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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 当社は連結財務諸表を作成していないので連結会計年度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、関連会社がないため記載しておりません。 

    ４ 平成18年２月期の１株当たり配当額10円には、設立90周年記念配当２円を含んでおります。 

５ 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。 

回次 第91期 第92期 第93期 第94期 第95期 

決算年月 平成14年２月 平成15年２月 平成16年２月 平成17年２月 平成18年２月

売上高 (千円) 5,322,777 5,290,013 4,632,687 5,134,501 4,922,394

経常利益 (千円) 105,172 164,012 106,426 223,724 179,302

当期純利益 (千円) 12,403 92,851 29,639 120,896 83,943

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) 1,653,259 1,741,365 1,738,415 1,833,107 1,893,683

総資産額 (千円) 2,390,787 2,366,545 2,339,863 2,441,511 2,538,197

１株当たり純資産額 (円) 383.13 404.13 404.11 425.73 440.87

１株当たり配当額 
(内１株当たり 
中間配当額) 

  
(円) 
  

8.00 

(―)

8.00

(―)

8.00

(―)

8.00 

(―)

10.00

    (―)

１株当たり当期純利益 (円) 2.94 21.53 6.88 27.41 18.62

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 69.2 73.6 74.3 75.1 74.6

自己資本利益率 (％) 0.7 5.4 1.7 6.7 4.5

株価収益率 (倍) 125.8 14.4 53.7 14.8 25.7

配当性向 (％) 278.3 37.1 116.2 29.1 53.7

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 283,082 194,322 108,876 367,861 171,437

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △124,577 △57,232 △38,382 △17,138 △19,405

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △189,370 △36,413 △36,885 △35,653 △41,149

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(千円) 43,399 144,076 177,684 492,754 603,636

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数) 

(人) 
93 
(23)

90
(52)

88
(53)

85 
(55)

90
(51)



２ 【沿革】 

  

大正５年３月 製氷業を目的に新潟市において新潟製氷株式会社(資本金50千円)を設立 

大正６年４月 清涼飲料水の製造販売を開始 

大正13年７月 冷蔵倉庫業開始 

大正14年５月 日本製氷冷蔵株式会社を吸収合併 

昭和７年４月 新潟県三条市に三条工場を建設、製氷及び冷蔵庫業を開始 

昭和21年９月 越佐製氷冷凍株式会社に商号変更 

昭和23年６月 新潟県両津市（現、佐渡市）に佐渡工場を建設、製氷及び冷蔵倉庫業を開始 

昭和23年６月 新潟工場で冷氷菓製造販売を開始 

昭和24年７月 新潟証券取引所に株式を上場 

昭和25年９月 新潟製氷冷凍株式会社に商号変更 

昭和27年９月 冷凍魚、冷凍食品の販売を開始 

昭和32年３月 アイスクリームの販売業を開始 

昭和32年６月 新潟工場に第二冷蔵倉庫を建設、冷蔵倉庫業を開始 

昭和36年２月 新潟工場でアイスクリームの製造を開始 

昭和44年12月 新潟県南蒲原郡栄町（現、三条市）に三条工場を建設、冷凍倉庫業を開始 

昭和46年７月 東京都中央区に東京営業所を開設 

昭和50年３月 新潟県三条市の三条工場を売却 

昭和50年10月 新潟県豊栄市（現、新潟市）に豊栄工場を建設、冷凍倉庫業を開始 

昭和53年６月 新潟県両津市（現、佐渡市）に旧工場を取壊し、冷凍倉庫、貯氷庫、冷菓製造室

を建設 

昭和56年３月 豊栄工場にアイスクリーム配送用冷凍庫を建設 

昭和57年９月 三条工場で和菓子の製造を開始、和菓子部門に進出 

昭和61年５月 豊栄工場に第二冷凍倉庫を建設 

昭和62年５月 新潟工場に貯氷庫を建設 

平成２年４月 佐渡工場冷媒変更工事(フロンガスに変更工事)完了 

平成３年10月 三条工場冷媒変更工事(フロンガスに変更工事)完了 

平成７年２月 豊栄工場に第三冷凍倉庫を建設 

平成７年９月 株式会社セイヒョーに商号変更 

平成10年11月 豊栄工場の冷凍倉庫の一部をチルド倉庫に改造 

平成12年２月 新工場への移転に伴い新潟工場閉鎖 

平成12年３月 東京証券取引所市場第二部へ移行 

平成12年３月 新潟市島見町に新潟新工場建設操業開始 



３ 【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 

 

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。 

  



４ 【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。 

  

５ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成18年２月28日現在 

(注) １ 従業員は就業人員であり、臨時従業員は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

  

(2) 労働組合の状況 

当社の労働組合は、平成18年２月28日現在組合員は83名で、全国一般労働組合新潟県本部に加入しております

が、労使関係は安定しており、特記すべき事項はありません。 

  

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 

 90(51) 40.1 14.1 3,670,221 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

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。 

部門別売上高の概要は次のとおりであります。 

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。 

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。 

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。 

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。 

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。 

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。 

  

(2) キャッシュ・フロー 

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。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

２ 【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(％) 



(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。 

  

(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。 

  

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 423,288 107.9 

合計 2,680,789 108.5 

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 



(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。 

  

(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。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

３ 【対処すべき課題】 

消費者マインドは、所得環境の改善や世帯金融資産の拡大等により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。 

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 

相手先 
前事業年度 当事業年度 

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 



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。 

 そこで、今後当社といたしましても更なる事業の再構築を推進していく必要性があり、特に下記の３点を重要課題

として取り組んでまいります。 

  

(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、新潟県内市場における販売先拡大は勿論、県外市場への展開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いたします。その開発部門の名称は、「新製品開発室」を予定しておりますが、スピーディー且

つタイムリーに開発することが重要であることから、社長直轄として本部エリア内に設置する予定です。 

  

(3)コンプライアンスの取組強化と徹底 

 内部統制システムの構築に向けて、まずは、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。また、取締役会決議の内部統制システムの構築に関する基本方針を具現化すべく、全社を挙げて取り組みま

す。これを、平成19年２月末を目途とする計画とし、平成19年３月からは、ISO認証取得に向けて活動ができるよう取

り組んでいくつもりであります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

４ 【事業等のリスク】 

当社の経営成績及び財政状況などに影響を及ぼす可能性のあるリスクについて、投資者の判断に重 

要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を記載いたしております。 

なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社が判断したもの 

であります。 

  

(1)市場の不確実性 

 2005年度の日本経済は、企業部門、家計部門がともに改善し、国内民間需要中心で自律的回復局面に入ったといわ

れております。個人消費については、雇用・所得環境の回復や消費者マインドの改善に支えられて底堅く推移いたし

ました。しかし、年明け以降は、定率減税縮小に伴う家計負担増もあり、回復テンポはやや弱まっているかに見受け

られます。また、原油価格の高騰は、企業部門のみならず家計部門にも大きな影を落とす要因となり、最終的な消費



者マインドの動向は依然として不明であります。これらの要因で、一旦回復基調を見せた雇用・所得環境が悪化した

場合には、当社の経営成績に影響を受ける可能性があります。 

  

(2)新製品開発の成否と販売 

 アイスクリーム等の新製品開発の成否と販売につきましては、他社による競合新製品の投入や冷夏等の要因が発生

し製品在庫が過剰となった場合、経営成績及び財政状態に影響を受ける可能性があります。 

  

(3)流通の変化と競合について 

 当社の商品は受託加工販売をはじめ、主に卸売業、小売業との継続的な取引に基づいて流通し、お客様のもとへ届

けられております。しかし、これらの業界や一部特定企業の経営状態や販売政策等の変化によって、販売機会や販売

価格に影響を受ける可能性があります。 

 また、競合メーカーによる新商品の投入や販売促進活動により、当社商品の陳腐化や販売機会の減少等の影響を受

ける可能性があります。 

  

(4)法的規制等の変更による制約 

 環境基本法等にまつわる規制強化が実施された場合等は、当社のインフラが未充足と評価される可能性がありま

す。この場合に、大幅な設備改善を要することも考えられ、財政状態に影響を受ける可能性があります。 

  

  

  

  

  

  

  

５ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

  

６ 【研究開発活動】 

当社は食品製造業として冷菓、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ております。 

従来は当分野を製造工場に委ねてまいりましたが、「新製品開発室」（名称は予定）を立ち上げ専担部署といたし

ます。各製造工場に分散しておりました当該機能を、一点集中化を図ることで機動的且つ適時に活動できる体制をと

ります。 

当該部署の活動内容は、新製品の開発・既存製品の改良・製造技術の改良等の研究のみならず、農産・水産物で県

内名産品と称される物の冷凍技術を利用した加工等も研究対象とする予定です。 

  

  

  

７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

(1)重要な会計方針及び見積り 

  当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成さ 



 れており、この財務諸表の作成のための基本となる事項につきましては、第５「経理の状況」に 

 記載しております。 

  

(2)財政状態 

  当事業年度末の総資産は、前事業年度末に比べ、96百万円増加し、2,538百万円となりました。流動資産につい

ては、売掛金、製品商品が減少したものの現金及び預金が前事業年度末に比べ 

増加したことにより、73百万円増加し、1,286百万円（構成比50.7％）となりました。 

 固定資産については、前事業年度末に比べ、23百万円増加し、1,251百万円（構成比49.3％）と 

なりました。なお、固定資産の減価償却を90百万円実施しております。 

 流動負債については、前事業年度末に比べ、未払金は増加したものの、買掛金、未払法人税等 

及び未払消費税等の減少により、18百万円減少し、430百万円（構成比17.0％）となりました。 

 固定負債については、前事業年度末に比べ、54百万円増加し、214百万円（構成比8.4％）とな 

りました。主な要因は、役員退職慰労金を、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 

上する方法に変更したため、前事業年度末に比べ38百万円増加したことによるものです。 

 資本合計については、前事業年度末に比べ、60百万円増加し、1,893百万円（構成比74.6％）と 

なりました。主な要因は、前期利益処分の結果、任意積立金の内、別途積立金が70百万円増加し 

たことによるものです。 

  

  

(3)経営成績の分析 

①売上高 

当社の売上高は、新潟県内の梅雨明けの遅れが大きく影響し、前期比212百万円減の4,922百万 

円となりました。 

製氷部門は前期比８百万円減の48百万円、アイスクリーム部門は前期比26百万円減の2,243百 

万円と不調な結果となりました。また、販売不振や消費の低迷が響き、和菓子部門は前期比14百万円減の305百

万円、冷凍食品部門は前期比168百万円減の1,960百万円と低調な結果となりました。 

冷凍食品部門の売上高が突出して減少しておりますが、今後の対応策として、マーケティング 

を強化し、品揃えの改善等に取り組んでいく予定であります。 

また、製造品につきましては、新製品の開発・既存製品の改良等を強化し、天候に左右されに 

くい製品造りに取り組んでいく予定であります。 

②営業利益 

運搬保管費、販売手数料等がコスト増となったこと及び役員退職慰労引当金繰入額が3百万円 

純増となったことから、販売費及び一般管理費が前期比23百万円増加したため、営業利益は前期 

比41百万円減少し157百万円となりました。 

③経常利益 

営業外収益における、工場建設助成金6百万円が前期で終了いたしました。 

  営業外費用においては、システム入れ替えに伴うリース物件の中途解約が発生し、リース解約 

損１百万円を計上しております。 

   その結果、経常利益は、前期比44百万円減の179百万円となりました。 

④特別損益 

主なものとして、特別利益に貸倒引当金戻入益として４百万円、特別損失に過年度役員退職慰 



労引当金繰入額として35百万円を計上しております。 

⑤当期純利益 

上述の要因を反映して、当期純利益は、前期比36百万円減の83百万円となりました。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

 当事業年度の設備投資の総額は、71,133千円であり、その主なものは次のとおりであります。 

  １ 新潟工場アイスクリーム製造関係機械  29,782千円 

   ２ 新システム導入（パソコン・ソフト等） 29,008千円 

  

２ 【主要な設備の状況】 

平成18年２月28日現在 

(注) １ 建物及び構築物の欄中〔 〕内の数字は、賃借中の面積(㎡)であります。 

２ 新潟市所在の土地27,130千円(面積3,192㎡)は賃貸中であり、上記には含まれておりません。 

３ 上記の他、リース契約による主な賃借設備は、次のとおりであります。 

  

(注) すべて、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・リース取引であります。 

  

３ 【設備の新設、除却等の計画】 

（1）重要な設備の新設等 

 (注)  上記の金額に消費税等は含まれておりません。 

   

  （2）重要な設備の除却等 

     経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。 

事業所名 
(所在地) 

設備の内容 

帳簿価額(千円)
従業員数
(人) 建物 

及び構築物 
機械装置

土地
(面積㎡) 

その他 合計 

本社・新潟工場 
(新潟市島見町) 

冷菓・アイスクリ
ーム製造設備 

180,466 192,761
331,670
(9,967)

1,497 706,395 14

豊栄工場・本部 
(新潟県新潟市) 

冷蔵保管設備 145,192 23,690
14,402
(18,970)

20,843 204,129 31

三条工場 
(新潟県三条市) 

和菓子製造設備 
冷蔵保管設備 

8,072 4,152
36,820
(6,398)

1,516 50,562 15

佐渡工場 
(新潟県佐渡市) 

氷、冷菓製造設備
冷蔵保管設備 

28,152 16,613
842

(2,671)
155 45,763 24

東京営業所 
(東京都中央区) 

販売設備 〔140.07〕 ― ― ― ― 6

名称 
台数 
(台) 

リース期間
(年) 

年間リース料
(千円) 

リース契約残高
(千円) 

車輌運搬具 ７ ４～６ 5,225 16,563

その他設備 １０ ５～９ 32,525 91,327

事業所名 
(所在地) 

設備の内容 
投資予定額(百万円)

資金調達方法 着手年月 完了予定 
完成後の
増加能力

総 額 既支払額

豊栄工場・本部 
(新潟県新潟市) 

販売管理等 
システム入替 

70 ― 自己資金 平成17年7月 平成18年10月 ― 

豊栄工場 
(新潟県新潟市) 

低温化断熱工事
及びドッグシェ
ルター工事 

12 ― 〃 平成18年3月 平成18年5月 ― 



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。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

(注) 株主割当 １：0.5  

     発行価格 50円 

     資本組入額50円 

  

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 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成18年2月28日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年5月26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 ― ― 

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13年４月27日(注) 1,320 4,320 66,040 216,040 ― 22,686



(4) 【所有者別状況】 

平成18年２月28日現在 

(注) １ 自己株式34,552株は、「個人その他」欄に34単元及び「単元未満株式の状況」欄に552株を含めて記載しております。 

２ 「その他の法人」欄の中には証券保管振替機構名義の株式が１単元含まれております。 

  

(5) 【大株主の状況】 

平成18年２月28日現在 

  

区分 

株式の状況(１単元の株式数1,000株)

単元未満
株式の状況
(株) 

政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 証券会社 
その他の
法人 

外国法人等
個人
その他 

計 

個人以外 個人

株主数 
(人) 

― 12 9 35 2 ― 1,000 1,058 ―

所有株式数 
(単元) 

― 388 27 1,406 4 ― 2,316 4,141 179,810

所有株式数 
の割合(％) 

― 9.37 0.65 33.95 0.10 ― 55.93 100 ―

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 新潟市東掘前通七番町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 186 4.30

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

井嶋 孝 新潟市葛塚3254番地１号 100 2.31

セイヒョー従業員持株会 新潟市島見町2434番地10 99 2.30

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

計 ― 1,864 43.15



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年２月28日現在 

(注) １「単元未満株式数」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が552株含まれております。 

        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18年２月28日現在 

  

(7) 【ストックオプション制度の内容】 

該当事項はありません。 

  

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      34,000 

― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式    4,107,000 4,107 ― 

単元未満株式 普通株式      179,810 ― ― 

発行済株式総数 4,320,810 ― ― 

総株主の議決権 ― 4,107 ― 

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 34,000  ― 34,000 0.78 

計 ― 34,000 ― 34,000 0.78 



２ 【自己株式の取得等の状況】 

(1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

該当事項はありません。 

  

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

該当事項はありません。 

  

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

該当事項はありません。 

  



３ 【配当政策】 

 当社は、長期にわたり安定的な経営基盤の確保ならびに配当の継続に努め利益還元を図ってまいりました。ま

た、当社は平成18年３月24日をもちまして、設立90周年を迎えることができました。 

利益配当金につきましては、１株につき普通配当を８円とし、これに設立90周年を記念し、株主の皆様の日ごろの

ご支援にお応えするために記念配当を２円加え、１株につき10円の配当を実施することを決定しました。この結

果、当事業年度の配当性向は53.7％となりました。 

内部留保資金につきましては、製造ラインの設備改善・更新を含め、製品開発、生産効率向上のための資金需要

に備えることとし、収益の向上、更なる財務体質の強化に努めてまいります。 

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・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。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・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。 

  

回次 第91期 第92期 第93期 第94期 第95期 

決算年月 平成14年２月 平成15年２月 平成16年２月 平成17年２月 平成18年２月 

最高(円) 400 400 382 466 768

最低(円) 319 300 340 350 390

月別 平成17年９月 平成17年10月 平成17年11月 平成17年12月 平成18年１月 平成18年２月

最高(円) 560 740 768 571 509 501

最低(円) 490 540 570 491 490 465



５ 【役員の状況】 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株
式数 
(千株)

取締役社長 
(代表取締役) ― 菅   豊 文 昭和17年11月10日生

平成11年６月 東京牛乳運輸㈱代表取締役社長 

15平成17年６月 東京牛乳運輸㈱取締役会長 

平成18年５月 当社代表取締役社長就任（現任） 

取締役会長 
(代表取締役) ― 村 山   勤 昭和11年11月11日生

昭和62年５月 
平成５年５月 

平成５年11月 
平成17年２月 

平成17年４月 
平成18年５月 

当社監査役就任 
当社取締役就任 

代表取締役社長就任 
大協リース㈱取締役会長(在任中) 

㈱シンキョー代表取締役会長(在任中) 
当社代表取締役会長就任（現任） 

 186

常務取締役 ― 山 本   勝 昭和26年２月10日生

昭和52年１月 当社入社 

13

平成６年７月 佐渡工場長代理 
平成10年１月 佐渡工場長 

平成14年５月 
平成16年５月 

平成17年３月 
平成18年５月 

取締役佐渡工場長就任 
取締役豊栄工場長兼佐渡工場長就任 

取締役豊栄工場長就任 
常務取締役就任（現任） 

取締役 東京営業所長 宮 尾 公 夫 昭和24年３月23日生

昭和58年７月 当社入社 

18
平成９年７月 東京営業所長代理 

平成14年７月 東京営業所長 

平成16年５月 取締役東京営業所長就任(現任) 

取締役 総務部長兼 
経理部長 佐 藤   清 昭和24年６月11日生

昭和47年４月 

平成16年２月 

平成18年４月 

 平成18年５月 

㈱第四銀行入行 

当社経理部長（出向） 

当社経理部長 

取締役総務部長兼経理部長就任（現任） 

  ―

取締役 ― 成 田 昭 一 昭和２年４月25日生

昭和29年１月 山津水産㈱入社 

―
昭和29年６月 山津水産㈱代表取締役社長 

昭和58年５月 当社取締役就任(現任) 

平成９年５月 山津水産㈱代表取締役会長(在任中) 

監査役 

（常勤） 
― 藤 田 忠 雄 昭和18年７月５日生

昭和37年６月 

平成２年10月 

平成５年７月 

平成７年５月 

平成12年３月 

平成18年５月 

当社入社 

経理部長代理 

経理部長 

取締役経理部長就任 

取締役新潟工場長就任 

常勤監査役就任（現任） 

24

監査役 ― 和 田 晋 弥 昭和37年７月24日生

昭和62年４月 ㈱和田商会入社 

―
昭和62年５月 ㈱和田商会取締役 

平成７年５月 ㈱和田商会代表取締役社長(在任中) 

平成14年５月 当社監査役就任(現任) 

計 256



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

 (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。 

よって、当社現状の組織体制を見直し、内部監査室、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会、内部通報窓口、監査体制

検討委員会等を可及的速やかに組成し、ガバナンス体制の強化を図ります。 

さらに、経営の効率化の実現に向けて、意思決定の迅速化を図るために常務会運営規程を設け、「常務会」を新設する予定で

あります。 

 (2) 会社の機関の内容について 

   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。 

①「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。 

②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。 

③内部監査の強化、コンプライアンスと内部統制の充実強化を図る為、平成17年６月28日付けで退任した監査役 

（社外監査役）の補充として平成18年５月26日開催の定時株主総会で常勤監査役１名を選任し監査役２名（社外 

 監査役１名）となります。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いきます。  

また、新設する内部監査室と監査役との連携により内部監査の強化を図り、会計監査人への情報提供の高度化を 

目指し、経営の透明性を更に高めてまいります。 

以上の内容を模式図化すると下記のとおりです（実線表示は現状、点線表示は新設予定機関を表示）。 

 

 (3)社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係 

  ①社外取締役 

氏   名 人的関係 資本的関係 取引関係 その他の利害関係 



  （注）当該取締役は山津水産㈱の代表取締役会長であり、通常の商品販売・購入の取引関係があります。 

  ②社外監査役 

  （注）当該監査役は㈱和田商会の代表取締役社長であり、当社の車両燃料購入の取引関係があります。 

  

(4)役員報酬の内容 

 ①取締役及び監査役に支払った報酬 

  取締役６名 15,480千円（うち社外取締役１名 600千円） 

  監査役２名   850千円（全員社外監査役。うち1名は平成17年６月28日付けで辞任しております。） 

 ②使用人兼務取締役に対する使用人給与相当額 

  取締役４名 29,400千円 

  

(5)会計監査の状況 

  ①業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数 

   渡辺 国夫（監査法人トーマツ） 

   神代  勲（監査法人トーマツ） 

   （注）継続監査年数は７年を超えていないため記載を省略しております。 

  ②監査業務に係る補助者の構成 

   公認会計士 ２名 

   会計士補  ５名 

  

(6)監査報酬の内容 

   公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 ７百万円 

上記以外の業務に基づく報酬はありません。 

  

  

成田 昭一 なし なし 商品販売・購入 なし 

氏   名 人的関係 資本的関係 取引関係 その他の利害関係 

和田 晋弥 なし なし 車両燃料の購入 なし 



第５ 【経理の状況】 

１ 財務諸表の作成方法について 

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務

諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

  ただし、当事業年度（平成17年３月１日から平成18年２月28日まで）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２項のただし書きにより、

改正前の財務諸表等規則を適用しております。 

  

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、前事業年度(平成16年３月１日から平成17年２月28日まで)及び当

事業年度(平成17年３月１日から平成18年２月28日まで)の財務諸表について、監査法人トーマツの監査を受けており

ます。 

  

３ 連結財務諸表について 

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。 

  



１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【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 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【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
      

  
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
  

1,554,493 

109,884   
  

1,601,046 

 

利益剰余金合計  63.7 63.1

Ⅳ その他有価証券評価差額金  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

      



②【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 1,718,320   

合計   4,594,440 4,384,181   

他勘定振替高 ※１ 2,677 6,670   

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 0.5



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

製造原価明細書 

  

    
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
(％) 

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 

      

  
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) 



  

(注) 

  

  

  

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円)
構成比 
(％) 

Ⅰ 材料費 902,262 52.7 906,255 52.8

Ⅱ 労務費 306,882 17.9 315,263 18.3

Ⅲ 経費 ※１ 501,929 29.4 496,801 28.9

当期総製造費用 1,711,075 100.0 1,718,320 100.0

当期製品製造原価 1,711,075 1,718,320  

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) 

 原価計算の方法は、製品種類別の総合原価計算によっ

ております。 

 原価計算の方法は、製品種類別の総合原価計算によっ

ております。 

※１ 経費の主な内訳は、次のとおりであります。 

外注費 150,876千円

減価償却費 99,131 

電力費 92,781 

賃借料 43,514 

※１ 経費の主な内訳は、次のとおりであります。 

外注費 159,979千円

減価償却費 84,961 

電力費 94,073 

賃借料 38,648 



③ 【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 
     



④【利益処分計算書】 

  

(注) 日付は、株主総会承認年月日であります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
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) 

（当期未処分利益の処分）    

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 

     



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 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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 



 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。 



(損益計算書関係) 

  

  

(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) 

※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。 

構築物 136千円

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 

  

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 



(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) 

車輌運搬具 
(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。 



(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 

  

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

  

(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 

  

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

（注）当事業年度において非上場株式の減損処理を行い、投資有価証券評価損2,847千円を計上しております。 

  

(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。 

  

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

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

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

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



(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 

  

  

３ 退職給付費用に関する事項 

  

  

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

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



(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 

  

  

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 

  

  

(持分法損益等) 

該当事項はありません。 

  
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 2,300  606 

 賞与引当金 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 ―  15,688 

 未払事業税 6,241  2,762 

 投資有価証券評価損 ―  1,151 

 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  94,338 

 評価性引当額 ―  △1,393 

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 

  
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 



【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 

  

(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 

  

(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。 

  

  

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
(％) 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円) 科目 期末残高

(千円) 役員の
兼任等 

事業上
の関係 

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

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 
(％) 

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円) 科目 期末残高 

(千円) 役員の
兼任等 

事業上
の関係 

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 

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 

― ―

商品販売 21,382 売掛金 1,160 

商品購入 153,143 買掛金 7,206 



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 

  

(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 

  

(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。 

４  大協リース㈱は、当社代表取締役 村山 勤が実質的に支配している会社であります。 

５  山津水産㈱は、当社取締役 成田 昭一が実質的に支配している会社であります。 

６  ㈱和田商会は、当社監査役 和田 晋弥が実質的に支配している会社であります。 

  

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
(％) 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円) 科目 期末残高

(千円) 役員の
兼任等 

事業上
の関係 

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 ―

商品販売
 
9
 

― ―

家電購入 
  

272 未払金 5

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
(％) 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円) 科目 期末残高

(千円) 役員の
兼任等 

事業上
の関係 

  
  
  
  
役員及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有し
ている
会社等
( 当 該
会社等
の子会
社を含
む) 

大協リース㈱ 新潟市 50,000 物 品賃貸
業 

(被所有)
直接 4.8 
間接 4.5 

兼任1名
設備等の
リース 

商品販売 13 ― ―

リース料の
支払 49,191 ― ―

リース解約
損 1,559 ― ―

山津水産㈱ 新潟市 35,000 食 料品卸
売業 

(被所有)
直接 2.3  
間接  ― 

兼任1名
商品の購
入及び販
売 

商品販売 20,656 売掛金 2,609

商品購入 152,143 買掛金 6,434

㈱和田商会 新潟市 30,000 各 種商品
卸売業 

(被所有)
直接 7.5 
間接  ― 

兼任1名
車輌燃料
の購入 燃料購入 1,609 未払金 159



(１株当たり情報) 

  

(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。 

  

  

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

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。 

  
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 



⑤ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

  

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(千円) 

(投資有価証券) 
  
 その他有価証券 

  

㈱ 第 四 銀 行 212,000 122,324 

明 治 乳 業 ㈱ 25,791 17,137 

㈱日興コーディアルグループ 7,000 13,034 

㈱ 佐 渡 能 楽 の 里 500 5,000 

新 潟 県 水 産 物 ㈱ 6,000 3,000 

㈱ 企 画 二 十 一 30 1,500 

㈱ 岩 崎 40 1,000 

丸 福 証 券 ㈱ 4,480 194 

㈱ 柏 崎 製 氷 コ バ ジ 57,930 28 

計 313,771 163,218 



【有形固定資産等明細表】 

  

(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。 

   機 械 及 び 装 置  新 潟 工 場  アイスクリーム製造関係機械  29,782千円 

       工具・器具及び備品  豊栄工場・本部  新システム導入（パソコン等） 19,436千円 

２ 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため、「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省

略しております。 

  

資産の種類 
前期末残高
(千円) 

当期増加額 
(千円) 

当期減少額
(千円) 

当期末残高
(千円) 

当期末減価
償却累計額 
又は償却 
累計額(千円)

当期償却額 
(千円) 

差引当期末
残高 
(千円) 

有形固定資産       

 建物 1,199,152 1,024 ― 1,200,176 855,302 33,882 344,874

 構築物 110,938 3,529 1,150 113,318 96,309 2,675 17,008

 機械及び装置 1,044,049 35,380 20,586 1,058,843 821,626 49,563 237,216

 車輌運搬具 3,305 ― 334 2,971 2,768 108 202

 工具・器具及び備品 39,340 21,171 11,173 49,337 25,527 3,202 23,810

 土地 410,867 ― ― 410,867 ― ― 410,867

有形固定資産計 2,807,653 61,106 33,244 2,835,514 1,801,534 89,431 1,033,979

無形固定資産       

 ソフトウェア ― ― ― 15,565 4,135 1,343 11,429

 電話加入権 ― ― ― 1,361 ― ― 1,361

 水道施設利用権 ― ― ― 170 6 6 163

 その他 ― ― ― ― ― ― ―

無形固定資産計 ― ― ― 17,097 4,142 1,349 12,954

長期前払費用 2,500 4,078 ― 6,578 867 430 5,710



【社債明細表】 

該当事項はありません。 

  

【借入金等明細表】 

該当事項はありません。 

  

【資本金等明細表】 

  

(注) １ 当期末における自己株式は34,552株であります。 

２ その他資本剰余金の増加の原因は、自己株式の処分によるものであります。 

    ３ 任意積立金の増減の原因は、すべて前期決算の利益処分によるものであります。 

【引当金明細表】 

  

(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金(千円) 216,040    ― ― 216,040 

資本金のうち 
既発行株式 

普通株式 (注)１ (株) (4,320,810) (    ― ) (    ― ) (4,320,810)

普通株式 (千円) 216,040 ― ― 216,040 

計 (株) (4,320,810) (    ― ) (    ― ) (4,320,810)

計 (千円) 216,040 ― ― 216,040 

資本準備金及び 
その他 
資本剰余金 

(資本準備金)     

株式払込剰余金 (千円) 414 ― ― 414 

再評価積立金 (千円) 22,271 ― ― 22,271 

(その他資本剰余金)(注)２   

自己株式処分差益 (千円) 88 78 ― 167 

計 (千円) 22,774 78 ― 22,853 

利益準備金及び 
任意積立金 

(利益準備金) (千円) 37,500 ― ― 37,500 

(任意積立金)(注)３     

役員退職積立金 (千円) 50,000 ― ― 50,000 

圧縮記帳積立金 (千円) 4,988 ― 1,326 3,661 

別途積立金 (千円) 1,330,000 70,000 ― 1,400,000 

計 (千円) 1,422,488 70,000 1,326 1,491,161 

区分 
前期末残高 
(千円) 

当期増加額
(千円) 

当期減少額
(目的使用) 
(千円) 

当期減少額
(その他) 
(千円) 

当期末残高 
(千円) 

貸倒引当金 13,909 5,227 249 9,234 9,653 

賞与引当金 22,326 23,284 22,326 ― 23,284 

役員退職慰労引当金 ― 38,803 ― ― 38,803 



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

① 流動資産 

1) 現金及び預金 

  

  

2) 受取手形 

(イ)相手先別内訳 

  

  

(ロ)期日別内訳 

  

  

区分 金額(千円)

現金       5,258

預金  

当座預金 582,849

普通預金 15,528

計      598,377

合計      603,636

相手先 金額(千円)

㈱新栄物産 21,847

タカノ食品㈱ 9,744

協同乳業㈱ 1,021

㈱小林多男商店 970

㈱山徳 493

その他 1,963

合計 36,040

期日別 金額(千円)

平成18年３月 19,185

  〃  ４月    16,854

合計             36,040



3) 売掛金 

(イ)相手先別内訳 
  

  

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 
  

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。 

  

4) 棚卸資産 

(イ)製品商品 
  

  

(ロ)原材料 
  

  

相手先 金額(千円)

明治乳業㈱      45,122

㈱企画二十一      35,309

カセイ食品㈱      19,807

東京明販㈱      19,448

㈱新栄物産      13,321

その他     205,481

合計     338,491

前期繰越高 
(千円) 
  
(Ａ) 

当期発生高 
(千円) 
  
(Ｂ) 

当期回収高
(千円) 
  
(Ｃ) 

次期繰越高
(千円) 
  
(Ｄ) 

回収率(％)
  

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日) 
  

{(A)＋(D)}÷2 
×365日

(B) 

368,623 5,166,594 5,196,726 338,491 93.8 24.9

区分 金額(千円)

製氷部門      2,260

飲料部門       66

アイスクリーム部門     53,818

和菓子部門     148,468

冷凍食品部門          34,940

合計  239,554

区分 金額(千円)

製氷部門    1,684

アイスクリーム部門    19,875

和菓子部門     25,742

合計         47,302



② 流動負債 

1) 買掛金 

  

  

相手先 金額(千円)

明治乳業㈱      63,026

東京明販㈱      26,067

㈱大冷      20,392

㈱東食      18,255

たいまつ食品㈱      14,915

その他      86,440

合計     229,098



(3) 【その他】 

該当事項はありません。 



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

  

  

決算期 ２月末日

定時株主総会 ５月中 

基準日 ２月末日

株券の種類 
１株券、５株券、10株券、50株券、100株券、500株券、1,000株券及び1,000株未満の
株数を表示した株券 

中間配当基準日 定めなし

１単元の株式数 1,000株

株式の名義書換え   

  取扱場所 
東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番４号
日本証券代行株式会社 本店 

  株主名簿管理人 
東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番４号
日本証券代行株式会社 

  取次所 日本証券代行株式会社 支店

  名義書換手数料 無料 

  新券交付手数料 １枚につき100円 

  株券喪失登録申請料 申請１件につき 8,000円

  株式登録料 株券１枚につき  110円

単元未満株式の買取り・
買増し 

  

  取扱場所 
東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番４号
日本証券代行株式会社 本店 

  株主名簿管理人 
東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番４号
日本証券代行株式会社 

  取次所 日本証券代行株式会社 支店

  買取・買増手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

  買増請求の受付停止 
  期間 

毎年２月15日から２月末日までの間、および８月15日から８月31日まで 

公告掲載方法 日本経済新聞 

株主に対する特典 なし 



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社には、親会社等はありません。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券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   事業年度  自 平成16年３月１日   平成17年５月27日 

     及びその添付書類  （第94期）  至 平成17年２月28日   関東財務局長に提出 

  

  (2） 有価証券報告書の  上記(1)有価証券報告書の訂正報告書   平成17年６月９日                   

訂正報告書                         関東財務局長に提出 

                                 

  (3) 半期報告書    （第95期中） 自 平成17年３月１日   平成17年11月18日 

                     至 平成17年８月31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。 



  
独立監査人の監査報告書 

  

平成17年５月27日

株式会社 セイヒョー 

取締役会 御中 

  

  

  

  

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期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責

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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に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。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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企業会計の基準に準拠して、株式会

社セイヒョーの平成17年２月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況をすべての重要な点において適正に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 
  

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、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、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管してお

ります。 



  
独立監査人の監査報告書 

  

平成18年5月26日

株 式 会 社 セ イ ヒ ョ ー   

取 締 役 会  御 中 

  

  

  

  

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期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責

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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に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。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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企業会計の基準に準拠して、株式会

社セイヒョーの平成18年２月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

重要な会計方針４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、当事業年度から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
  

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、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、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管してお

ります。 
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