 22.7％減の 168百万円、中間純利益
は 7.5％減の 99百万円となりました。 

   経常利益の減少率に比し、中間純利益減少率が小幅となった理由は、前中間会計期

間末において、役員退職慰労引当金を固定負債に計上したため、特別損失 35百万円を
計上したことによるものです。 

 
 
   以下、部門別の概要は次のとおりであります。 
 
  ○製氷部門の売上高は、前年同期比 5.3％減の 29百万円となりました。 
  ○飲料部門の売上高は、前年同期比 7.2％減の 35百万円となりました。 
  ○冷凍冷蔵部門の売上高は、前年同期比 1.8％増の 154百万円となりました。 
  ○アイスクリーム部門の売上高は、前年同期比横ばいの 1,534百万円となりました。 
  ○和菓子部門の売上高は、前年同期比 1.7％減の 253百万円となりました。 
  ○冷凍食品部門の売上高は、前年同期比 8.8％減の 890百万円となりました。 
 
   当社の売上高は、通常の営業の形態として、上半期に需要が多い商品の割合が大き 
いため、事業年度の上半期の売上高と下半期の売上高との間に著しい相違があり、上 
半期と下半期の業績に季節的変動があります。 
 ちなみに、当中間会計期間の売上高は 2,896百万円、前事業年度下期における売上 
高は 1,933百万円であります。 
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（２）財政状態 
   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、期首残高

603百万円あり、仕入債務の増加額 241百万円、棚卸資産の減少額 75百万円などによ
り増加した一方、売上債権の増加額 444 百万円などにより減少した結果、当中間会計
期間末残高は 542百万円（前年同期比 33百万円減少）となりました。 

 
   また、当中間会計期間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） 
   営業活動の結果得られた資金は、100百万円（前年同期比△22.2％）となりました。 
   これは主に、税引前中間純利益が 167百万円、棚卸資産の減少額が 75百万円、仕入

債務の増加額241百万円、売上債権の増加額が444百万円となったためのものです。 
 
 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 
   投資活動の結果使用した資金は、118百万円（前年同期比 108百万円増）となりま 
した。 

   この主なものは、品質保全のためのドックシェルター31百万円、老朽化したフリー 
ザーの入れ替えで 27 百万円、新情報システムハードウエア 17 百万円、同ソフトウエ
アで約 10百万円等を投資したことによるものです。 

  
 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 
   財務活動の結果使用した資金は、42百万円（前年同期比＋19.3％）となりました。 
これは主に、配当金の支払いによるものですが、普通配当１株あたり８円に加え記念

配当を２円を実施したため８百万円増加したことによるものです。 
 

 
（３）通期の見通し 

 原油高騰による影響は、素材価格の上昇や輸入原材料等の価格上昇となって現れ

ており、収益環境に悪影響を及ぼしております。 
 また、１世帯当たりの消費支出の減少が続きそうな予想がされ、先行きの売上高

に対する懸念材料となっております。 
しかし、通期の見通しにつきましては、全社を挙げて一段の拡販努力とコストダ

ウンを行うことにより、売上高 5,000 百万円、経常利益 120 百万円、当期純利益は
67百万円を見込んでおります。 
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中間貸借対照表 

 

  前中間会計期間末 

(平成17年８月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年８月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(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 
(％) 金額(千円) 構成比 

(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金  575,942   542,784   603,636   

２ 受取手形  53,212   35,089   36,040   

３ 売掛金  779,512   784,472   338,491   

４ たな卸資産  220,833   211,451   286,856   

５ 繰延税金資産  17,628   16,453   13,717   

６ その他  25,491   23,199   16,118   

  貸倒引当金  △13,596  △15,118  △8,318  

流動資産合計   

 
 

1,659,023 57.6  

 
 

1,598,331 55.0  

 
 

1,286,543 50.7 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１          

(1) 建物  360,792   368,438   344,874   

(2) 機械及び装置  233,345   220,862   237,216   

(3) 土地  410,867   410,721   410,867   

(4) その他  24,384  48,636  41,020  

  計  1,029,389 
 

 1,048,659 
 

 1,033,979 
 

 

２ 無形固定資産  6,065   11,723   12,954   

３ 投資その他の資産           

(1) 投資有価証券  144,993   157,986   163,218   

(2) 繰延税金資産  30,159   75,211   28,753   

(3) その他  10,629   14,237   14,082   

  貸倒引当金  △1,395  △1,335  △1,335  

  計  184,387  246,100  204,719  

固定資産合計   

 
 
 
 
 

1,219,843 42.4  

 
 
 
 
 

1,306,484 45.0  

 
 
 
 
 

1,251,654 49.3 

資産合計   2,878,866 100.0  2,904,815 100.0  2,538,197 100.0 
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  前中間会計期間末 

(平成17年８月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年８月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(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 
(％) 金額(千円) 構成比 

(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

１ 買掛金  516,613   470,102   229,098   

２ 未払法人税等  93,755   73,186   35,332   

３ 賞与引当金  22,644   23,138   23,284   

４ その他 ※２ 132,981  191,213  142,647  

流動負債合計   26.6  26.1  17.0 

Ⅱ 固定負債   

765,995 

  

757,640 

  

430,362 

 

１ 退職給付引当金  153,676   161,576   163,548   

２ 役員退職慰労引当金  36,716   36,709   38,803   

３ その他  12,550  11,800  11,800  

固定負債合計   

 
 

202,942 7.1  

 
 

210,085 7.2  
214,151 

8.4 

負債合計   968,937 33.7  967,725 33.3  644,513 25.4 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   216,040 7.5  ― ―  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  131  ―  167  

資本剰余金合計   

 
 

22,817 0.8  

 
 

― ―  

 
 

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  1,453,661   ―   1,453,661   

３ 中間(当期)未処分 
  利益  133,246  ―  109,884  

利益剰余金合計   

 
 

1,624,408 56.4  

 
 

― ―  

 
 

1,601,046 63.1 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金   56,319 1.9  ― ―  68,613 2.7 

Ⅴ 自己株式   △9,656 △0.3  ― ―  △14,870 △0.6 

資本合計   1,909,929 66.3  ― ―  1,893,683 74.6 

負債・資本合計   2,878,866 100.0  ― ―  2,538,197 100.0 
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  前中間会計期間末 

(平成17年８月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年８月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(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 
(％) 金額(千円) 構成比 

(％) 

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   ―   216,040 7.4  ―  

２ 資本剰余金           

(1) 資本準備金  ―   22,686   ―   

(2) その他資本剰余金  ―   174   ―   

資本剰余金合計   ―   22,860 0.8  ―  

３ 利益剰余金           

(1) 利益準備金  ―   37,500   ―   

(2) その他利益剰余金           

圧縮記帳積立金  ―   2,479   ―   

別途積立金  ―   1,500,000   ―   

繰越利益剰余金  ―   113,495   ―   

利益剰余金合計   ―   1,653,475 56.9  ―  

４ 自己株式   ―   △15,009 △0.5  ―  

株主資本合計   ―   1,877,366 64.6  ―  

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券 
  評価差額金   ―   59,723 2.1  ―  

評価・換算差額等 
合計   ―   59,723 2.1  ―  

純資産合計   ―   1,937,090 66.7  ―  

負債純資産合計   ―   2,904,815 100.0  ―  
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中間損益計算書 
 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(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 
(％) 金額(千円) 百分比 

(％) 

Ⅰ 売上高 ※１  2,988,999 100.0  2,896,425 100.0  4,922,394 100.0 

Ⅱ 売上原価   2,450,936 82.0 2,368,205 81.8 4,137,956 84.1 

売上総利益   538,062 18.0 
 

528,219 18.2 
 

784,437 15.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   333,320 11.2  373,658 12.9  627,300 12.7 

営業利益   204,742 6.8  154,561 5.3  157,137 3.2 

Ⅳ 営業外収益 ※２  14,339 0.5  14,973 0.5  27,371 0.5 

Ⅴ 営業外費用 ※３  1,262 0.0  1,122 0.0  5,206 0.1 

経常利益   217,818 7.3  168,412 5.8  179,302 3.6 

Ⅵ 特別損失 ※４  36,718 1.2  1,284 0.0  41,454 0.8 

税引前中間(当期) 
純利益   181,099 6.1  167,128 5.8  141,855 2.9 

法人税、住民税 
及び事業税  91,577   70,463   78,722   

法人税等調整額  △17,783 73,794 2.5 △2,626 67,837 2.3 △20,810 57,912 1.2 

中間(当期)純利益   107,305 3.6  99,291 3.4  83,943 1.7 

前期繰越利益   25,941   ―   25,941  

中間(当期)未処分 
利益   133,246   ―   109,884  
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 中間株主資本等変動計算書 

  当中間会計期間（自平成18年３月１日 至平成18年８月31日） 

株主資本 

利益剰余金 
資本剰余金 

その他利益剰余金 

 
資本金 

資本 

準備金 
その他資
本剰余金 

資本剰余

金合計 

利益 

準備金 圧縮記帳

積立金 

役員退

職積立

金 

別途 

積立金 

繰越 

利益 

利益剰

余金合

計 

自己 

株式 

株主資

本合計 

平成18年2月28日

残高(千円) 
216,040 22,686 167 22,853 37,500 3,661 50,000 1,400,000 109,884 1,601,046 △14,870 1,825,070 

中間会計期間中の

変動額 
            

 自己株式処分差

益(千円) 
― ― 7 7 ― ― ― ― ― ― ― 7 

剰余金の配当 

(千円) 
― ― ― ― ― ― ― ― △42,862 △42,862 ― △42,862 

役員賞与(千円) ― ― ― ― ― ― ― ― △4,000 △4,000 ― △4,000 

圧縮記帳積立金 

(千円) 
― ― ― ― ― △1,181 ― ― 1,181 ― ― ―

役員退職積立金

(千円) 
― ― ― ― ― ― △50,000 ― 50,000 ― ― ―

別途積立金 

(千円) 
― ― ― ― ― ― ― 100,000△100,000 ― ― ― 

中間純利益 

(千円) 
― ― ― ― ― ― ― ― 99,291 99,291 ― 99,291 

自己株式の取得

(千円) 
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― △319 △319 

自己株式の処分

(千円) 
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 180 180 

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) 
― ― 7 7 ― △1,181 △50,000 100,000 3,610 52,428 △139 52,296 

平成18年８月31日

残高(千円) 
216,040 22,686 174 22,860 37,500 2,479 ― 1,500,000 113,495 1,653,475 △15,009 1,877,366 
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評価・換算差額等 

 
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 

純資産合計 

平成18年2月28日残高 

(千円) 
68,613 68,613 1,893,683 

中間会計期間中の変動額    

 自己株式処分差益(千円) ― ― 7 

剰余金の配当(千円) ― ― △42,862 

役員賞与(千円) ― ― △4,000 

圧縮記帳積立金(千円) ― ― ― 

役員退職積立金(千円) ― ― ― 

別途積立金(千円) ― ― ― 

中間純利益(千円) ― ― 99,291 

自己株式の取得(千円) ― ― △319 

自己株式の処分(千円) ― ― 180 

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) 

△8,889 △8,889 △8,889 

中間会計期間中の変動額

合計(千円) 
△8,889 △8,889 43,407 

平成18年８月31日残高 

(千円) 
59,723 59,723 1,937,090 
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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３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前事業年度の 
キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分 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 

   

  税引前中間(当期)純利益 181,099 167,128 141,855 

  減価償却費 43,902 47,941 90,895 

  退職給付引当金の増加額 
  (△減少額) 

6,382 △1,972 16,254 

  役員退職引当金の増加額 
  （△減少額） 

36,716 △2,094 38,803 

  賞与引当金の増加額 
  (△減少額) 

318 △146 958 

  貸倒引当金の増加額 
  (△減少額) 

1,081 6,799 △4,256 

  受取利息及び受取配当金 △963 △1,055 △1,839 

  支払利息 11 15 26 

  固定資産除却損 1,269 1,077 3,108 

  固定資産売却損 69 ― 69 

  減損損失 ― 206 ― 

  投資有価証券評価損 ― ― 2,847 

  売上債権の減少額 
  (△増加額) 

△433,012 △444,969 25,239 

  たな卸資産の減少額 82,190 75,405 16,167 

  その他流動資産の増加額 △13,611 △7,080 △4,238 

  仕入債務の増加額 
  (△減少額） 

255,469 241,003 △32,045 

  未払金の増加額 33,707 10,026 2,152 

   
未払費用の増加額 

   
652 27,498 745 

  未払消費税等の増加額 
  (△減少額) 

4,170 10,107 △9,117 

  その他流動負債の増加額 
  (△減少額) 

3,480 6,350 5,590 

  預り保証金の減少額   ― ― △750 

  役員賞与の支払額 △3,000 △4,000 △3,000 

  その他 △31 △1,715 △5,276 

小計 199,900 130,527 284,191 
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前中間会計期間 

(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前事業年度の 
キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

  利息及び配当金の受取額 963 1,055 1,839 

  利息の支払額 △11 △15 △26 

  法人税等の支払額 △72,254 △31,464 △114,566 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

128,597 100,103 171,437 

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 

△8,370 △98,872 △18,155 

  無形固定資産の取得による 
  支出 

△835 △9,703 △625 

  投資有価証券の取得による 
  支出 

△434 △9,691 △869 

  その他 123 120 243 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

△9,515 △118,147 △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 △2,174 △312 △7,433 

  自己株式の売却による収入 497 180 579 

  配当金の支払額 △34,217 △42,676 △34,295 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

△35,893 △42,808 △41,149 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 
  (△減少額) 

83,188 △60,852 110,882 

 Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 492,754 603,636 492,754 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末 
(期末)残高 

575,942 542,784 603,636 
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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17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28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、売却原価は移動
平均法により算定) 

(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、売却原価は移 
動平均法により算定 
) 

(1) 有価証券 
  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) 

   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 

  時価のないもの 
同左 

 (2) たな卸資産 
  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 
 

(2) たな卸資産 
  製品  同左 
 
  商品  同左 
 
  原材料 同左 

(2) たな卸資産 
  製品  同左 
 
  商品  同左 
 
  原材料 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
設備は除く)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 
  機械及び 
  装置   ６年～15年 
 

(1) 有形固定資産 
同左 

(1) 有形固定資産 
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
基づく定額法を採用し
ております。 

(2) 無形固定資産 
同左 

(2) 無形固定資産 
同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

３ 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 

(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
づき当中間会計期間に
見合う分を計上してお
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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(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)
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。 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前事業年度 
(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
基づく中間会計期間末
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、当中間会計期間よ
り、役員退職慰労金支
給規程に基づく中間会
計期間末要支給額を役
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、当中
間会計期間発生額
1,586千円は販売費及
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、
1,586千円減少し、税
引前中間純利益は
36,716千円減少してお
ります。 

(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
基づく中間会計期間末
要支給額を計上してお
ります。 

 

(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、税引前中間
純利益は38,803千円減
少しております。 

    
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 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

５ 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 

６ 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17年３月１日 

至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28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（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
針第6号 平成15年10月31日」を適
用しております。これにより当中間
会計期間の税引前中間純利益が206
千円減少しております。なお、減損
損失累計額については、資産の金額
から直接控除しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中間貸借対照表「純資産の部」表
示） 
 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
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。従来の資本の部の合
計に相当する金額は1,937,090千円
であります。なお、中間財務諸表等
規則の改正により、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、改正後の中間財務諸
表等規則により作成しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（株主資本等変動計算書に関する会
計基準） 
 当中間会計期間より、株主資本等
変動計算書に関する会計基準（「株
主資本等変動計算書に関する会計基
準の適用指針」（企業会計基準適用
指針第9号 平成17年12月27日）を
適用しております。 
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追加情報 

  該当事項はありません。 

 

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８月31日) 

当中間会計期間末 
(平成18年８月31日) 

前事業年度末 
(平成18年２月28日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額 

1,761,431千円 
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額 

1,835,527千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計
額 

1,801,534千円 

※２ 仮払消費税等及び仮受消費税
等は相殺し、相殺後の金額を
流動負債のその他に含めて表
示しております。 

 

※２     同左 ※２    ――――― 
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(中間損益計算書関係) 
 

前中間会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

※１ 当社の売上高は、通常の営業
形態として、上半期の売上高
と下半期の売上高との間に著
しい相違があり、上半期と下
半期の業績に季節的変動があ
ります。 

 

※１     同左 
 

※１    ――――― 

※２ 営業外収益のうち重要なもの 
不動産賃貸料 7,532千円
 
  

 

※２ 営業外収益のうち重要なもの 
不動産賃貸料 7,310千円
 
  

 

※２ 営業外収益のうち重要なもの 
不動産賃貸料 15,065千円
   

   
※３ 営業外費用のうち重要なもの 

不動産賃貸費用 1,197千円
  

 

※３ 営業外費用のうち重要なもの 
不動産賃貸費用 1,102千円
  

 

※３ 営業外費用のうち重要なもの 
不動産賃貸費用 2,393千円
  

 
   
※４ 特別損失のうち重要なもの 

過年度役員 
退職慰労 
引当金繰入額 

35,130千円

 

※４ 特別損失のうち重要なもの 

固定資産除却損 1,077千円 千円

減損損失 206千円
  

 

※４ 特別損失のうち重要なもの 
過年度役員 
退職慰労 
引当金繰入額 

35,130千円 

固定資産除却損 3,108千円
  

 
   
 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 43,268千円
無形固定資産 634 
計 43,902 

 

 ５ 減価償却実施額 
有形固定資産 46,348千円
無形固定資産 1,356 
計 47,705 

 

 ５ 減価償却実施額 
有形固定資産 89,431千円
無形固定資産 106 
計 89,538 
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(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３月１日 至 平成18年８月31日） 

 １.発行済株式に関する事項 

株式の種類 前会計年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(千株) 4,320 ― ― 4,320 

 

２.自己株式に関する事項 

株式の種類 前会計年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式(千株) 34 0 0 34 

 

 ３.新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

 ４.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 
(百万円) 

1株当たり配当額
(円) 基準日 効力発生日 

平成18年５月26日 
定時株主総会 普通株式 42 10.00 平成18年2月28日 平成18年5月26日 

   （注）配当金の内訳 普通配当８円00銭 記念配当２円00銭 

   (２) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの 

       該当事項はありません。 
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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17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前事業年度 
(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 

(平成17年８月31日) 

現金及び預金勘定 575,942千円

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 575,942 

  

 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 

(平成18年８月31日) 

現金及び預金勘定 542,784千円

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 542,784 
 

 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) 
 

前中間会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前事業年度 
(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 

 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中間期
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 236,348 2,300 20,720 259,368 

減価償却 
累計額 
相当額 

141,430 543 5,510 147,483 

中間期末 
残高 
相当額 

94,917 1,756 15,209 111,884 

 

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中間期
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 221,698 4,550 23,850 250,098 

減価償却 
累計額 
相当額 

153,998 2,551 10,390 166,939 

中間期末 
残高 
相当額 

67,699 1,998 13,459 83,158 

 

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 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 未経過リース料中間期末残高相
当額 
１年内 31,979千円
１年超 89,218 
計 121,198 

  

② 未経過リース料中間期末残高相
当額 
１年内 32,822千円
１年超 58,782 
計 91,605 

  

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 18,761千円
減価償却費相当額 15,935 
支払利息相当額 2,699 

  

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 18,478千円
減価償却費相当額 15,699 
支払利息相当額 2,193 

  

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 

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) 

（前中間会計期間末）(平成17年８月31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) 

中間貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

 
      株式 
 

36,879 131,423 94,543 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 
 

区分 中間貸借対照表計上額 
(千円) 

その他有価証券 

 非上場株式 
          13,570 

 

（当中間会計期間末）(平成18年８月31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) 

中間貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

 
      株式 
 

47,005 147,264 100,258 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 
 

区分 中間貸借対照表計上額 
(千円) 

その他有価証券 
 非上場株式 

          10,722 

 

（前事業年度末）(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) 

 
      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 
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(デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間(自 平成17年3月1日 至 平成17年8月31日)、当中間会計期間(自 平成18年3月

1日 至 平成18年8月31日)及び前事業年度(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ので、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3月1日 至 平成17年8月31日)、当中間会計期間(自 平成18年3月

1日 至 平成18年8月31日)及び前事業年度(自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日) 

  当社は、関連会社を有していないので、該当事項はありません。 

 

（ストックオプション等関係） 

前中間会計期間(自 平成17年3月1日 至 平成17年8月31日)、当中間会計期間(自 平成18年3月

1日 至 平成18年8月31日)及び前事業年度(自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日) 

     当社は、当該制度を有していないので、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17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前事業年度 
(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 444.73円
 

１株当たり純資産額 451.95円
 

１株当たり純資産額 440.87円
 

１株当たり中間純利益   24.98  
 

１株当たり中間純利益   23.17 
 

１株当たり当期純利益   18.62 
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益については、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
中間純利益については、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) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 前中間会計期間末 
（平成17年８月31日) 

当中間会計期間末 
(平成18年８月31日) 

前事業年度末 
（平成18年２月28日) 

 中間貸借対照表の純資産の部の合
計額(千円) ― 1,937,090 ― 

 普通株式に係る純資産額(千円) ― ― ― 

普通株式の発行済株式数(千株) ― 4,320 ― 

普通株式の自己株式数(千株) ― 34 ― 

1株当たり純資産の算定に用いられ
た普通株式の数(千株) ― 4,286 ― 

 
２ １株当たり中間(当期)純利益 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

中間(当期)純利益(千円) 107,305 99,291 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 ― ― 4,000 

普通株式に係る中間(当期)純利益
(千円) 107,305 99,291 79,943 

普通株式の期中平均株式数(千株) 4,295 4,286 4,292 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

 

【その他】 

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 

当中間会計期間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。 

前中間会計期間 

（自 平成17年３月１日 

  至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年３月１日 

  至 平成18年８月31日） 

 

比較増減 

事業部門別の名称 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 
前年同期比 

(％) 

製氷部門 54,314 71,792 17,477 32.2 

冷凍冷蔵部門 195,298 173,820 △21,478 △11.0 

アイスクリーム部門 1,196,117 1,167,489 △28,628 △2.4 

和菓子部門 206,875 165,203 △41,671 △20.1 

合計 1,652,605 1,578,306 △74,299 △4.5 

(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。 
３ 当社の生産実績には、季節的変動があります。なお、前事業年度における生産実績は、2,680,789千円
であります。 

(2) 商品仕入実績 

当中間会計期間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。 

前中間会計期間 

（自 平成17年３月１日 

  至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年３月１日 

  至 平成18年８月31日） 

 

比較増減 

事業部門別の名称 

仕入高(千円) 仕入高(千円) 仕入高(千円) 
前年同期比 

(％) 

製氷部門 82 510 427 515.0 

飲料部門 32,548 30,751 △1,796 △5.5 

アイスクリーム部門 402,847 470,184 67,337 16.7 

和菓子部門 10,073 10,457 383 3.8 

冷凍食品部門 824,224 733,941 △90,283 △11.0 

合計 1,269,776 1,245,844 △23,931 △1.9 

(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 当社の商品仕入実績には、季節的変動があります。なお、前事業年度における商品仕入実績は、

2,406,440千円であります。 
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(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。 

(4) 販売実績 

当中間会計期間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。 

前中間会計期間 

（自 平成17年３月１日 

  至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年３月１日 

  至 平成18年８月31日） 

 

比較増減 

事業部門別の名称 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 
前年同期比 

(％) 

製氷部門 30,915 29,270 △1,644 △5.3 

飲料部門 37,812 35,100 △2,712 △7.2 

冷凍冷蔵部門 151,313 154,083 2,770 1.8 

アイスクリーム部門 1,534,648 1,534,014 △633 △0.0 

和菓子部門 257,573 253,278 △4,294 △1.7 

冷凍食品部門 976,735 890,676 △86,059 △8.8 

合計 2,988,999 2,896,425 △92,574 △3.1 

(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73,376千円を含んでおります。 
３ 事業の性質上、販売実績は季節的変動があり、上半期に比べて下半期が著しく減少します。 
４ 最近２中間会計期間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。 

前中間会計期間 当中間会計期間 
相手先 

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 

明治乳業株式会社 770,524 25.7 755,162 26.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（１）代表者の異動

該当事項はありません。

（２）その他の役員の異動

該当事項はありません。

　　　

役　員 の 異 動
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