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(百万円未満切捨て)

１．2022年２月期第３四半期の業績（2021年３月１日～2021年11月30日）
（１）経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年２月期第３四半期 3,340 14.6 112 108.6 122 34.6 96 22.2

2021年２月期第３四半期 2,913 △8.1 53 138.9 90 149.2 79 195.3
　

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

2022年２月期第３四半期 236.87 ―

2021年２月期第３四半期 193.67 ―

　

　
（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年２月期第３四半期 2,133 1,126 52.8

2021年２月期 2,063 1,047 50.7

(参考) 自己資本 2022年２月期第３四半期 1,126 百万円 2021年２月期 1,047 百万円

　

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2021年２月期 ― ― ― 40.00 40.00

2022年２月期 ― ― ―

2022年２月期(予想) 50.00 50.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．2022年２月期の業績予想（2021年３月１日～2022年２月28日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 3,800 8.4 60 246.2 70 21.4 54 14.2 132.09

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

　



※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

　② ①以外の会計方針の変更 ： 無

　③ 会計上の見積りの変更 ： 無

　④ 修正再表示 ： 無

（３）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) 2022年２月期３Ｑ 432,081株 2021年２月期 432,081株

② 期末自己株式数 2022年２月期３Ｑ 23,317株 2021年２月期 23,205株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年２月期３Ｑ 408,810株 2021年２月期３Ｑ 408,963株

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

　

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因によって大きく異なる可能性があります。業績予想の

前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料２ページの「１．当四半期決算

に関する定性的情報（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

　

　



株式会社セイヒョー(2872) 2022年２月期 第３四半期決算短信

― 1 ―

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………２

（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………２

（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………２

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………２

２．四半期財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………３

（１）四半期貸借対照表 ……………………………………………………………………………………３

（２）四半期損益計算書 ……………………………………………………………………………………５

（３）四半期財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………６

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………６

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………６

（追加情報） ……………………………………………………………………………………………６

　



株式会社セイヒョー(2872) 2022年２月期 第３四半期決算短信

― 2 ―

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルスの影響により、依然として厳しい状況にある

ものの、2021年９月末には緊急事態宣言が全て解除されるに至り、緩やかながら回復の兆しが見られる状況となり

ました。

食品業界におきましては、内食需要は堅調に推移しているものの、価格競争の激化や原材料の値上がりが顕著に

表れており、厳しい環境が続くものと見られます。

このような状況の中、当社は当事業年度を開始年度とする３カ年の中期経営計画「Creative2024」に基づき、具

体的施策に積極的に取り組み、さらなる企業価値の向上に注力いたしました。

　当第３四半期累計期間の売上高は、自社ブランドのアイスクリーム製品の販売及びＯＥＭ受注のアイスクリーム

製品の販売等が順調に推移したことから、3,340百万円（前年同期比14.6％増）となりました。

　損益面については、主力のアイスクリーム製品の売上増加に伴い、販売促進費及び運搬費が増加したものの、そ

の他営業経費の抑制に努めました。また、営業・生産・物流の各部署の連携を強化し、最適な在庫管理を進めるこ

とで支払保管料等が減少いたしました。この結果、営業利益は112百万円（前年同期は営業利益53百万円）、経常利

益は122百万円（前年同期は経常利益90百万円）、四半期純利益は96百万円（前年同期は四半期純利益79百万円）と

なりました。

また、当社は夏季に集中して需要が発生するため、特に第２四半期会計期間の売上高は、他の四半期会計期間の

売上高と比べ著しく高くなる傾向にあります。

（２）財政状態に関する説明

(資産)

当第３四半期会計期間末における総資産は前事業年度末に比べ69百万円増加し、2,133百万円となりました。これ

は主に現金及び預金の増加額169百万円、商品及び製品の減少額103百万円、建設仮勘定の増加額34百万円等による

ものであります。

(負債)

当第３四半期会計期間末における負債は前事業年度末に比べ10百万円減少し、1,006百万円となりました。これは

主に買掛金の増加額76百万円、短期借入金の減少額90百万円、未払消費税等の減少額23百万円、賞与引当金の増加

額23百万円等によるものであります。

(純資産)

当第３四半期会計期間末における純資産は前事業年度末に比べ79百万円増加し、1,126百万円となりました。これ

は主に利益剰余金の増加額80百万円等によるものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

今後の業績見通しにつきましては、2021年４月９日に公表いたしました「2021年２月期 決算短信〔日本基準〕

（非連結）」に記載した内容から変更ありません。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2021年２月28日)

当第３四半期会計期間
(2021年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 99,070 268,305

受取手形及び売掛金 305,976 337,679

商品及び製品 417,932 314,709

仕掛品 ― 1,694

原材料及び貯蔵品 96,638 101,426

その他 24,643 8,141

貸倒引当金 △2,829 △3,817

流動資産合計 941,432 1,028,140

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 388,798 380,078

機械及び装置（純額） 182,994 161,340

土地 224,792 224,792

リース資産（純額） 132,940 120,131

建設仮勘定 770 35,376

その他（純額） 78,777 77,600

有形固定資産合計 1,009,075 999,319

無形固定資産

リース資産 9,061 5,068

その他 9,585 9,517

無形固定資産合計 18,647 14,586

投資その他の資産

投資有価証券 49,820 48,760

その他 52,238 48,930

貸倒引当金 △7,452 △6,711

投資その他の資産合計 94,606 90,978

固定資産合計 1,122,328 1,104,884

資産合計 2,063,761 2,133,024
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(単位：千円)

前事業年度
(2021年２月28日)

当第３四半期会計期間
(2021年11月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 236,443 312,694

短期借入金 330,000 240,000

リース債務 21,485 18,756

未払金 39,728 46,286

未払費用 40,444 38,002

未払法人税等 10,159 22,489

未払消費税等 37,620 14,211

賞与引当金 21,060 44,812

その他 9,066 13,883

流動負債合計 746,007 751,136

固定負債

リース債務 124,267 110,284

繰延税金負債 7,803 7,480

退職給付引当金 100,876 109,447

役員退職慰労引当金 405 405

訴訟損失引当金 7,810 ―

資産除去債務 15,356 15,360

その他 13,931 12,237

固定負債合計 270,451 255,214

負債合計 1,016,458 1,006,351

純資産の部

株主資本

資本金 216,040 216,040

資本剰余金 22,698 22,698

利益剰余金 844,729 925,211

自己株式 △53,350 △53,724

株主資本合計 1,030,117 1,110,225

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 17,185 16,447

評価・換算差額等合計 17,185 16,447

純資産合計 1,047,302 1,126,673

負債純資産合計 2,063,761 2,133,024
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（２）四半期損益計算書

第３四半期累計期間

(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 2020年３月１日
　至 2020年11月30日)

当第３四半期累計期間
(自 2021年３月１日
　至 2021年11月30日)

売上高 2,913,149 3,340,478

売上原価 2,398,301 2,755,267

売上総利益 514,848 585,211

販売費及び一般管理費 460,991 472,824

営業利益 53,857 112,386

営業外収益

受取利息 167 179

受取配当金 1,405 1,272

不動産賃貸料 11,379 10,745

受取手数料 1,102 957

補助金収入 1,500 ―

雇用調整助成金 25,974 ―

貸倒引当金戻入額 1,535 741

雑収入 1,580 2,434

営業外収益合計 44,645 16,330

営業外費用

支払利息 6,253 5,130

不動産賃貸費用 1,463 1,459

雑損失 109 0

営業外費用合計 7,827 6,591

経常利益 90,674 122,125

特別利益

固定資産売却益 ― 1,700

投資有価証券売却益 5,637 ―

特別利益合計 5,637 1,700

特別損失

固定資産売却損 156 ―

固定資産除却損 203 702

減損損失 ― 1,581

訴訟関連損失 ― 1,589

特別損失合計 360 3,873

税引前四半期純利益 95,952 119,952

法人税、住民税及び事業税 16,747 23,114

法人税等調整額 ― ―

法人税等合計 16,747 23,114

四半期純利益 79,205 96,837

　



株式会社セイヒョー(2872) 2022年２月期 第３四半期決算短信

― 6 ―

（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（追加情報）

前事業年度の有価証券報告書（追加情報）に記載した、新型コロナウイルスの影響に関する会計上の見積り及び

当該見積りに用いた仮定について、重要な変更はありません。

　




