
平成20年２月期　中間決算短信（非連結） 平成19年10月15日

上場会社名 株式会社セイヒョー 上場取引所 　　　東証第2部

コード番号 2872 ＵＲＬ　http://www.seihyo.co.jp

代表者　　　　　（役職名）代表取締役社長 （氏名）　菅　豊文

問合せ先責任者　（役職名）取締役管理本部長（氏名）　佐藤　清 ＴＥＬ　（025）386－9988

半期報告書提出予定日 平成19年11月19日   

（百万円未満切捨て）

１．平成19年８月中間期の業績（平成19年３月１日～平成19年８月31日）

(1）経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年８月中間期 2,836 △2.1 120 △21.9 120 △28.2 72 △26.7

18年８月中間期 2,896 △3.1 154 △24.5 168 △22.7 99 △7.5

19年２月期 4,903 △0.4 41 △73.5 76 △57.5 35 △58.0

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年８月中間期 16 99 ― ―

18年８月中間期 23 17 ― ―

19年２月期 8 22 ― ―

（参考）持分法投資損益 19年８月中間期 ―百万円 18年８月中間期 ―百万円 19年２月期 ―百万円

(2）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年８月中間期 3,203 1,898 59.3 443 83

18年８月中間期 2,864 1,937 67.6 451 95

19年２月期 2,561 1,877 73.3 438 14

（参考）自己資本 19年８月中間期 1,898百万円 18年８月中間期 1,937百万円 19年２月期 1,877百万円

(3）キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年８月中間期 △30 △499 423 238

18年８月中間期 100 △118 △42 542

19年２月期 133 △347 △43 345

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年２月期 0 00 0 00 0 00 8 00 8 00

20年２月期 0 00 0 00 － －

20年２月期（予想） － － 0 00 8 00 8 00

３．平成20年２月期の業績予想（平成19年３月１日～平成20年２月29日）

（％表示は対前期増減率）　

売上高 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 ％ 円 銭

通期 4,900 △0.1 64 △16.0 33 △6.3 7 71

－ 1 －



４．その他

(1）中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、18ページ「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年８月中間期 4,320,810株 18年８月中間期 4,320,810株 19年２月期 4,320,810株

②　期末自己株式数 19年８月中間期 42,368株 18年８月中間期 34,702株 19年２月期 36,458株

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、28ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　業績予想につきましては、本資料の発表日現在において当社が入手可能な情報に基づき作成しておりますが、実

際の業績は今後の事業環境、経済環境、経済状況の変化等さまざまな要因により予想数値と異なる可能性がありま

す。また、本資料で記述されている業績予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料４ページ及び

５ページをご参照ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①当期の概況

　　当中間会計期間のわが国経済は、原油価格や素材原材料の高騰など一部懸念材料が見られたものの、大企業を中

　心に堅調な外需に支えられて企業業績は好調に推移し、これに伴い民間設備投資の増加や雇用情勢の改善、個人消

　費の増加が見られるなど、全体として景気は緩やかな拡大基調で推移いたしました。

    国内アイスクリーム業界においては、関東地区から西日本地区においては春先から天候に恵まれ、売上を伸ばし

　てきました。しかし、梅雨明けの遅れが全国的に影響し、６月、７月は低調に推移したと思われます。

　　このような中、新潟県においては３月の低温、７月16日に発生した「新潟県中越沖地震」に加え梅雨明けの遅れ

　が大きなマイナス要素となりました。さらに、柏崎刈羽原子力発電所からの放射能漏れというニュース以後、観光

　客や海水浴客のキャンセルが相次ぎ、入込客数が激減し県内経済にとって大きな打撃となりました。

　　当社におきましては、アイスクリーム部門に９種類の新製品を投入いたしましたが、開発に時間を要したため、

　当初計画より１ヶ月程度スタートが遅れてしまいました。

    この結果、当中間会計期間におきましては、売上高2,836百万円（前年同期比2.1％減）となりました。営業利益

　につきましては、自社製造品の品質強化策による工場の新築・生産設備老朽化に伴う製造ライン入替等による償却

　負担（前年同期比34百万円増）、法令遵守強化により従業員にかかる時間外費用の増加及び非正規社員の時間給の

　引上げ等の人件費が増加（前年同期比48百万円増）となりましたが、製造工場の効率化に努めた結果、それらの費

　用を吸収し120百万円（前年同期比21.9％減）となりました。経常利益は120百万円（前年同期比28.2％減）、中間

　純利益72百万円（前年同期比26.7％減）となりました。税引前中間純利益には株式会社日興コーディアルグループ

　株式7,000株をシティグループのＴＯＢにより、売却した投資有価証券売却益10百万円の特別利益、工場新築・製

　造機械ライン入替に伴う除却費用等8百万円の特別損失が含まれております。

　　当中間会計期間における事業部門別の概況は以下のとおりですが、製氷部門、冷凍冷蔵部門は増加したものの、

　他の各部門は低調に推移いたしました。

②各事業部門の概況

　　当中間会計期間より、第１四半期開示にて公表したとおり、今後領域を拡大する計画であることから【冷凍果

　実部門】を新設いたしました。又【冷凍冷蔵部門】を除く各部門が他部門の製品・商品の売上を計上してきたこと

　から、当該部門本来の取り扱い製品・商品の売上高を集計することに変更いたしております。なお、変更項目につ

　きましては、当中間会計期間から開示を始めたため、対前中間会計期間比増減は記載しておりません。

　【製氷部門】

　　当中間会計期間から、アイスクリーム部門等で売上計上してきました「加工氷」（商品名：クリーンアイス）を

　製氷部門に計上することに変更いたしました。その結果、当部門の売上高は69百万円となりました。

　　当中間会計期間における「角氷」の売上高は35百万円（前期同期比22.0％増）、「加工氷」の売上高は33百万円

　となりました。

　【飲料部門】

　　前事業年度まで当該部門については、佐渡営業所だけが計上してきた部門でしたが、東京支店、三条営業所にお

　いても飲料を取り扱っておりました。部門別の計上方法は、それぞれ冷凍食品部門、アイスクリーム部門としてま

　いりました。よって、取扱商品を正確に把握するために変更したものであります。

　　当中間会計期間の売上高は57百万円（前中間会計期間35百万円）となりました。

　【冷凍冷蔵部門】

　　当中間会計期間における売上高は、営業努力により163百万円（前期同期比5.6％増）となりました。

　【アイスクリーム部門】

　　当中間会計期間は、ＯＥＭで767百万円（前期同期比1.7％増）となりましたが、一般営業においては天候不順や

　新潟県中越沖地震等の影響による販売不振により642百万円、売上高は1,410百万円となりました。

　【和菓子部門】

　　当中間会計期間の売上高は349百万円となりましたが、前会計年度において109百万円の売上が冷凍食品部門に計

　上されていたことを考慮すると、弱含みで推移しております。

　【冷凍果実部門】

　　当該部門は、当中間会計期間から新設した部門であります。現状の取扱品は「冷凍みかん」一品でありますが

　当社が有する冷凍技術を有効に使い、従来の「冷凍みかん」に限らず、他果実を取り入れ領域を拡大していく計

　画であります。当中間会計期間の売上高は52百万円となりましたが、従来の売上は、冷凍食品部門に計上してお

　りました。
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　【冷凍食品部門】

　　当中間会計期間の売上高は734百万円となりましたが、従来当該部門にて売上計上してまいりました飲料、冷凍

　果実等の売上は除外しております。

(2）財政状態に関する分析

    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345百万円あり、長期借

　入金の増加額460百万円、仕入債務の増加額166百万円、減価償却費82百万円等により増加した一方、売上債権の増

　加額384百万円、自社製造品の品質強化のための建物及び生産設備老朽化に伴う設備更新等の有形固定資産の取得

　による支出511百万円等により、前事業年度末に比べて107百万円減少し238百万円となりました。

　　当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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ました資金は、30百万円（前年同期比131百万円減）となりまし

　た。これは主に上半期に需要の多い商品を扱う当社の特性により売上債権の増加額384百万円（前年同期比60百万

　円減）となり、税引前中間純利益が前年同期に比べ43百万円減少し123百万円(前年同期比26.3％減）、たな卸資産

　の増加額28百万円（前年同期比103百万円増）があったこと等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ました資金は、499百万円（前年同期比381百万円増）となりまし

　た。これは主に当社基幹製品であります「笹だんご」品質強化のために新築いたしました三条工場、新製品であり

　ます佐渡工場製造の「３太郎」の製造機械ライン入替等の有形固定資産の取得による支出511百万円（前年同期比

　412百万円増）、投資有価証券の売却による収入14百万円があったこと等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得られた資金は、423百万円（前年同期比465百万円）となりました。こ

　れは主にタームローン契約による長期借入金の増加額460百万円、配当金の支払34百万円があったこと等によるも

　のであります。

 （キャッシュ・フロー関連指標の推移）  

平成18年2月期 平成19年2月期 平成20年2月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 66.3 74.6 67.6 73.3 59.3

時価ベースの自己資本比率（％） 82.0 80.8 64.1 74.6 47.4

キャッシュ・フロー対有利子負債（年） － － － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － － － －

・自己資本比率：自己資本／総資産

・時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

・キャッシュ・フロー対有利子負債：有利子負債／キャッシュ・フロー 

・インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注1）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

（注2）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注3）有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っているすべての負債を対象としております。また、利払いについ

　　　 ては、中間キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

（注4）キャッシュ・フロー対有利子負債は、平成18年２月期及び平成19年２月期の各期末は有利子負債がありませんでしたので記載しておりま

　　　 せん。平成20年２月中間期のフリー・キャッシュフローはマイナスのため記載しておりません。

（注5）インタレスト・カバレッジ・レシオは、平成18年２月期及び平成19年２月期は計算数値が1,000 倍を超えるため、平成20年２月期中間に

       つきましてはフリー・キャッシュフローがマイナスのため記載しておりません。

 

  (3) 通期の見通し

    　３月の低温や７月の新潟県中越沖地震に加えて梅雨明けの遅れ等の影響を受け、当中間会計期間の売上高は前年同

　　期比60百万円の減少、平成19年２月期決算短信（平成19年４月６日開示）における平成20年２月期の業績予想比では

　　283百万円の未達となりました。
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　　　また、当社では食の「安全・安心」を強化するため、平成18年10月より平成19年５月までの間、老朽化設備の更新

　　や生産ラインの入れ替え、生産性向上のための増床工事等を進めてまいりました。当中間会計期間の取得ベースにお

　　ける償却資産は598百万円となり、償却費用が前年同期比34百万円増加しております。

　　　さらに、時間外労働の増加や非正規社員の時間給の引上げ等により、総人件費が前年同期比48百万円増加するなど

　　当初予測を大きく上回っております。

　　　以上の要因により、以下のとおり平成20年２月期の業績予想を修正いたします。

   平成20年２月期業績予想数値の修正（平成19年３月１日～平成20年２月29日まで） （単位：百万円）

売上高 経常利益 当期純利益

前回発表予想（Ａ） 5,200 88 40

今回修正予想（Ｂ） 4,900 64 33

増減額（Ｂ－Ａ） △300 △24 △7

増減率（％） △5.8 △27.7 △17.5

（ご参考）前年同期実績 4,903 76 35

 ※　上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は今

　　 後様々な要因によって予想値と異なる可能性があります。

(4）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は株主に対する利益還元を経営の最重要課題として認識しており、企業体質強化のための内部留保に努めなが

ら、業績に対応し、安定した配当を行うことを基本方針としております。また内部留保金は、設備関連の入替・新設

の投資資金に充当し、拡充に備えてまいります。

　なお、上記方針に基づき当事業年度の期末配当金につきましては、前事業年度比減益を予想しておりますが、現時

点では８円を予想しております。

 

(5）季節性要因による影響について

　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2,836百万円、前事業年度下期における売上高は2,006百万円であります。
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２．事業の内容
 　最近の有価証券報告書（平成19年５月25日提出）により開示を行った内容から重要な変更がないため省略します。

当該有価証券報告書は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（当社ホームページ）

http://www.seihyo.co.jp

（金融庁ホームページ　ＥＤⅠＮＥＴ）

https://info.edinet.go.jp/EdiHtml/main.htm
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３．経営方針
(1)会社の経営の基本方針、(2)目標とする経営指標、(4)会社の対処すべき課題

 平成19年２月期決算短信（平成19年４月６日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略し

ます。

　当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（当社ホームページ）

http://www.seihyo.co.jp

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

 平成19年２月期決算短信（平成19年４月６日開示）により行った内容で、「平成19年５月下旬に三ヵ年中期経営計画

を公表する予定であります。」といたしましたが、当該計画スタート時点より天候不順等に見舞われ、大幅な見直し

をせざるを得なくなったため、改めて平成20年６月下旬を目途に公表する予定に変更いたします。

　その他の記載事項については、重要な変更がないため開示を省略します。当該決算短信は、上記ＵＲＬからご覧い

ただくことができます。
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４．中間財務諸表
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年８月31日）
当中間会計期間末

（平成19年８月31日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１　現金及び預金  542,784   238,209   △304,575 345,483   

２　受取手形  35,089   41,896   6,807 34,840   

３　売掛金  784,472   731,665   △52,806 354,478   

４　たな卸資産  211,451   310,017   98,566 281,700   

５　繰延税金資産  16,453   18,627   2,173 10,182   

６　その他  23,199   31,373   8,173 20,366   

貸倒引当金  △15,118   △4,844   10,273 △5,546   

流動資産合計   1,598,331 55.8  1,366,944 42.7 △231,386  1,041,506 40.7

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資産 ※１           

(1）建物  368,438   815,659   447,220 452,023   

(2）機械及び装置  220,862   346,079   125,217 222,964   

(3）土地  410,721   410,721   － 410,721   

(4）建設仮勘定  －   －   － 176,000   

(5）その他  48,636   63,048   14,411 34,454   

計  1,048,659   1,635,509   586,849 1,296,164   

２　無形固定資産  11,723   13,892   2,168 15,027   

３　投資その他の資産            

(1）投資有価証券  157,986   138,139   △19,846 165,476   

(2）繰延税金資産  34,677   36,012   1,335 30,248   

(3）その他  14,237   14,218   △18 14,314   

貸倒引当金  △1,335   △1,155   180 △1,215   

計  205,566   187,216   △18,349 208,823   

固定資産合計   1,265,949 44.2  1,836,617 57.3 570,667  1,520,017 59.3

資産合計   2,864,281 100.0  3,203,562 100.0 339,281  2,561,523 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年８月31日）
当中間会計期間末

（平成19年８月31日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１　買掛金  470,102   433,006   △37,096 266,038   

２　一年内返済予定の
長期借入金

 －   92,000   92,000 －   

３　未払金  69,046   63,317   △5,728 128,151   

４　未払費用  43,434   50,380   6,946    

５　未払法人税等  73,186   57,738   △15,447 4,043   

６　賞与引当金  23,138   20,774   △2,363 23,203   

７　その他 ※２ 38,198   18,165   △20,032 50,475   

流動負債合計   717,105 25.1  735,383 22.9 18,268  471,914 18.4

Ⅱ　固定負債            

１　長期借入金  －   368,000   368,000 －   

２　退職給付引当金  161,576   165,752   4,176 160,938   

３　役員退職慰労引当
金

 36,709   24,494   △12,215 40,320   

４　その他  11,800   11,050   △750 11,208   

固定負債合計   210,085 7.3  569,296 17.8 451,211  212,467 8.3

負債合計   927,190 32.4  1,304,679 40.7 377,488  684,381 26.7

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   216,040 7.5  216,040 6.7 －  216,040 8.4

２　資本剰余金            

(1）資本準備金  22,686   22,686   － 22,686   

(2）その他資本剰余
金

 174   174   － 174   

資本剰余金合計   22,860 0.8  22,860 0.7 －  22,860 0.9

３　利益剰余金            

(1）利益準備金  37,500   37,500   － 37,500   

(2）その他利益剰余
金

           

圧縮記帳積立金  2,479   1,426   △1,053 1,426   

別途積立金  1,500,000   1,500,000   － 1,500,000   

繰越利益剰余金  113,495   88,981   △24,513 50,486   

利益剰余金合計   1,653,475 57.7  1,627,908 50.8 △25,566  1,589,413 62.1

４　自己株式   △15,009 △0.5  △18,186 △0.5 △3,176  △15,739 △0.6

株主資本合計   1,877,366 65.5  1,848,623 57.7 △28,743  1,812,575 70.8

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  50,260 1.6 △9,463  64,567 2.5

評価・換算差額等合
計

  59,723 2.1  50,260 1.6 △9,463  64,567 2.5

純資産合計   1,937,090 67.6  1,898,883 59.3 △38,207  1,877,142 72.3

負債純資産合計   2,864,281 100.0  3,203,562 100.0 339,281  2,561,523 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年３月１日
至　平成19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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 ※１  2,896,425 100.0  2,836,246 100.0 △60,178  4,903,306 100.0

Ⅱ　売上原価   2,368,205 81.8  2,289,757 80.7 △78,447  4,133,885 84.3

売上総利益   528,219 18.2  546,489 19.3 18,269  769,421 15.7

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  373,658 12.9  425,726 15.0 52,067  727,786 14.8

営業利益   154,561 5.3  120,763 4.2 △33,798  41,634 0.9

Ⅳ　営業外収益 ※２  14,973 0.5  11,837 0.4 △3,135  36,838 0.7

Ⅴ　営業外費用 ※３  1,122 0.0  11,724 0.4 10,602  2,293 0.0

経常利益   168,412 5.8  120,875 4.2 43,536  76,179 1.6

Ⅵ　特別利益 ※４  －   11,736 0.4 11,736  1,836 0.0

Ⅶ　特別損失 ※５  1,284 0.0  9,448 0.3 8,164  7,560 0.2

税引前中間
(当期)純利益

  167,128 5.8  123,163 4.3 △43,964  70,455 1.4

法人税、住民税
及び事業税

 70,463   54,894   △15,568 30,439   

法人税等調整額  △2,626 67,837 2.3 △4,500 50,393 1.7 △1,874 4,786 35,225 0.7

中間（当期）純
利益

  99,291 3.4  72,769 2.6 △26,521  35,229 0.7
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自　平成18年３月１日　至　平成18年８月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準

備金
その他資
本剰余金

資本剰
余金合
計

利益準
備金

その他利益剰余金

圧縮記
帳積立
金

役員退
職積立
金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

利益剰余
金合計

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

            

剰余金の配当
(千円）(注）

－ － － － － － － － △42,862 △42,862 － △42,862

役員賞与
(千円）（注）

－ － － － － － － － △4,000 △4,000 － △4,000

(当期）圧縮記帳積立
金の取崩し
(千円）（注）

－ － － － － △1,181 － － 1,181 － － －

役員退職積立金の取崩
し(千円）（注）

－ － － － － － △50,000 － 50,000 － － －

別途積立金の積立て
(千円）（注）

－ － － － － － － 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）

－ － － － － － － － － － △312 △312

自己株式の処分
(千円）

－ － 7 7 － － － － － － 173 180

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

　（注）　平成18年５月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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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    

剰余金の配当(千円）
(注）

－ － △42,862

役員賞与(千円）
（注）

－ － △4,000

圧縮記帳積立金の取崩
し
(千円）（注）

－ － －

役員退職積立金の取崩
し
(千円）（注）

－ － －

別途積立金の積立て
(千円）（注）

－ － －

中間純利益(千円） － － 99,291

自己株式の取得(千
円）

－ － △312

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

　（注）　平成18年５月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当中間会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準

備金
その他資
本剰余金

資本剰
余金合
計

利益準
備金

その他利益剰余金

圧縮記
帳積立
金

別途積立金
繰越利益
剰余金

利益剰余金
合計

平成19年２月28日残高
（千円）

216,040 22,686 174 22,860 37,500 1,426 1,500,000 50,486 1,589,413 △15,739 1,812,575

中間会計期間中の変動額            

剰余金の配当(千円) － － － － － － － △34,274 △34,274 － △34,274

中間純利益（千円） － － － － － － － 72,769 72,769 － 72,769

自己株式の取得
（千円）

－ － － － － － － － － △2,446 △2,446

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）

－ － － － － － － 38,494 38,494 △2,446 36,048

平成19年８月31日残高
（千円）

216,040 22,686 174 22,860 37,500 1,426 1,500,000 88,981 1,627,908 △18,186 1,848,623

 

 
評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成19年２月28日残高
（千円）

64,567 64,567 1,877,142

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当（千円） － － △34,274

中間純利益（千円） － － 72,769

自己株式の取得
（千円）

－ － △2,446

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）

△14,307 △14,307 △14,307

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△14,307 △14,307 21,741

平成19年８月31日残高
（千円）

50,260 50,260 1,898,883

 

㈱セイヒョー（2872）平成 20 年 2 月期中間決算短信（非連結）

－ 13 －



前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準

備金
その他資
本剰余金

資本剰
余金合
計

利益準
備金

その他利益剰余金

圧縮記
帳積立
金

役員退
職積立
金

別途積立金
繰越利益
剰余金

利益剰余金
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

事業年度中の変動額             

剰余金の配当（千円）
（注）

－ － － － － － － － △42,862 △42,862 － △42,862

役員賞与（千円）
（注）

－ － － － － － － － △4,000 △4,000 － △4,000

（前期）
圧縮記帳積立金の取崩
し（千円）（注）

－ － － － － △1,181 － － 1,181 － － －

（当期）
圧縮記帳積立金の取崩
し（千円）（注）

－ － － － － △1,053 － － 1,053 － － －

役員退職積立金の取崩
し（千円）（注）

－ － － － － － △50,000 － 50,000 － － －

別途積立金の積立て
（千円）（注）

－ － － － － － － 100,000 △100,000 － － －

当期純利益（千円） － － － － － － － － 35,229 35,229 － 35,229

自己株式の取得
（千円）

－ － － － － － － － － － △1,042 △1,042

自己株式の処分
（千円）

－ － 7 7 － － － － － － 173 180

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額）（千円）

            

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － 7 7 － △2,234 △50,000 100,000 △59,398 △11,633 △869 △12,495

平成19年２月28日残高
（千円）

216,040 22,686 174 22,860 37,500 1,426 0 1,500,000 50,486 1,589,413 △15,739 1,812,575

　（注）　平成18年５月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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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２月28日残高
（千円）

68,613 68,613 1,893,683

事業年度中の変動額    

剰余金の配当（千円）
（注）

－ － △42,862

役員賞与（千円）
（注）

－ － △4,000

（前期）圧縮記帳積立金の
取崩し（千円）
　　　　（注）

－ － －

（当期）圧縮記帳積立金の
取崩し（千円）
　　　　（注）

－ － －

役員退職積立金の取崩し
（千円）（注）

－ － －

別途積立金の積立て
（千円）（注）

－ － －

当期純利益（千円） － － 35,229

自己株式の取得
（千円）

－ － △1,042

自己株式の処分
（千円）

－ － 180

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）
（千円）

△4,046 △4,046 △4,046

事業年度中の変動額合計
（千円）

△4,046 △4,046 △16,541

平成19年２月28日残高
（千円）

64,567 64,567 1,877,142

　（注）　平成18年５月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

 
前中間会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

対前中間期比

前事業年度のキャッシュ・フ
ロー計算書
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

区分 金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前中間（当期）純利益 167,128 123,163 △43,964 70,455

減価償却費 47,941 82,003 34,062 104,307

減損損失 206 － △206 206

退職給付引当金の増減額
（減少:△）

△1,972 4,813 6,785 △2,609

役員退職慰労引当金の増減額
（減少:△）

△2,094 △15,826 △13,732 1,517

賞与引当金の増減額
（減少:△）

△146 △2,428 △2,282 △80

貸倒引当金の増減額
（減少:△）

6,799 △762 △7,561 △2,891

受取利息及び受取配当金 △1,055 △1,057 △2 △2,070

支払利息 15 3,989 3,974 15

固定資産除却損 1,077 3,260 2,183 7,354

投資有価証券売却益 － △10,684 △10,684 －

売上債権の増減額（増加:△） △444,969 △384,183 60,785 △14,666

たな卸資産の増減額（増加:△） 75,405 △28,316 △103,721 5,154

その他流動資産の増減額（増加:△） △7,080 △9,233 △2,153 6,076

仕入債務の増減額（減少:△） 241,003 166,968 △74,035 36,939

未払金の増減額（減少:△） 10,026 24,678 14,651 △14,332

未払費用の増減額（減少:△） 27,498 8,459 △19,039 22,063

未払消費税等の増減額
（減少:△）

10,107 △1,149 △11,257 △5,843

未収消費税の増減額（増加:△） － △12,115 △12,115 －

その他流動負債の増減額
（減少:△）

6,350 5,847 △502 △2,214

預り保証金の増減額（減少:△） － △158 △158 △591

役員賞与の支払額 △4,000 － 4,000 △4,000

その他 △1,715 1,407 3,123 △694

小計 130,527 △41,324 △171,852 204,094

利息及び配当金の受取額 1,055 1,057 2 2,070

利息の支払額 △15 △66 △51 △15

法人税等の支払額 △31,464 △988 30,475 △72,858

法人税等の還付額 － 10,344 10,344 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 100,103 △30,978 △131,081 133,291
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前中間会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

対前中間期比

前事業年度のキャッシュ・フ
ロー計算書
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

区分 金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出 △98,872 △511,085 △412,212 △323,557

無形固定資産の取得による支出 △9,703 △1,256 8,446 △14,290

投資有価証券の取得による支出 △9,691 △896 8,794 △10,550

投資有価証券の売却による収入 － 14,900 14,900 1,500

その他 120 △1,077 △1,197 △1,022

投資活動によるキャッシュ・フロー △118,147 △499,416 △381,268 △347,849

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

長期借入金の増加額 － 460,000 460,000 △1,042

自己株式の取得による支出 △312 △2,446 △2,133 △1,042

自己株式の売却による収入 180 － △180 180

配当金の支払額 △42,676 △34,433 8,242 △42,731

財務活動によるキャッシュ・フロー △42,808 423,119 465,928 △43,594

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額
（△減少額）

△60,852 △107,274 △46,422 △258,152

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 603,636 345,483 △258,152 603,636

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高

542,784 238,209 △304,575 345,483
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19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

同左

 

(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）

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

(2）たな卸資産

製品　　 同左

(2）たな卸資産

製品　　 同左

商品　　移動平均法による原価

法

商品　　 同左 商品　　 同左

原材料　同上 原材料　 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

　　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

（会計処理の変更）

　　当中間会計期間より、法人税

　　法の改正にともない、平成19

　　年４月１日以降に取得した有

　　形固定資産については、改正

　　後の法人税法に規定する減価

　　償却方法により減価償却費を

　　計上しておりす。なお、この

　　変更により製造原価1,531千

　　円、販売費及び一般管理費76

　　千円の合計額1,607千円増加

　　し、営業利益、経常利益、税

　　引前中間純利益が同額減少し

　　ております。

(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

(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18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19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。

(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

同左

(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。

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　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18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19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」

（企業会計基準委員会　平成15年10月

31日　企業会計基準適用指針第６号）

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。

―――――――――― （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」（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

会計基準委員会　平成15年10月31日　

企業会計基準適用指針第６号）を適用

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。 

（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。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。

――――――――――  （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

 当事業年度より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号　平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準適用指針第８号　

平成17年12月９日）を適用しておりま

す。従来の資本の部の合計に相当する

金額は1,877,142千円であります。な

お、財務諸表等規則の改正により、当

事業年度における貸借対照表の純資産

の部については、改正後の財務諸表等

規則により作成しております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年８月31日）

当中間会計期間末
（平成19年８月31日）

前事業年度末
（平成19年２月28日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

 1,835,527千円  1,868,886千円  1,821,380千円

※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　　　　　―――――

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19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 ※２　営業外収益のうち重要なもの ※２　営業外収益のうち重要なもの

不動産賃貸料 7,310千円 不動産賃貸料 7,211千円 不動産賃貸料 14,510千円

※３　営業外費用のうち重要なもの ※３　営業外費用のうち重要なもの ※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 不動産賃貸費用

支払利息

シンジケートローン

手数料

1,062千円

3,989千円

6,000千円

不動産賃貸費用 2,194千円

※４　　　　　――――― ※４　特別利益のうち重要なもの ※４　　　　　―――――

 投資有価証券売却益 10,684千円

※５　特別損失のうち重要なもの

固定資産除却損 1,077千円

減損損失 206千円

※５　特別損失のうち重要なもの

固定資産除却損 3,260千円

固定資産除却費用 6,187千円

※５　特別損失のうち重要なもの

固定資産除却損 7,354千円

減損損失 206千円

　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 46,348千円

無形固定資産 1,356

計 47,705

有形固定資産 79,579千円

無形固定資産 1,781

計 81,360

有形固定資産 100,070千円

無形固定資産 3,150

計 103,221
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成18年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 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 4,320,810 － － 4,320,810

２．自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 34,552 550 400 34,702

　（注）１．普通株式の自己株式の増加550株は単元未満株式の買取請求による増加であります。

　（注）２．普通株式の自己株式の減少400株は単元未満株式の買増請求による増加であります。

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
（千円）

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 42,862 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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当中間会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 4,320,810 ― ― 4,320,810

２．自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 36,458 5,910 ― 42,368

　（注）普通株式の自己株式の増加5,910株は単元未満株式の買取請求による増加であります。

 

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
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月25日

定時株主総会
普通株式 34,274 8.00 平成19年２月28日 平成19年５月28日

　（注）　配当金の内訳　普通配当8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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前事業年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 4,320,810 － － 4,320,810

２．自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 34,552 2,306 400 36,458

　（注）１．普通株式の自己株式の増加2,306株は単元未満株式の買取請求による増加であります。

　（注）２．普通株式の自己株式の減少400株は単元未満株式の買増請求による増加であります。

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
（千円）

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 42,862 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）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額(円）

基準日 効力発生日

平成19年５月25日

定時株主総会
普通株式 34,274 利益剰余金 8.00 平成19年２月28日 平成19年５月28日

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19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

　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

貸借対照表に掲記されている科目の金額との

関係

　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成18年８月31日） （平成19年８月31日） （平成19年２月28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

現金及び預金勘定 238,209千円

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 238,209

現金及び預金勘定 345,483千円

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 345,483
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19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

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

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)

機械及び装置 221,698 153,998 67,699

工具、器具及

び備品
4,550 2,551 1,998

車両運搬具 23,850 10,390 13,459

合計 250,098 166,939 83,158

 

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)

機械及び装置 223,998 181,136 42,862

工具、器具及

び備品
4,420 2,216 2,203

車両運搬具 20,650 11,336 9,313

合計 249,068 194,689 54,378

 

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)

機械及び装置 223,998 168,030 55,967

工具、器具及

び備品
2,250 1,812 437

車両運搬具 20,650 9,263 11,386

合計 246,898 179,106 67,791

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 32,822千円

１年超 58,782

計 91,605

１年内 32,944千円

１年超 27,805

計 60,750

１年内 32,752千円

１年超 42,615

計 75,368

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

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

支払リース料 18,314千円

減価償却費相当額 15,553

支払利息相当額 1,526

支払リース料 36,559千円

減価償却費相当額 31,066

支払利息相当額 4,036

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

（当中間会計期間末）（平成19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 47,545 131,917 84,371

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 6,222

（前事業年度末）（平成19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 47,864 156,253 108,388

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 9,222
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（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間（自平成18年３月１日　至平成18年８月31日）、当中間会計期間（自平成19年３月１日　至平成

19年８月31日）及び前事業年度（自平成18年３月１日　至平成19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。

（ストック・オプション等関係）

前中間会計期間（自平成18年３月１日　至平成18年８月31日）、当中間会計期間（自平成19年３月１日　至平成

19年８月31日）及び前事業年度（自平成18年３月１日　至平成19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。

（持分法損益等）

前中間会計期間（自平成18年３月１日　至平成18年８月31日）、当中間会計期間（自平成19年３月１日　至平成

19年８月31日）及び前事業年度（自平成18年３月１日　至平成19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。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１株当たり純資産額 451.95円

１株当たり中間純利益 23.17

１株当たり純資産額 443.83円

１株当たり中間純利益 16.99

１株当たり純資産額 438.14円

１株当たり当期純利益 8.22

　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18年８月31日）
当中間会計期間末

（平成19年８月31日）
前事業年度末

（平成19年２月28日）

純資産の部の合計額（千円） 1,937,090 1,898,883 1,877,142

普通株式に係る純資産額（千円） 1,937,090 1,898,883 1,877,142

普通株式の発行済株式数（千株） 4,320 4,320 4,320

普通株式の自己株式数（千株） 34 42 36

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 4,278 4,284

２　１株当たり中間（当期）純利益

 
前中間会計期間

(自　平成18年３月１日
至　平成18年８月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

前事業年度
(自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日)

中間（当期）純利益（千円） 99,291 72,769 35,229

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）

－

 （－）

－

 （－）

－

 （－）

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
99,291 72,769 35,229

普通株式の期中平均株式数（千株） 4,286 4,282 4,285

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．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。

事業部門

前中間会計期間
(自 平成18年３月１日
　至 平成18年８月31日)

金額（千円）

当中間会計期間
(自 平成19年３月１日
　至 平成19年８月31日)

 金額（千円）

前年同期比（％）
 

製氷部門 71,792 68,406 95.2

冷凍冷蔵部門　（注３） 173,820 162,703 93.6

アイスクリーム部門 1,167,489 1,354,884 116.0

和菓子部門 165,203 196,205 118.7

合計 1,578,306 1,782,200 112.9

　（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　冷凍冷蔵部門につきましては、前中間会計期間に自家保管料相当額19,736千円を含んでおります。

当中間会計期間においては自家保管料相当額は含まれておりません。

 

 　　（２）商品仕入実績

　　　　　当中間会計期間に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

前中間会計期間
(自 平成18年３月１日
　至 平成18年８月31日)

金額（千円）

当中間会計期間
(自 平成19年３月１日
　至 平成19年８月31日)

金額（千円） 

前年同期比（％）
 

製氷部門 510 10,505 －

飲料部門 30,751 51,082 166.1

アイスクリーム部門 470,184 379,916 80.8

和菓子部門 10,457 36,412 348.2

冷凍食品部門 733,941 563,756 76.8

合計 1,245,844 1,041,672 83.6

　（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。

 （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。

事業部門

前中間会計期間
(自 平成18年３月１日
　至 平成18年８月31日)

 

販売高（千円）

当中間会計期間
(自 平成19年３月１日
　至 平成19年８月31日)

 

販売高（千円）

前年同期比（％）
 

製氷部門 29,270 69,144 236.2

飲料部門 35,100 57,334 163.3

冷凍冷蔵部門 154,083 162,703 105.6

アイスクリーム部門 1,534,014 1,410,149 91.9

和菓子部門 253,278 349,560 138.0
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事業部門

前中間会計期間
(自 平成18年３月１日
　至 平成18年８月31日)

 

販売高（千円）

当中間会計期間
(自 平成19年３月１日
　至 平成19年８月31日)

 

販売高（千円）

前年同期比（％）
 

冷凍果実部門 － 52,994 －

冷凍食品部門 890,676 734,359 82.4

合計 2,896,425 2,836,246 97.9

　（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、前中間会計期間73,376千円、当中間会計期間77,536千円の運賃収入を含んでおります。

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。

相手先

前中間会計期間
(自　平成18年３月１日
  至　平成18年８月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年３月１日
  至　平成19年８月31日)

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％）

明治乳業株式会社 755,162 26.1 785,239 27.7
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