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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】 
  

(注) １ 当社は中間連結財務諸表を作成していないので中間連結会計期間等にかか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 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

    ３  持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有していないため記載しておりません。 

４ 潜在株式調整後１株当たり中間(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。 

  

回次 第93期中 第94期中 第95期中 第93期 第94期 

会計期間 

自 平成15年 
  ３月１日 
至 平成15年 
  ８月31日 

自 平成16年
  ３月１日 
至 平成16年 
  ８月31日 

自 平成17年
  ３月１日 
至 平成17年 
  ８月31日 

自 平成15年 
  ３月１日 
至 平成16年 
  ２月29日 

自 平成16年
  ３月１日 
至 平成17年 
  ２月28日 

売上高 (千円) 2,642,742 3,108,082 2,988,999 4,632,687 5,134,501

経常利益 (千円) 143,139 263,776 217,818 106,426 223,724

中間(当期)純利益 (千円) 73,322 148,163 107,305 29,639 120,896

持分法を適用した場合の 
投資利益 

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 216,040 216,040 216,040 216,040 216,040

発行済株式総数 (千株) 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320

純資産額 (千円) 1,785,901 1,850,230 1,909,929 1,738,415 1,833,107

総資産額 (千円) 2,575,702 2,800,092 2,878,866 2,339,863 2,441,511

１株当たり純資産額 (円) 414.57 430.23 444.73 404.11 425.73

１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 17.02 34.45 24.98 6.88 27.41

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり中間 
(年間)配当額 

(円) ― ― ― 8.00 8.00

自己資本比率 (％) 69.3 66.1 66.3 74.3 75.1

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 51,111 278,569 128,597 108,876 367,861

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △23,120 △14,699 △9,515 △38,382 △17,138

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △34,617 △34,841 △35,893 △36,885 △35,653

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(千円) 137,449 406,713 575,942 177,684 492,754

従業員数 
[外、平均臨時雇用者数] 

(人) 
89 
[61]

88
[57]

90
[56]

88 
[53]

          85 
[53] 



２ 【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当社は、親会社、子会社、関連会社、その他の関係会社を有していないため、該当事項はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成17年８月31日現在 

(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む。)であり、臨時従業員数(常用パート

を含み、人材会社からの派遣社員は除く。)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。 

  

従業員数(人) 90(56) 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

   当中間会計期間（平成17年3月1日から平成17年8月31日まで）の日本経済は、８月の政府による「踊り場」脱却宣

言がなされ景気回復傾向基調が打ち出されましたが、その最中に原油市場の過去最大の高騰が発生するなど、今後

どのような影響を及ぼしてくるのか、景気の先行きは不透明であります。 

   なお、新潟県の７月の梅雨明けが遅れたことにより、当社の最も大きな売上時期である７月の売上高が前年同月

比72百万円の減少となりました。 

   当社業績は、前述の気候の影響によりアイスクリーム部門の自社製品売上高が、前中間会計期間に比し（以下、

前年同期比という）1.3％の減、他社製品も2.7％の減と軟調に推移いたしました。この結果、売上高全体では前年

同期比3.8％減の2,988百万円となりました。 

   収益面におきましては、粗利益率の良い自社製品の販売強化に加え、諸経費圧縮の努力を重ねましたが、経常利

益は前年同期比17.4％減の217百万円、中間純利益は27.6％減の107百万円となりました。 

   ただし、当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、特別損失に過年度役員退

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19.5％減の30百万円となりました。 

  ○飲料部門の売上高は、前年同期比6.7％増加の37百万円となりました。 

  ○冷凍冷蔵部門の売上高は、前年同期比4.4％減の151百万円となりました。 

  ○アイスクリーム部門の売上高は、前年同期比1.7％減の1,534百万円となりました。 

   ５月に発売開始いたしました、「もも太郎」の姉妹品「金太郎」は、当事業年度中の出荷目標を100万本といたし

ましたが、当中間会計期末現在で145万本と好調に推移いたしました。 

  ○和菓子部門の売上高は、前年同期比6.0％減の257百万円となりました。 

  ○冷凍食品部門の売上高は、前年同期比6.1％減の976百万円となりました。 

  

   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2,988百万円、前事業年度下期における売上高は2,026百万 

円であります。 

  

  

(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、期首残高492百万円あり、仕入債務の増

加額255百万円、たな卸資産の減少額82百万円などにより増加した一方、売上債権の増加額433百万円などにより減少

した結果、当中間会計期間末残高は575百万円（前年同期比169百万円増加）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、128百万円（前年同期比△53.8％）となりました。 

  これは主に、税引前中間純利益が181百万円、たな卸資産の減少額が82百万円、仕入債務の増加額 

  255百万円、売上債権の増加額が433百万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、9百万円（前年同期比△35.3％）となりました。 

  これは、当社主力工場である新潟工場の設備が一巡し、大きな設備投資が落ち着いたことによりま 

  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、35百万円（前年同期比＋3.0％）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。 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

２ 【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。 

(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。 

事業部門別 生産高(千円) 前年同期比(％) 

製氷部門 54,314 94.7 

冷凍冷蔵部門 195,298 98.9 

アイスクリーム部門 1,196,117 99.2 

和菓子部門 206,875 121.1 

合計 1,652,605 101.3 



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2,471,432千円であります。 

(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。 

(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、 

   2,585,280千円であります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(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。 

(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71,529千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。

事業部門別 仕入高(千円) 前年同期比(％) 

製氷部門 82 5.0 

飲料部門 32,548 108.2 

アイスクリーム部門 402,847 95.9 

和菓子部門 10,073 193.7 

冷凍食品部門 824,224 94.6 

合計 1,269,776 95.6 

事業部門別 販売高(千円) 前年同期比(％) 

製氷部門 30,915 80.5 

飲料部門 37,812 106.7 

冷凍冷蔵部門 151,313 95.6 

アイスクリーム部門 1,534,648 98.3 

和菓子部門 257,573 94.0 

冷凍食品部門 976,735 93.9 

合計 2,988,999 96.2 

前中間会計期間 当中間会計期間 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

３ 【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 

当社の基幹製品である「もも太郎」「笹だんご」「ビバオール」に加え、５月からリニューアル販売を開始

した「金太郎」等の自社製品の販売強化、さらに天候・季節に左右されない新製品の開発に努めます。 

  ② 財務体質の健全性維持確保 

不要資産の見直しを進めるとともに、能力成果主義の定着化と更なるコストダウンを進めてまいります。 

  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。 

  

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】 

  当社は食品製造業としてアイスクリーム、和菓子等の分野において新製品の開発及び既存製品の改良並びに品質維

持管理を研究するほか、製造技術の改良、生産の向上を目指し「食に対する安心・安全」という消費者ニーズに応え

るため努力しております。 

  

  

相手先 金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 

明治乳業株式会社 817,082 26.2 770,524 25.7



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した重要な設備の新設、除却について重要な変更はありません。 

また、5つの工場、営業所を本部とつなぐネットワーク新システム導入を計画しております。 

しかし、まだ詳細は決定しておりませんが、構想としては平成18年10月に全システム稼動を目指しております。新

システム導入の効果は、営業支援、業務の効率化・合理化を中心に、タイムリーな経営判断に資することを狙いとし

ております。投資予定額は1億円程度となる見込みです。 

  



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。 

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 6,000,000

計 6,000,000

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成17年８月31日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成17年11月18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 4,320,810 同左
東京証券取引所
市場第二部 

― 

計 4,320,810 同左 ― ― 



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

(4) 【大株主の状況】 

平成17年８月31日現在 

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式
総数残高 
(千株) 

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17年３月１日～ 
平成17年８月31日 

― 4,320 ― 216,040 ― 22,686

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 シンキョー 新潟市文京町22番24号 420 9.72

株式会社 和田商会 新潟市礎町通三ノ町2128番地 310 7.17

株式会社 第四銀行 新潟市東堀前通七番町1071番地１ 204 4.72

大協リース 株式会社 新潟市文京町12番31号 200 4.62

村山 勤 新潟市文京町2番29号 184 4.25

あいおい損害保険 株式会社 東京都渋谷区恵比寿1丁目28番1号 150 3.47

セイヒョー従業員持株会 新潟市島見町2434番地10 108 2.50

山津水産 株式会社 新潟市万代2丁目3番6号 97 2.26

新田見 健 東京都稲城市東長沼1701番地52 97 2.25

有限会社 氷室産業 新潟県佐渡市秋津84番地1 83 1.93

計 ― 1,855 42.93



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年８月31日現在 

(注) １ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式216株が含まれております。 

   ２ 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれてお 

      ります。また、「議決権の数」欄には同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数1個が含まれて 

      おります。 

  

② 【自己株式等】 

平成17年８月31日現在 

  

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、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

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

  退任役員 

  

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) 
(自己保有株式) 
普通株式  26,000

― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式4,101,000 4,101 ― 

単元未満株式 普通株式 193,810 ― ― 

発行済株式総数 4,320,810 ― ― 

総株主の議決権 ― 4,101 ― 

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(％)

(自己保有株式) 
株式会社セイヒョー 

新潟市島見町2434番地10 26,000 ― 26,000 0.60 

計 ― 26,000 ― 26,000 0.60 

月別 平成17年３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 

最高(円) 410 408 407 415 403 635

最低(円) 391 390 395 393 392 395

役 名 職 名 氏   名 退任年月日 

監査役 ― 五十嵐 総一 平成17年6月28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16年３月１日から平成16年８月31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17年３月１日から平成17年８月31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。 

ただし、当中間会計期間(平成17年３月１日から平成17年８月31日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年1月30日内閣府令第5号）附則第3項のただし書きに

より、改正前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16年３月１日から平成16年８月31日まで)及

び当中間会計期間(平成17年３月１日から平成17年８月31日まで)の中間財務諸表について、監査法人トーマツにより

中間監査を受けております。 

  

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。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



２ 【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16年８月31日) 

当中間会計期間末 

(平成17年８月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17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   406,713   575,942 492,754   

２ 受取手形   64,305   53,212 30,988   

３ 売掛金   828,036   779,512 368,623   

４ たな卸資産   208,865   220,833 303,024   

５ 繰延税金資産   18,478   17,628 18,501   

６ その他   24,653   25,491 11,879   

  貸倒引当金   △15,835   
  

1,535,217 

△13,596

 
1,659,023

△12,414   
  

1,213,357 流動資産合計    54.8 57.6   49.7

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産 ※１        

(1) 建物   396,672   360,792 377,733   

(2) 機械及び装置   281,011   233,345 253,773   

(3) 土地   410,867   410,867 410,867   

(4) その他   26,918 
  

24,384 23,041 
  

  計   1,115,469 1,029,389 1,065,414 

２ 無形固定資産   5,827   6,065 5,938   

３ 投資その他の資産          

(1) 投資有価証券   111,438   144,993 130,149   

(2) 繰延税金資産   22,534   30,159 17,328   

(3) その他   11,178   10,629 10,818   

  貸倒引当金   △1,575   
  
  
  
  

1,264,874 

△1,395
 
 
 
 

1,219,843

△1,495   
  
  
  
  

1,228,154 

  計   143,576 184,387 156,801 

固定資産合計    45.2 42.4   50.3

資産合計    2,800,092 100.0 2,878,866 100.0   2,441,511 100.0

           



  

  

    前中間会計期間末 

(平成16年８月31日) 

当中間会計期間末 

(平成17年８月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17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   529,886   516,613 261,144   

２ 未払法人税等   104,539   93,755 74,433   

３ 賞与引当金   21,590   22,644 22,326   

４ その他 ※２ 132,076 

788,092 

132,981

765,995

90,657 

448,560 流動負債合計    28.1 26.6   18.4

Ⅱ 固定負債      

１ 退職給付引当金   148,469   153,676 147,294   

２ 役員退職慰労引当金   ―   36,716 ―   

３ その他   13,300   
  

161,769 

12,550

 
202,942

12,550   
  

159,844 固定負債合計    5.8 7.1   6.5

負債合計    949,861 33.9 968,937 33.7   608,404 24.9

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    216,040 7.7 216,040 7.5   216,040 8.8

Ⅱ 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   12   
  

22,698 

131

 
22,817

88   
  

22,774 資本剰余金合計    0.8 0.8   0.9

Ⅲ 利益剰余金          

１ 利益準備金   37,500   
37,500

37,500   

２ 任意積立金   1,384,988   1,453,661 1,384,988   

３ 中間(当期)未処分 
  利益   159,272   

  
1,581,760 

133,246

 
1,624,408

132,005   
  

1,554,493 利益剰余金合計    56.5 56.4   63.7

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金    36,844 1.3 56,319 1.9   47,735 2.0

Ⅴ 自己株式    △7,113 △0.2 △9,656 △0.3   △7,937 △0.3

資本合計    1,850,230 66.1 1,909,929 66.3   1,833,107 75.1

負債・資本合計    2,800,092 100.0 2,878,866 100.0   2,441,511 100.0

           



②【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年３月１日 
至 平成17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  3,108,082 100.0 2,988,999 100.0   5,134,501 100.0

Ⅱ 売上原価    2,517,185 81.0 2,450,936 82.0

  
4,332,342 84.4

売上総利益    590,897 19.0 538,062 18.0 802,158 15.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費    342,949 11.0 333,320 11.2   603,743 11.7

営業利益    247,947 8.0 204,742 6.8   198,415 3.9

Ⅳ 営業外収益 ※２  17,763 0.6 14,339 0.5   29,134 0.6

Ⅴ 営業外費用 ※３  1,935 0.1 1,262 0.0   3,825 0.1

経常利益    263,776 8.5 217,818 7.3   223,724 4.4

Ⅵ 特別損失 ※４  11,337 0.4 36,718 1.2   14,424 0.3

税引前中間(当期) 
純利益    252,439 8.1 181,099 6.1   209,299 4.1

法人税、住民税 
及び事業税   104,685   91,577 91,021   

法人税等調整額   △409 104,275 3.3 △17,783 73,794 2.5 △2,618 88,402 1.7

中間(当期)純利益    148,163 4.8 107,305 3.6   120,896 2.4

前期繰越利益    11,108 25,941   11,108 

中間(当期)未処分 
利益    159,272 133,246   132,005 

           



③【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  

  
前中間会計期間 

(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日)

当中間会計期間 

(自 平成17年３月１日 
至 平成17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16年３月１日 
至 平成17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 252,439 181,099 209,299 

  減価償却費 51,970 43,902 104,837 

  退職給付引当金の増加額 
  (△減少額) 

△14,025 6,382 △15,200 

  役員退職慰労引当金の増加 
  額 

― 36,716 ― 

  賞与引当金の増加額 
  (△減少額) 

△647 318 89 

  貸倒引当金の増加額 
  (△減少額) 

2,693 1,081 △806 

  受取利息及び受取配当金 △1,006 △963 △1,706 

  支払利息 11 11 22 

  固定資産除却損 837 1,269 1,043 

  固定資産売却損 ― 69 203 

  売上債権の減少額 
  (△増加額) 

△395,163 △433,012 97,646 

  たな卸資産の減少額 125,539 82,190 31,380 

  その他流動資産の減少額 
  (△増加額) 

△11,222 △13,611 1,551 

  仕入債務の増加額 
  (△減少額）   

206,018 255,469 △62,722 

  未払金の増加額 33,513 33,707 531 

  未払費用の増加額 
  (△減少額) 

1,426 652 △342 

  未払消費税等の増加額 23,403 4,170 14,193 

  その他流動負債の増加額 
  (△減少額) 

△2,733 3,480 △1,329 

  預り保証金の減少額   ― ― △750 

  役員賞与の支払額 ― △3,000 ― 

  その他 27 △31 187 

小計 273,082 199,900 378,128 

    

    

    

    

  
前中間会計期間 

(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日)

当中間会計期間 

(自 平成17年３月１日 
至 平成17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16年３月１日 
至 平成17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 1,006 963 1,706

  利息の支払額 △11 △11 △22

法人税等の支払額 △145 △72,254 △16,588

法人税等の還付額 4,637 ― 4,637

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

278,569 128,597 367,861

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 

△12,910 △8,370 △14,227

  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 

△1,180 △835 △2,108

  投資有価証券の取得による 
  支出 

△428 △434 △856

  その他 △180 123 △45

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

△14,699 △9,515 △17,138

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 △558 △2,174 △2,033

自己株式の売却による収入 100 497 826

  配当金の支払額 △34,382 △34,217 △34,446

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

△34,841 △35,893 △35,653

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 229,028 83,188 315,070

 Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 177,684 492,754 177,684

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末
(期末)残高 

406,713 575,942 492,754

  



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16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17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 

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 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17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。 

  

  

  

  

項目 前中間会計期間 
(自 平成16年３月１日 

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 



至 平成16年８月31日) 至 平成17年８月31日) 至 平成17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 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 

  

  

  

  

  

  

  

      
       
      

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

５  中間キャッシ

ュ・フロー計算書

手許現金、随時引出し可能

な預金及び容易に換金可能

同左 同左 



  
  

(キャッシュ・フロー

計算書)における資

金の範囲 

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。 

  

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 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  
  

前中間会計期間末 
(平成16年８月31日) 

当中間会計期間末
(平成17年８月31日) 

前事業年度末 
(平成17年２月28日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

1,692,150千円 

  

※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 

1,742,238千円 

※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16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17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

工場建設促進 
助成金 

6,330 

※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 15,065千円

工場建設促進
助成金 

6,330 

      

※３ 営業外費用のうち重要なも

の 

不動産賃貸費用 1,213千円

    

※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 2,426千円

  

      

※４ 特別損失のうち重要なもの 

役員退職 
慰労金 

10,500千円

※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 

役員退職
慰労金 

10,500千円

製品等廃棄損 2,677 

      

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 51,463千円

無形固定資産 507 

計 51,970 

 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 103,730千円

無形固定資産 1,106 

計 104,837 



(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16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17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16年８月31日) 

現金及び預金勘定 406,713千円

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 406,713 

 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 



(リース取引関係) 

  

  
  

前中間会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17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 254,593 48,542 23,312 326,448

減価償却 
累計額 
相当額 

137,243 47,167 16,334 200,744

中間期末 
残高 
相当額 

117,349 1,375 6,978 125,703

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

      

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 31,130千円

１年超 104,190 

計 135,320 

    

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 未経過リース料期末残高相当額 

  

１年内 29,487千円

１年超 89,723 

計 119,211 

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 19,459千円

減価償却費相当額 16,641 

支払利息相当額 2,779 

    

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 38,208千円

減価償却費相当額 32,589 

支払利息相当額 5,417 

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。 

    



(有価証券関係) 

（前中間会計期間末）(平成16年８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 

  

  

（当中間会計期間末）(平成17年８月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

  

（前事業年度末）(平成17年２月28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 

  

  

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 36,017 97,868 61,850

合計 36,017 97,868 61,850

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(店頭売買株式を除く) 
          13,570

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

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

区分 
取得原価
(千円) 

貸借対照表計上額
(千円) 

差額 
(千円) 

  
      株式 
  

36,445 116,579 80,133

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



(デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間(自 平成16年3月1日 至 平成16年8月31日)、当中間会計期間(自 平成17年3月1日 至 平成

17年8月31日)及び前事業年度(自 平成16年3月1日 至 平成17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16年3月1日 至 平成16年8月31日)、当中間会計期間(自 平成17年3月1日 至 平成

17年8月31日)及び前事業年度(自 平成16年3月1日 至 平成17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。 

  



(１株当たり情報) 

  

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

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日) 

１株当たり純資産額 430.23円 １株当たり純資産額 444.73円 １株当たり純資産額 425.73円

１株当たり中間純利益   34.45 １株当たり中間純利益  24.98 １株当たり当期純利益   27.41  

 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。 

  
前中間会計期間

(自 平成16年３月１日 
至 平成16年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日)

前事業年度 
(自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日)

中間(当期)純利益(千円) 148,163 107,305 120,896

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) 

普通株式に係る中間(当期)
純利益(千円) 

148,163 107,305 117,896

普通株式の期中平均株式数
(千株) 

4,301 4,295 4,301



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94期) 

自 平成16年３月１日 
至 平成17年２月28日 

  
平成17年５月27日 
関東財務局長に提出 

(2) 訂正報告書  上記(1)有価証券報告書の訂正報告書 
平成17年６月9日 
関東財務局長に提出 



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 

  

  

株式会社 セイヒョー 

  

  

  

  

  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

株式会社セイヒョーの平成１６年３月１日から平成１７年２月２８日までの第９４期事業年度の中間会計期間（平成

１６年３月１日から平成１６年８月３１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、株式会社セイヒョーの平成１６年８月３１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１６年３月１日から平成１６年８月３１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関与社員との間には、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 

  

  

  

平成16年11月８日

   取締役会  御中 

監査法人 トーマツ   

代表社員
関与社員

  公認会計士  渡  辺  国  夫  ㊞ 

関与社員   公認会計士  神  代     勲  ㊞ 

  
※ 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。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

  

株式会社 セイヒョー 

  

  

  

  

  

  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

株式会社セイヒョーの平成１７年３月１日から平成１８年２月２８日までの第９５期事業年度の中間会計期間（平成

１７年３月１日から平成１７年８月３１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、株式会社セイヒョーの平成１７年８月３１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３月１日から平成１７年８月３１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。          

  

 追記情報 

  中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項３引当金の計上基準(４)役員退職慰労引当金に記 

 載されているとおり、会社は役員退職慰労金について、従来、支出時の費用として処理していたが、 

 当中間会計期間から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した。 

  

  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 

  

平成17年11月７日

   取締役会  御中 

監査法人 トーマツ   

指 定 社 員
業務執行社員

  公認会計士  渡  辺  国  夫  ㊞ 

指 定 社 員
業務執行社員

  公認会計士  神  代     勲  ㊞ 

  
※ 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。 
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