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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 第95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92期 第93期 第94期 第95期 第96期 

決算年月 平成15年２月 平成16年２月 平成17年２月 平成18年２月 平成19年２月 

売上高 (千円) 5,290,013 4,632,687 5,134,501 4,922,394 4,903,306 

経常利益 (千円) 164,012 106,426 223,724 179,302 76,179 

当期純利益 (千円) 92,851 29,639 120,896 83,943 35,229 

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) 1,741,365 1,738,415 1,833,107 1,893,683 1,877,142 

総資産額 (千円) 2,366,545 2,339,863 2,441,511 2,538,197 2,561,523 

１株当たり純資産額 (円) 404.13 404.11 425.73 440.87 438.14 

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 

(―) 

10.00 

(―) 

8.00 

(―) 

１株当たり当期純利益 (円) 21.53 6.88 27.41 18.62 8.22 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
(円) ― ― ― ― ― 

自己資本比率 (％) 73.6 74.3 75.1 74.6 73.3 

自己資本利益率 (％) 5.4 1.7 6.7 4.5 1.9 

株価収益率 (倍) 14.4 53.7 14.8 25.7 54.5 

配当性向 (％) 37.1 116.2 29.1 53.7 97.3 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) 194,322 108,876 367,861 171,437 133,291 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) △57,232 △38,382 △17,138 △19,405 △347,849 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) △36,413 △36,885 △35,653 △41,149 △43,594 

現金及び現金同等物の 

期末残高 
(千円) 144,076 177,684 492,754 603,636 345,483 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数) 
（人） 

90 

(52) 

88 

(53) 

85 

(55) 

90 

(51) 

103 

(82) 



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 

平成19年２月 新潟工場に資材倉庫を増設 



３【事業の内容】 

 当社は、生産本部製造工場として新潟工場（本社含む）・三条工場・佐渡工場の３工場及び冷蔵保管業務及び配送

物流業務を行っている豊栄工場（管理本部含む）のほかに、営業専担部署としての営業本部新潟支店、東京支店によ

り構成されております。  

 また、子会社や関連会社を持たない単独事業体であります。 

 各工場は冷凍倉庫を設備しており、新潟工場以外は冷蔵保管業務も行っております。新潟工場製造品のうち、冷菓

及びアイスクリームの９割は他社からの受託加工品であります。 

  当社では、当事業年度の７月より組織体制の見直しを図り、９月より生産本部・営業本部・管理本部の三本部制を

敷いております。従来の工場単位制度を改め、３つの製造工場は生産本部に、当該工場に属しておりました営業と東

京営業所を営業本部に組み入れ、前者を営業本部新潟支店に、後者を東京支店に改編いたしております。 

 管理本部は、全拠点の財務会計・人事・給与等の一元管理に取り組んでおります。 

製造本部の３工場の製品は以下のとおりであります。 

①新潟工場・・・氷、アイスクリーム、冷菓 

②三条工場・・・和菓子 

③佐渡工場・・・氷、冷菓、和菓子 

営業本部の各支店は、自社製品の販売及び他の会社から仕入して商品を販売いたしております。前述の豊栄工場は物

流基地であり、寄託保管料等の売上を計上いたしております。 

[事業系統図] 

 以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

  

４【関係会社の状況】 

 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 

 （注）１ 従業員は就業人員でありますが、使用人兼務取締役２名を含んでおります。また、パート及び契約社員は、

（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。 

      ２ 人材派遣会社からの派遣社員（41名）、アルバイト（15名）及び顧問契約社員（４名）は含まれておりませ

      ん。 

     ３ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

４ 当事業年度は、品質管理強化策として５名、営業力強化策として５名、管理部門強化策として３名の計13名

（前期比14.4％増）を採用しております。 

(2）労働組合の状況 

 当社の労働組合は、平成19年２月28日現在組合員は76名であり、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。 

  平成19年２月28日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

103（82） 39.4 12.0 3,830,486 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当期におけるわが国経済は、海外の好景気に牽引され輸出や設備投資を中心に緩やかな拡大基調で推移しました。

しかしながら、好調な企業業績も家計所得への波及力は弱く、個人消費の回復ペースは遅れ気味となりました。 

 こうしたなか、当社は平成19年3月に新製品を投入することを計画したことから、７月から12月にかけて品質管理

強化策として５名、営業力強化策として５名、管理部門強化策として３名の合計13名を採用いたしました。これによ

り人件費が、前期比44百万円増加いたしました。また、原油高の影響により原材料費が前期比24百万円、運搬費が13

百万円増加いたしました。さらには、賞味期限間近な原材料・製商品の廃棄で２百万円、設備更新による除却損７百

万円を計上しております。 

 当社の業績は、売上高では前期比0.4％減の4,903百万円とほぼ横ばいで推移いたしましたが、上記の要因により、

営業利益は115百万円減の41百万円（前期比73.5％減）、経常利益は103百万円減の76百万円（前期比57.5％減）とな

り、当期純利益も48百万円減の35百万円（前期比58.0％減）となりました。 

 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、佐渡の販売不振（前期比4百万円の減）が響き、前期比9.8％減の43百万円となりました。 

 飲料部門は、これといった目玉商品に恵まれず、前期比7.4％減の66百万円となりました。 

 冷凍冷蔵部門は、スリミ等の入庫が若干増加したことから、前期比1.4％増の297百万円となりました。 

 アイスクリーム部門は、夏場の天候不順があったものの暖冬効果と相殺され、前期比0.8％増の2,261百万円となり

 ました。 

 和菓子部門は、前期比41.5％減の178百万円となりましたが、冷凍食品部門で和菓子を販売したことによるもので 

  あります。その額は109百万円であります。 

 冷凍食品部門は、前期比4.9％増の2,055百万円となりましたが、和菓子の売上額109百万円が含まれております。 

(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、税引前当期純利益の減少（71百万円減）に伴

う営業活動によるキャッシュフローの減少（38百万円減）及び設備投資による着手金、中間金の支払等による投資活

動の支出増加（328百万円増）によって前事業年度末に比べ258百万円減少し,当事業年度末は345百万円となりまし

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、38百万円減の133百万円（前期比22.2％減）となりました。

これは主に、税引前当期純利益が71百万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、347百万円（前年同期は19百万円の使用）となりました。こ

れは主に、新潟工場資材倉庫増設、三条工場新築、佐渡工場製造機械ライン入替え等の有形固定資産の取得によるも

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、43百万円（前期比5.9％増）となり、前事業年度に比べ２百

万円増加しましたが、これは自己株式の取得による支出が前期比６百万円減少したものの、配当金の支払額が８百万

円増加したこと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。 

 （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。 

事業部門別 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 

    至 平成19年２月28日） 
金額（千円） 

前年同期比（％） 

製氷部門 90,397 112.9 

冷凍冷蔵部門 317,115 87.1 

アイスクリーム部門 1,625,638 89.6 

和菓子部門 406,919 96.1 

合計 2,440,072 91.0 

事業部門別 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 

    至 平成19年２月28日） 
金額（千円） 

前年同期比（％） 

製氷部門 1,434 1,748.8 

飲料部門 59,172 97.4 

アイスクリーム部門 695,195 106.6 

和菓子部門 19,954 73.2 

冷凍食品部門 1,596,414 95.8 

合計 2,372,171 98.6 



(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113,648千円が含まれております。 

３ 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。 

事業部門別 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 

    至 平成19年２月28日） 
販売高（千円） 

前年同期比（％） 

製氷部門 43,777 90.2 

飲料部門 66,056 92.6 

冷凍冷蔵部門 297,378 101.4 

アイスクリーム部門 2,261,374 100.8 

和菓子部門 178,734 58.5 

冷凍食品部門 2,055,984 104.9 

合計 4,903,306 99.6 

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 1,075,408 21.8 1,078,026 22.0 



３【対処すべき課題】 

  企業の経営課題が、「過剰雇用・設備・債務の調整」から「グローバル競争での勝ち残りをかけた積極的な事業展

開」へとシフトするなか、設備投資・雇用には短期的な収益動向にかかわらず、なお拡大の余地をうかがわせており

ます。 

 こうしたなか、個人消費は、賃金回復の強まりに大きな期待を寄せることは難しいものの、雇用情勢の改善、団塊

世代向けの退職一時金の増加、地価の下げ止まり・持ち直し傾向を背景に、徐々に底堅さを増していく傾向がたかま

っております。 

 このような情勢を踏まえ、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をあげて積極的に推進してまいり

ます。 

 当面の実行目標としては、以下の３点であります。 

 ①食生活の安定・安全・安心に貢献できる体制の強化 

 ②新製品の開発と販路拡大並びに販売の強化 

 ③更なるコストダウンへの取り組み強化 

 中長期的には、重点分野への積極的な経営資源の配分と、全役職員の目的意識の共有化を推し進め、経営計画の必

達を目指します。 

 そこで、当社といたしましては、下記の３点を重要課題、つまり対処すべき課題として取り組んでまいります。 

  

（１）新製品の開発 

 当社では、従来、新製品の開発を各製造工場に委ねてまいりましたが、近年におきましては、リニューアル品２品

の投入という結果になっております。そこで、平成18年７月に「開発室」を立ち上げ、平成19年３月より新製品を投

入できるように組織体制を刷新いたしました。まずは、工場制度を廃止して、生産本部・営業本部・管理本部の三本

部制を導入いたしました。生産本部に「開発室」を置き、社長直轄とし、意思決定のスピードアップが可能となる態

勢を敷いております。 

 また、製品開発のコンセプトは、「食と健康」及び「新潟の素材へのこだわり」であります。 

 さらには、「氷を作って90年」の当社としましては、原点に立ち戻り、氷を意識した製品開発にも注力してまいり

ます。 

  

（２）営業力強化とマーケットの拡大 

 当社のマーケットの中心は新潟県内であり、売上高の約８割が県内となっております。そこで、当社といたしまし

ては、「新潟のセイヒョー」から「日本のセイヒョー」を目指します。 

翌事業年度より新製品を投入する計画にそって、18年７月以降、営業社員を順次採用し、28名体制から33名体制とい

たしております。特に、新製品は全国仕様の品揃えを計画しているところから、順次県外マーケット拡大に向け努力

してまいります。 

  

（３）会社の支配に関する基本方針について 

  近時の資本市場においては、対象となる会社の経営陣と十分な協議や合意のプロセスを経ることなく、突如として

大量の株式の買付を強行するといった買収方法も見られ、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値ひ

いては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主や株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、

対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案

するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすため

に買収者との交渉を要するもの等、対象会社の企業価値とりわけ株主共同の利益に資さないものも少なくはありませ

ん。 

  しかし、当社取締役会は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社の取締役会の賛同を得ずに行

われる、いわゆる「敵対的買収」であっても、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを一概

に否定するものではありません。また、株式会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるか否かの判断も、 終的に

は株主全体の意志に基づいて行われるべきものと考えています。 

  したがって、現時点における当社取締役会は、「買収防衛策」を導入するとの考えはございません。 

  ただし、株主が「買収防衛策」の導入を推奨する場合は、当社取締役会において検討し、定時株主総会又は臨時株

主総会に付議いたします。 



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 

 平成18年度の日本経済は、企業部門特に製造業における設備投資が堅調な伸びを示し、さらには雇用情勢の回復

が顕著となりました。しかし、これらの好環境は個人消費にまでは波及効果を示したとはいえず、逆に個人消費支

出額では前年を下回る局面もみせました。平成19年度の経済も、平成18年度を特徴付ける「内需主導の景気拡大」

という姿は、企業が在庫・設備投資に対して比較的慎重な姿勢を維持し、大幅な調整が必要となる事態を避ける限

り、急速に崩れることはないものと見込まれます。ただし、2003年度から年率５％を上回る設備投資の高い伸びが

続いているため、資本ストック循環上の調整局面に近づかざるを得ないものと思われます。さらには、労働コスト

の増加は企業活動の動向に、どのような変化をもたらすのか不確実な状況です。この先のこれらの要因で、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、既存製品の改良及び品質向上・維持

管理を研究するほか、「開発室」が新製品開発を含め中心的に活動を行っております。製品開発に関わる部署はすべ

て社長直轄として、意思決定のスピードアップを図っております。 

 また、新製品の開発においては、女性社員３名による「プロジェクトチーム」や「製品開発企画委員会（６名）」

を組成しており、新製品開発に至るコンセプトの設定やキャラクターの設定等の企画立案を行っております。開発ス

タッフは９名（内、２名専任、７名兼任）であり、総従業員の8.7％に当たります。 



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23百万円増加し、2,561百万円となりました。流動資産について

は、売掛金、原材料が増加したものの現金及び預金が前事業年度末に比べ258百万円減少したことにより、245百万

円減少し、1,041百万円（構成比40.7％）となりました。 

  当社の業暦は90年余と、設備の老朽化が進んでおります。食品メーカーとして、食の安全・安心及び品質の向

上・維持には設備更新が必要不可欠と判断し、新潟・三条・佐渡の製造三工場及び物流基地たる豊栄工場の設備投

資を実施いたしております。  

 その結果、固定資産については、前事業年度末に比べ、268百万円増加し、1,520百万円（構成比59.3％）となり

ました。なお、固定資産の減価償却を104百万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、未払法人税等及び未払消費税等は減少したものの、買掛金、未払金

及び未払費用の増加により、41百万円増加し、471百万円（構成比18.4％）となりました。 

 固定負債については、前事業年度末に比べ、１百万円減少し、212百万円（構成比8.3％）となりました。 

 前事業年度資本合計と当事業年度の純資産合計の比較については、前事業年度末に比べ16百万円減少し、1,877

百万円（構成比73.3％）となりました。 

(3）経営成績の分析 

  当事業年度におけるわが国経済は、海外の好景気に牽引され輸出や設備投資を中心に緩やかな拡大基調で推移い

 たしました。しかしながら、好調な企業業績も家計所得への波及力は弱く、個人消費の回復ペースは遅れ気味とな

 りました。こうした中、当社では、平成19年３月に新製品を投入することを計画したことから、設備の改善及び品

 質管理強化・営業力強化・管理部門強化策として13名の人員採用を実施いたしております。この結果、減収減益と

 なりました。 

  経営成績については以下のとおりであります。 

① 売上高 

 当社の売上高は、夏場の天候不順があったものの暖冬効果により、前期比19百万円減の4,903百万円となりま

した。主な部門別の状況は以下のとおりです。 

 製氷部門は前期比４百万円減の43百万円、アイスクリーム部門は前期比18百万円増の2,261百万円と微増。ま

た、販売不振により、和菓子部門は前期比126百万円減の178百万円、冷凍食品部門は前期比95百万円増の2,055

百万円と低調な結果となりました。 

 しかし、冷凍食品部門で和菓子の売上109百万円を計上しております。これを勘案いたしますと、和菓子部門

は前事業年度に比べ18百万円の減、冷凍食品部門は13百万円の減ということになります。 

 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 

 原油高の影響により、運搬保管費が前事業年度に比べ13百万円増、原材料費が24百万円増となり、また販売手

数料等がコストが16百万円増となったこと及び人件費で44百万円増となったため、前事業年度に比べ営業利益は

115百万円減の41百万円となりました。 

③ 経常利益 

 営業外収益は固定資産税の還付金６百万円等により、前事業年度に比べ９百万円の増となりました。 

 営業外費用においては、前事業年度におけるリース解約損１百万円及び雑支出1百万円が当事業年度は発生し

なかったことから２百万円減の２百万円となりました。 

 しかし、営業利益の大幅な減少を受け経常利益は、前期比103百万円減の76百万円となりました。 

④ 特別損益 

 前事業年度は、特別損失に過年度役員退職慰労引当金繰入額35百万円計上しております。 

 設備投資の実施により、固定資産除却損が前事業年度に比べ４百万円の増となりました。 

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48百万円減の35百万円となりました。 



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198,973千円（建設仮勘定除く）であり、その主なものは次のとおりであります。 

１ 建物（127,195千円） 

  ①新潟工場資材倉庫増設関連工事                72,579千円 

  ②豊栄工場冷凍倉庫ドックシェルター化関連工事        41,093千円 

 ③佐渡工場附属設備改良工事                6,589千円 

    ２ 構築物（2,178千円） 

     ・新潟工場駐車場整備等                2,178千円 

    ３ 機械及び装置（38,690千円） 

    ①新潟工場製造機械装置等改良工事            19,691千円 

    ②佐渡工場機械装置等新設                11,944千円 

    ４ 車両運搬具（4,386千円） 

     ・営業車両等増車                            4,386千円 

      ５ 工具・器具及び備品（21,394千円） 

     管理本部・生産本部新設関連                      21,320千円 

６ 新システム導入費用（5,128千円） 

  ・ソフトウエア                       5,128千円 

２【主要な設備の状況】 

 （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。 

  平成19年２月28日現在

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 

(新潟県新潟市) 

冷菓・アイスクリ

ーム製造設備 
240,915 171,376 

331,670 

(9,967) 
961 744,924 21 

豊栄工場・本部 

(新潟県新潟市) 
冷蔵保管設備 172,870 22,032 

14,402 

(18,970) 
30,933 240,239 41 

三条工場 

(新潟県三条市) 

和菓子製造設備 

冷蔵保管設備 
7,230 8,108 

36,675 

(6,398) 
1,146 53,306 11 

佐渡工場 

(新潟県佐渡市) 

氷、冷菓製造設備 

冷蔵保管設備 
31,007 21,447 

842 

(2,671) 
1,108 54,406 22 

東京支店 

(東京都中央区) 
販売設備 〔140.07〕 ― ― 303 303 8 

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 5,376 12,229 

その他設備 8 ５～９ 31,183 63,139 



３【設備の新設、除却等の計画】 

     当社の設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等に加え、品質管理上の点も踏まえ総合的に勘案して

   策定しております。 

   なお、当事業年度末現在における重要な設備の新設、改修計画は次のとおりであります。 

(1）重要な設備の新設 

 （注） 上記の金額に消費税等は含まれておりません。 

(2）重要な改修 

  （注） 上記の金額に消費税等は含まれておりません。 

   (3) 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 
投資予定額(千円) 

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 

 三条工場 

（新潟県三条市） 
和菓子製造工場 294,480 50,000 自己資金 

平成18年

10月 

平成19年

３月 
50％増加  

事業所名 
（所在地） 

設備の内容 
投資予定額(千円) 

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 

 佐渡工場 

（新潟県佐渡市） 

氷菓製造ライン・製

氷機・井水改修 
233,791 40,000 自己資金 

平成18年 

10月 

平成19年

３月 
30％増加  



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）【ライツプランの内容】 

      該当事項はありません。 

  

種類 発行可能株式総数（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19年２月28日） 

提出日現在 
発行数（株） 

（平成19年５月25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 4,320,810 
東京証券取引所 

市場第二部 
― 

計 4,320,810 4,320,810 ― ― 



(4）【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 

(5）【所有者別状況】 

 （注）１ 自己株式36,458株は、「個人その他」欄に36単元及び「単元未満株式の状況」欄に458株を含めて記載して

おります。 

  

(6）【大株主の状況】 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（株） 

発行済株式 
総数残高 
（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） 1,320,810 4,320,810 66,040 216,040 ― 22,686 

  平成19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） － 8 9 32 2 － 993 1,044 ― 

所有株式数 

（単元） 
－ 387 46 1,397 10 － 2,305 4,145 175,810

所有株式数の

割合（％） 
－ 8.97 1.11 32.47 0.23 － 57.22 100 ― 

  平成19年２月28日現在

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 188 4.35 

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 100 2.31 

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 97 2.25 

セイヒョー従業員持株会 新潟市島見町2434番地10 87 2.02 

計 ― 1,854 42.92 



(7）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「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458株含まれております。 

  

②【自己株式等】 

 （注）平成19年４月１日より新潟市は政令指定都市となったため、住所表示は新潟市北区島見町2434番地10となってお 

    ります。 

(8）【ストックオプション制度の内容】 

 該当事項はありません。 

  平成19年２月28日現在

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   36,000 
― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式 4,109,000 4,109 ― 

単元未満株式 普通株式    175,810 ― ― 

発行済株式総数 4,320,810 ― ― 

総株主の議決権 ― 4,109 ― 

  平成19年２月28日現在

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 36,000 ― 36,000 0.83 

計 ― 36,000 ― 36,000 0.83 



２【自己株式の取得等の状況】 

 【株式の種類等】 旧商法第221条第6項の規定に基づく単元未満株式の買取請求による普通株式の取得及び会社法

          第155条第7号に該当する普通株式の取得 

(1）【株主総会決議による取得の状況】 

   該当事項はありません。 

  

(2）【取締役会決議による取得の状況】 

   該当事項はありません。 

  

(3）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

 （注）当期間における取得自己株式には、平成19年４月21日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取 

    による株式は含まれておりません。 

  

(4）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

 （注）当期間における保有自己株式数には、平成19年4月21日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

    りによる株式は含まれておりません。 

区分 株式数（株） 価額の総額（円） 

当事業年度における取得自己株式 2,306 1,042,702 

当期間における取得自己株式 10 4,420 

区分 

当事業年度 当期間 

株式数（株）
処分価額の総額

（円） 
株式数（株） 

処分価額の総額
（円） 

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － － 

消却の処分を行った取得自己株式 － － － － 

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取

得自己株式 
－ － － － 

その他 

（単元未満株式の売渡請求による売渡） 
400 180,400 － － 

保有自己株式数 36,458 － 36,468 － 



３【配当政策】 

  当社は、利益配分につきましては、将来の事業拡大と企業体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定し

た配当を継続して実施していくことを基本方針としております。内部留保金につきましては、設備投資及び情報化投

資等に有効活用してまいります。 

 当社は、期末配当の年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。 

 この剰余金の配当の決定機関は株主総会であります。 

  当事業年度の期末配当は、１株当たり８円の配当を実施することを決定しました。 

この結果、配当金の総額は34,274千円となり、配当性向は97.3％となりました。 

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92期 第93期 第94期 第95期 第96期 

決算年月 平成15年２月 平成16年２月 平成17年２月 平成18年２月 平成19年２月 

最高（円） 400 382 466 768 705 

最低（円） 300 340 350 390 395 

月別 平成18年９月 平成18年10月 平成18年11月 平成18年12月 平成19年１月 平成19年２月 

最高（円） 430 422 420 445 415 448 

最低（円） 398 400 399 395 401 398 



５【役員の状況】 

 （注） １．取締役村山 栄一は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

     ２．監査役和田 晋弥は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

     ３．平成19年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間 

     ４．平成18年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間 

     ５．平成16年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 
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 
(注)

３  
17 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） 

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 

(注)

３  
14 

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 取締役佐渡工場長就任 

平成16年５月 取締役豊栄工場長兼佐渡工場長就任 

平成17年３月 取締役豊栄工場長就任 

平成18年５月 常務取締役就任 

平成18年10月 常務取締役（佐渡駐在）（現任） 

取締役 営業本部長 宮尾 公夫 昭和24年３月23日生 

昭和58年７月 当社入社 

(注)

３  
15 

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 

平成18年７月 取締役営業本部長（現任） 

取締役 管理本部長 佐藤 清 昭和24年６月11日生 

昭和47年４月 ㈱第四銀行入行 

 (注)

３ 
― 

平成16年２月 当社経理部長（出向） 

平成18年４月 当社経理部長 

平成18年５月 取締役総務部長兼経理部長就任 

平成18年７月 取締役管理本部長(現任) 

取締役 ― 村山 栄一 昭和42年３月31日生 

平成元年４月 株式会社北越銀行入行 

(注)

３  
10 

平成４年４月 大協リース株式会社入社 

平成４年４月 株式会社シンキョー取締役就任 

平成５年２月 大協リース株式会社取締役就任  

平成７年２月 同社 専務取締役就任 

平成10年４月 株式会社シンキョー専務取締役就任 

平成15年６月 大協リース株式会社代表取締役社長就

任（現任） 

平成17年４月 株式会社シンキョー代表取締役社長就

任（現任） 

平成19年５月 当社取締役就任 

監査役 

(常勤) 
― 藤田 忠雄 昭和18年７月５日生 

昭和37年６月 当社入社 

(注)

４  
25 

平成２年10月 経理部長代理 

平成５年７月 経理部長 

平成７年５月 取締役経理部長就任 

平成12年３月 取締役新潟工場長就任 

平成18年５月 常勤監査役就任（現任） 

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 

(注)

５  
― 

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(現任) 

平成14年５月 当社監査役就任（現任） 

計 81 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

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、取締役会、監査役等による経営の監督機能の充実に加え、適時適切な情報開示により、透明性の高い経営

  を目指します。これにより、株主を平等に取り扱い、議決権や利益の還元を尊重するとともに、株主をはじめとする

    ステークホルダーとの円滑な関係の構築を通じて、持続的な企業価値の向上を図ります。 

  (1）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 

     ① 会社の機関の基本説明 

      当社は、会社法上の監査役制度を採用しつつ、社内に内部監査を担当する内部監査室と、リスク管理委員会 

     及びコンプライアンス委員会を設置することにより、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図る組織体制を 

         とっております。 

           当社の取締役会は当事業年度は６名（うち１名は社外取締役）の取締役で構成されております。取締役会は 

         取締役会に付議される事項を含め、経営に関する重要な事項については、社内取締役で構成される常務会（平 

         成18年７月に新設）のほか、経営会議等において事前に十分な審議をすることを原則とすることにより、迅速 

         な意思決定と効率的な事業運営を図っております。 

      当社は監査役制度を採用しており、監査役２名のうち１名は会社法第２条第16号に定める社外監査役であり 

     ます。また、社内監査役である常勤監査役及び社外監査役は、定期的に開催される取締役会に出席して意見表 

     明をしております。常勤監査役は、取締役会のほかに開催される常務会に当事業年度は10回出席し意見表明を 

         しております。 

           このように、監査役は取締役会及び常務会に出席し、経営の妥当性や効率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まいります。 

       ② 会社の機関・内部統制の関係を図で表すと以下のとおりであります。 

       ③ 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

          当社の内部統制システムといたしましては、平成18年５月26日に開催されました第95回定時株主総会終結の 

     後、同日取締役会を開催し、会社法第362条第４項第6号に基づき、当社の「取締役の職務の執行が法令及び定 

         款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制の整備」 

     （以下、「内部統制システム」といいます。）に関する決定と、会社法施行規則第100条に定める内部統制シ 



     ステムの体制整備に必要とされる各条項に関する大綱を決議いたしました。 

          当社では、平成18年７月より組織体制の大幅な改編に取り組み、先ずは「内部監査室」、「コンプライアン 

     ス委員会」、「リスク管理委員会」「内部通報窓口」を新設いたしました。続いて、同月内に「監査体制検討 

     委員会」、「中央安全衛生委員会」を新設しております。なお、内部監査室については、後記の「④内部監査 

         及び監査役監査の状況」に記載のとおりでありますが、コンプライアンス委員会・リスク管理委員会・中央安 

         全衛生委員会も、取締役管理本部長が責任者を兼務しております。また、各委員会の構成員も、管理本部経理 

         課・総務課の要員３名が兼務いたしておりますが、中央安全衛生委員会につきましては、各製造工場及び営業 

         部、物流部の責任者５名が構成員となっております。現状は、各委員会規定及び活動要綱を検討している段階 

         であり、本格稼動は平成19年９月を目標としております。当社といたしましては、それらを補強・補完するべ 

         く「内部統制システムプロジェクトチーム」を平成19年８月に立ち上げる予定であります。これも、取締役管 

         理本部長を責任者として本部要員５名を加え、製造・営業・物流の各部門から各２名の６名、総勢12名を予定 

         いたしております。当該プロジェクトチームは、プロジェクト推進体制の構築、全社的な内部統制に関連する 

         リスクの識別と評価範囲の検討、業務プロセス分析の準備、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲の検討、 

         ＩＴ内部統制の現状把握と評価範囲の検討及び評価範囲の決定を行うこととしております。 

           コンプライアンス強化に向けた取り組みとして、セイヒョー倫理規定及びセイヒョー企業行動憲章を制定 

     し、役員及び従業員一同がその遵守を誓約するほか、内部通報制度として管理本部内に内部通報窓口（窓口は 

     取締役管理本部長）を設置しております。  

    ④ 内部監査及び監査役監査の状況 

      平成18年７月に新設した内部監査室は、社長直属の室として取締役管理本部長を室長とし、管理本部経理 

         課、総務課の要員３名の計４名で構成しております。業務内容としては、各拠点における業務処理が社内規 

         程・通達及び各種法令等に違反してないか等の監査を実施しております。当事業年度におきましては、製造部 

         ３工場（新潟工場・三条工場・佐渡工場）、営業部新潟支店（豊栄営業所・三条営業所・佐渡営業所）及び東 

         京支店、物流部豊栄工場に対してそれぞれ１回の監査を実施しました。 

           また、製造部３工場及び営業部各拠点に対しては、常勤監査役と連携して監査を実施しております。今後も 

         常勤監査役との連携を強化し、全拠点への監査を年２回程度実施できるよう環境を整える予定であります。さ 

         らには、常勤監査役１名と内部監査室要員４名で構成される「監査体制検討委員会」を平成19年６月より活動 

         を開始する予定であります。同委員会にて年間の監査計画・監査方針等を策定し、取締役会・常務会・監査法 

         人への内部監査実施報告を組織化し、情報提供の高度化を目指します。なお、内部監査に関する実施規程等 

         は、平成19年８月を目途に完成する予定であります。 

  

    (2）リスク管理体制の整備の状況 

    当社は、労働リスク・製造リスク管理強化に資するため、「中央安全衛生委員会」を設置して労働災害防止策の 

     検討及び製品事故予防策の検討を行うこととしておりますが、規程の策定及び活動要綱の検討段階であります。本 

     格的な活動開始は、「リスク管理委員会」を含め平成19年９月を目標としております。 

       一方、「食の安全・安心」への取り組みとして、当社が開発する商品の安全性確保に資するため、品質保証部を 

     設置して中央検査室を指揮しつつ、「ポジティブリスト制度への対応」、「平常時のリスクコミュニケーション」 

     等テーマを決め、十分議論するなかで会社施策への反映に務めております。 

       また、急速なＩＴ化の進展を踏まえ、不正アクセスや情報漏洩を未然に防止し、情報セキュリティを適切に維持 

     し強化するために、平成18年９月に情報システム課を設置し、情報セキュリティポリシーを制定するとともに、個 

   人情報の管理については個人情報保護方針を制定しております。  

  

(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 

 （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。 

氏名 人的関係 資本的関係 取引関係 その他の利害関係 

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 



(4）役員報酬の内容 

① 当社の取締役に対する報酬の内容 

社内取締役８名      （平成18年５月26日付けで退任した２名分を含む）  29,820千円 

社外取締役１名                              600千円   

②  当社の監査役に対する報酬の内容 

社内監査役１名                             6,858千円 

社外監査役１名                              600千円  

    ③ 平成19年５月25日開催の第96回定時株主総会の終結の時をもって退任する取締役への退職慰労金 

      取締役    ２名    20,400千円（うち社外取締役１名 2,400千円）  

③ 使用人兼務取締役に対する使用人給与相当額 

取締役5名（平成18年５月26日付で退任した２名、常務へ昇格１名分を含む） 19,100千円  

④ 上記のほか、平成18年５月26日開催の第95回定時株主総会決議に基づき、役員賞与及び役員退職慰労金を下 

  記のとおり支給しております。 

イ．役員賞与 

  社内取締役 ５名    3,700千円 

  社外監査役 １名     300千円 

ロ．役員退職慰労金 

  退任取締役 １名    3,382千円 

  退任監査役 １名    1,217千円 

(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 １名 

会計士補  ４名 

(6）監査報酬の内容 

当社の監査法人トーマツに対する報酬の内容は、次のとおりであります。 

 公認会計士法第２条（昭和23年法律第103号）第１項に規定する業務に基づく報酬 10,000千円 

 上記以外の業務に基づく報酬はありません。 

    (7) 取締役の定数 

        当社の取締役は６名以内とする旨定款に定めております。 

  

    (8) 株主総会の特別決議要件 

     当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主 

   の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めておりま 

   す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的

   とするものであります。 



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。 

 なお、前事業年度（平成17年３月１日から平成18年２月28日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業

年度（平成18年３月１日から平成19年２月28日まで）は、改正後の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、前事業年度（平成17年３月１日から平成18年２月28日まで）及

び当事業年度（平成18年３月１日から平成19年２月28日まで）の財務諸表について、監査法人トーマツにより監査を

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18年２月28日） 
当事業年度 

（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 

（％） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

現金及び預金  603,636 345,483 

受取手形  36,040 34,840 

売掛金  338,491 354,478 

製品商品  239,554 228,307 

原材料  47,302 53,393 

前払費用  1,914 1,789 

繰延税金資産  13,717 10,182 

その他  14,204 18,577 

貸倒引当金  △8,318 △5,546 

流動資産合計  1,286,543 50.7 1,041,506 40.7

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

建物  1,200,176 1,302,981   

減価償却累計額  △855,302 344,874 △867,801 435,180 

構築物  113,318 115,496   

減価償却累計額  △96,309 17,008 △98,653 16,843 

機械及び装置  1,058,843 1,035,159   

減価償却累計額  △821,626 237,216 △812,195 222,964 

車輌運搬具  2,971 7,357   

減価償却累計額  △2,768 202 △4,088 3,268 

工具・器具及び備品  49,337 69,828   

減価償却累計額  △25,527 23,810 △38,642 31,186 

土地  410,867 410,721 

建設仮勘定  ― 176,000 

有形固定資産合計  1,033,979 40.7 1,296,164 50.6

 



   
前事業年度 

（平成18年２月28日） 
当事業年度 

（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 

（％） 

２ 無形固定資産    

ソフトウェア  11,429 13,390 

電話加入権  1,361 1,361 

水道施設利用権  163 152 

その他  ― 124 

無形固定資産合計  12,954 0.5 15,027 0.6

３ 投資その他の資産    

投資有価証券  163,218 165,476 

出資金  1,143 1,143 

破産債権・更生債権  1,335 1,215 

長期前払費用  5,710 4,727 

繰延税金資産  28,753 30,248 

保証金  3,674 3,270 

その他  2,220 3,959 

貸倒引当金  △1,335 △1,215 

投資その他の資産合計  204,719 8.1 208,823 8.1

固定資産合計  1,251,654 49.3 1,520,017 59.3

資産合計  2,538,197 100.0 2,561,523 100.0 

     
 



   
前事業年度 

（平成18年２月28日） 
当事業年度 

（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 

（％） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

買掛金  229,098 266,038 

未払金  105,157 128,151 

未払費用  15,935 37,999 

未払法人税等  35,332 2,894 

未払消費税等  6,993 1,149 

預り金  11,666 9,490 

賞与引当金  23,284 23,203 

その他  2,894 2,986 

流動負債合計  430,362 17.0 471,914 18.4

Ⅱ 固定負債    

退職給付引当金  163,548 160,938 

役員退職慰労引当金  38,803 40,320 

預り保証金  11,800 11,208 

固定負債合計  214,151 8.4 212,467 8.3

負債合計  644,513 25.4 684,381 26.7

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※１ 216,040 8.5 － －

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  22,686 
－ 

  

２ その他資本剰余金    

自己株式処分差益  167 －   

資本剰余金合計  22,853 0.9 － －

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  37,500 －   

２ 任意積立金    

役員退職積立金  50,000 －   

圧縮記帳積立金  3,661 －   

別途積立金  1,400,000 －   

３ 当期未処分利益  109,884 －   

利益剰余金合計  1,601,046 63.1 － －

Ⅳ その他有価証券評価 
  差額金 

 68,613 2.7 － －

Ⅴ 自己株式 ※２ △14,870 △0.6 － －

資本合計  1,893,683 74.6 － －

負債・資本合計  2,538,197 100.0 － － 

     
 



   
前事業年度 

（平成18年２月28日） 
当事業年度 

（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 

（％） 

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  － － 216,040 8.4

２ 資本剰余金    

(1）資本準備金  － 22,686   

(2）その他資本剰余金  － 174   

資本剰余金合計  － － 22,860 0.9

３ 利益剰余金    

(1）利益準備金  － － 37,500   

(2）その他利益剰余金    

圧縮記帳積立金  － 1,426   

別途積立金  － 1,500,000   

繰越利益剰余金  － 50,486   

利益剰余金合計  － － 1,589,413 62.1

４ 自己株式  － － △15,739 △0.6

株主資本合計  － － 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 

 － － 64,567 2.5

評価・換算差額等合計  － － 64,567 2.5

純資産合計  － － 1,877,142 73.3

負債純資産合計  － － 2,561,523 100.0

     



②【損益計算書】 

   
前事業年度 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（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 

（％） 

Ⅰ 売上高  4,922,394 100.0 4,903,306 100.0 

Ⅱ 売上原価    

製品及び商品期首棚卸高  259,420 239,554   

当期商品仕入高  2,406,440 2,372,171   

当期製品製造原価  1,718,320 1,759,841   

合計  4,384,181 4,371,567   

他勘定振替高 ※１ 6,670 9,374   

製品及び商品期末棚卸高  239,554 4,137,956 84.1 228,307 4,133,885 84.3

売上総利益  784,437 15.9 769,421 15.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

運搬保管費  146,703 160,669   

販売手数料  41,890 57,947   

広告宣伝費  10,719 13,180   

役員報酬  16,330 37,978   

給料手当  230,509 242,797   

賞与引当金繰入額  13,486 12,550   

退職給付費用  9,112 11,190   

役員退職慰労引当金 
繰入額 

 3,673 6,116   

福利厚生費  46,392 45,987   

旅費交通費  5,543 8,884   

通信費  7,095 8,660   

賃借料  18,146 17,271   

租税公課  5,776 5,966   

交際費  2,580 2,944   

減価償却費  6,037 21,480   

雑費  63,302 627,300 12.7 74,162 727,786 14.8

営業利益  157,137 3.2 41,634 0.9

 



   
前事業年度 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（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 

（％） 

Ⅳ 営業外収益    

受取利息  39 99   

受取配当金  1,800 1,971   

不動産賃貸料  15,065 14,510   

受取手数料  2,914 5,776   

雑収入  7,551 27,371 0.5 14,479 36,838 0.7

Ⅴ 営業外費用    

支払利息  26 15   

不動産賃貸費用  2,393 2,194   

リース解約損  1,599 －   

雑支出  1,187 5,206 0.1 84 2,293 0.0

経常利益  179,302 3.6 76,179 1.6

Ⅵ 特別利益    

貸倒引当金戻入益  4,007 4,007 0.1 1,836 1,836 0.0

Ⅶ 特別損失    

固定資産除却損 ※２ 3,108 7,354   

固定資産除却費用  298 －   

固定資産売却損 ※３ 69 －   

減損損失 ※４ － 206   

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  2,847 41,454 0.8 － 7,560 0.2

税引前当期純利益  141,855 2.9 70,455 1.4

法人税、住民税及び 
事業税 

 78,722 30,439   

法人税等調整額  △20,810 57,912 1.2 4,786 35,225 0.7

当期純利益  83,943 1.7 35,229 0.7

前期繰越利益  25,941   

当期未処分利益  109,884   

     



製造原価明細書 

  

 （注） 

   
前事業年度 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（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） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費  906,255 52.8 930,293 52.9

Ⅱ 労務費  315,263 18.3 322,494 18.3

Ⅲ 経費 ※１ 496,801 28.9 507,053 28.8

当期総製造費用  1,718,320 100.0 1,759,841 100.0 

当期製品製造原価  1,718,320 1,759,841 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19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。 ※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 

外注費 168,036千円

減価償却費 81,806 

電力費 99,254 

賃借料 37,711 



③【株主資本等変動計算書】 

当事業年度（自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日） 

 （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。 

  

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 
  

利益剰余
金合計 

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 

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 
（注） 

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

役員賞与
（注） 

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

(前期)圧縮記
帳積立金の取
崩   
（注） 

－ － － － － △1,181 － － 1,181 － － －

 (当期）圧縮
記帳積立金の
取崩    

－ － － － － △1,053 － － 1,053 － － －

役員退職積立
金の取崩
（注） 

－ － － － － － △50,000 － 50,000 － － －

別途積立金の
積立 
（注） 

－ － － － － － － 100,000 △100,000 － － －

当期純利益 － － － － － － － － 35,229 35,229 － 35,229

自己株式の取
得  

－ － － － － － － － － － △1,042 △1,042

自己株式の処
分 

－ － 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） 

              

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 － 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。 

  

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
（注） 

－ － △42,862

役員賞与（注） － － △4,000

（前期）圧縮記
帳積立金の取崩
（注） 

－ － －

（当期）圧縮記
帳積立金の取崩 

－ － －

役員退職積立金
の取崩（注） 

－ － －

別途積立金の積
立（注） 

－ － －

当期純利益 － － 35,229

自己株式の取得 － － △1,042

自己株式の処分 － － 180

株主資本以外の
項目の事業年度
中の変動額（純
額） 

△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



④【キャッシュ・フロー計算書】 

  
前事業年度 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（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） 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 141,855 70,455 

減価償却費 90,895 104,307 

退職給付引当金の増加額（△減少額） 16,254 △2,609 

役員退職慰労引当金の増加額 38,803 1,517 

賞与引当金の増加額（△減少額） 958 △80 

貸倒引当金の減少額 △4,256 △2,891 

受取利息及び受取配当金 △1,839 △2,070 

支払利息 26 15 

固定資産除却損 3,108 7,354 

固定資産売却損 69 ― 

減損損失  ― 206 

投資有価証券評価損 2,847 ― 

売上債権の減少額（△増加額） 25,239 △14,666 

棚卸資産の減少額 16,167 5,154 

その他流動資産の減少額（△増加額） △4,238 6,076 

仕入債務の増加額（△減少額） △32,045 36,939 

未払金の増加額（△減少額） 2,152 △14,332 

未払費用の増加額 745 22,063 

未払消費税等の減少額 △9,117 △5,843 

その他流動負債の増加額（△減少額） 5,590 △2,214 

預り保証金の減少額 △750 △591 

役員賞与の支払額 △3,000 △4,000 

その他 △5,276 △694 

小計 284,191 204,094 

利息及び配当金の受取額 1,839 2,070 

利息の支払額 △26 △15 

法人税等の支払額 △114,566 △72,858 

営業活動によるキャッシュ・フロー 171,437 133,291 

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 △18,155 △323,557 

無形固定資産の取得による支出 △625 △14,220 

投資有価証券の取得による支出 △869 △10,550 

投資有価証券の売却による収入 ― 1,500 

その他 243 △1,022 

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,405 △347,849 

 



  
前事業年度 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（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） 金額（千円） 

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 △7,433 △1,042 

自己株式の売却による収入 579 180 

配当金の支払額 △34,295 △42,731 

財務活動によるキャッシュ・フロー △41,149 △43,594 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額） 110,882 △258,152 

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高 492,754 603,636 

Ⅵ 現金及び現金同等物期末残高 603,636 345,483 

       



⑤【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18年5月26日） 

区分 金額（千円） 

（当期未処分利益の処分）   

Ⅰ 当期未処分利益   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 1,181 51,181 

合計   161,066 

Ⅲ 利益処分額   

配当金 42,862 

役員賞与金 4,000 

（うち監査役賞与金） (300) 

任意積立金   

別途積立金 100,000 146,862 

Ⅳ 次期繰越利益   14,204 

    



重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19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 

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 

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。 

有形固定資産 

同左 

  建物    ８年～24年 

機械装置  ６年～15年 

  

  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17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19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。 

(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 



会計処理方法の変更 

前事業年度 

（自平成17年３月１日  

    至平成18年２月28日） 

当事業年度 

（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。これにより税引前当期純利益は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。 

――――――  （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。 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
（平成18年２月28日） 

当事業年度 
（平成19年２月28日） 

※１ 授権株式数及び発行済株式総数 ※１        ――――― 

    

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34,552

株であります。 

※２        ――――― 

  

 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。 

 ３        ――――― 

  

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19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。 ※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 販売費及び一般管理費への振替高 9,374千円

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※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 

建物 1,216千円

機械及び装置 6,074 

工具・器具及び備品 58 

ソフトウェア 5 

計 7,354 

※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

※３        ―――――     

※４ 減損損失の内訳は次のとおりであります。 

建物 60千円

土地 145 

計 206 

※４         ―――――     

   



（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自 平成18年３月１日 至 平成19年２月28日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注)  1.普通株式の自己株式の株式数の増加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。 

    2.普通株式の自己株式の株式数の減少400株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません  

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

（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 

  
前事業年度末株
式数（株） 

当事業年度増加
株式数（株） 

当事業年度減少
株式数（株） 

当事業年度末株
式数（株） 

発行済株式         

普通株式 4,320,810 ― ― 4,320,810 

合計 4,320,810 ― ― 4,320,810 

自己株式         

普通株式 （注）1,2 34,552 2,306 400 36,458 

合計 34,552 2,306 400 36,458 

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 

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 



（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
 (自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（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 

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） （平成19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 

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 



（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（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 

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） 

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 

  

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 
223,998 2,250 20,650 246,898 

減価償却 

累計額 

相当額 

168,030 1,812 9,263 179,106 

期末残高 

相当額 
55,967 437 11,386 67,791 

② 未経過リース料期末残高相当額 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 32,522千円

１年超 75,368 

計 107,891 

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 

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 

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 

  

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。 

（当事業年度）（平成19年２月28日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 当事業年度に売却したその他有価証券（自平成18年３月１日 至平成19年２月28日） 

３ 時価評価されていない主な有価証券 

（デリバティブ取引関係） 

前事業年度（自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日）及び当事業年度（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 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 

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 47,864 156,253 108,388 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

1,500 ― ― 

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 



（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18年２月28日） 
当事業年度 

（平成19年２月28日） 

(1）退職給付債務 △163,548千円 △160,938千円 

(2）退職給付引当金 △163,548千円 △160,938千円 

区分 
前事業年度 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

退職給付費用     

勤務費用 20,567千円 18,890千円 



（ストック・オプション等関係） 

当社は、当該制度を有しておりません。 

（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 

 
前事業年度 

（平成18年２月28日） 
当事業年度 

（平成19年２月28日） 

繰延税金資産       

少額資産損金算入限度超過額 567千円   152千円 

貸倒引当金 606   ― 

賞与引当金 9,413   9,381 

退職給付引当金損金算入限度超過額 62,846   65,067 

役員退職慰労引当金 15,688   16,301 

未払事業税 2,762   ― 

投資有価証券評価損 1,151   1,151 

ゴルフ会員権評価損 242   242 

未払社会保険料 1,059   1,055 

繰延税金資産小計 94,338   93,352 

評価性引当額 △1,393   △5,212 

繰延税金資産合計 92,944   88,139 

繰延税金負債       

その他有価証券評価差額金 △46,567   △43,821 

圧縮記帳積立金 △3,905   △3,480 

未収事業税 ―   △407 

繰延税金負債計 △50,473   △47,708 

繰延税金資産の純額 42,471   40,430 

 
前事業年度 

（平成18年２月28日） 
当事業年度 

（平成19年２月28日） 

法定実効税率 40.4％   40.4% 

（調整）       

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.7   1.6 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.2   △0.5 

住民税均等割額 0.8   2.2 

税額控除 △1.9   0.0 

法人税等追徴税額 1.1   1.8 

評価性引当額 ―   5.4 

その他 △0.1   △1.0 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 40.8   49.9 



（持分法損益等） 

 該当事項はありません。 



【関連当事者との取引】 

前事業年度（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 



当事業年度（自 平成18年３月１日 至 平成19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 ㈱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 

商品の購

入及び家

電購入 

商品販売 33 ― ― 

家電購入 79 ― ― 

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 

 リース料の

支払 
45,513  ― ― 

㈱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 1,358 未払金 12 



（１株当たり情報） 

  

 （注） 算定上の基礎 

      １  １株当たり純資産額 

     ２  １株当たり当期純利益 

（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17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（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 440.87円

１株当たり当期純利益 18.62円

１株当たり純資産額 438.14円

１株当たり当期純利益 8.22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。 

同左 

  
前事業年度 

（平成18年２月28日） 
当事業年度 

（自 平成19年２月28日） 

純資産の部の合計額（千円） － 1,877,142 

普通株主に係る純資産額（千円） － 1,877,142 

普通株式の発行済株式数（千株） － 4,320 

普通株式の自己株式数（千株） － 36 

 一株当たり純資産の算定に用いられた普通

株式の数（千株） 
－ 4,284 

  
前事業年度 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

当事業年度 
（自 平成18年３月１日 
至 平成19年２月28日） 

当期純利益（千円） 83,943 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） 

4,000 

(4,000) 

－ 

( － ) 

普通株式に係る当期純利益（千円） 79,943 35,229 

普通株式の期中平均株式数（千株） 4,292 4,285 



⑥【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

【有形固定資産等明細表】 

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 212,000 107,908 

明治乳業㈱ 28,336 28,988 

㈱関西スーパーマーケット 13,814 11,327 

㈱日興コーディアルグループ 7,000 8,029 

㈱佐渡能楽の里 500 5,000 

新潟県水産物㈱ 6,000 3,000 

㈱岩崎 40 1,000 

丸福証券㈱ 4,480 194 

㈱柏崎製氷コバジ 57,930 28 

計 330,101 165,476 

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 1,200,176 127,195 
24,391 

          (60)
1,302,981 867,801 35,612 435,180 

構築物 113,318 2,178 － 115,496 98,653 2,343 16,843 

機械及び装置 1,058,843 38,690 62,374 1,035,159 812,195 46,869 222,964 

車輌運搬具 2,971 4,386 － 7,357 4,088 1,320 3,268 

工具・器具及び備品 49,337 21,394 903 69,828 38,642 13,960 31,186 

土地 410,867 － 
145 

 (145)
410,721 － － 410,721 

建設仮勘定 － 176,000 － 176,000 － － 176,000 

有形固定資産計 2,835,514 369,845 
87,815 

 (206)
3,117,545 1,821,380 100,105 1,296,164 

無形固定資産               

ソフトウェア － － － 20,393 7,003 3,162 13,390 

電話加入権 － － － 1,361 － － 1,361 

水道施設利用権 － － － 163 11 11 152 

  その他 － － － 131 6 6 124 

無形固定資産計 － － － 22,048 7,020 3,180 15,027 

長期前払費用 6,578 43 － 6,621 1,894 1,026 4,727 



 （注）１ 当期増加額及び減少額のうち主なものは、次のとおりであります。 

     ２  建設仮勘定（176,000千円）の内訳は、次のとおりであります。 

      ①建物建設仮勘定（三条工場） 50,000千円 

      ②機械装置仮勘定 

       佐渡工場角氷製氷装置    84,000千円 

       佐渡工場バイターライン   42,000千円 

  

３ 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。 

４ 「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。 

建物 
増加額（千円） 新潟工場 72,579 豊栄工場 41,093

減少額（千円） 三条工場 13,944 佐渡工場 6,008

機械及び装置 
増加額（千円） 新潟工場 19,691 佐渡工場 11,944

減少額（千円） 佐渡工場 46,522 三条工場 13,946

           



【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。 

【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 
（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 9,653 2,352 1,054 4,188 6,761 

賞与引当金 23,284 23,203 23,284   23,203 

役員退職慰労引当金 38,803 6,116 4,599 － 40,320 



(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 

３）売掛金 

(イ）相手先別内訳 

区分 金額（千円） 

現金 5,650 

預金   

当座預金 250,301 

普通預金 89,532 

計 339,833 

合計 345,483 

相手先 金額（千円） 

㈱新栄物産 22,439 

タカノ食品㈱ 8,421 

協同乳業㈱ 1,139 

小木観光㈱ 404 

フタバ食品㈱ 341 

その他 2,094 

合計 34,840 

期日別 金額（千円） 

平成19年３月 20,300 

  〃  ４月 14,539 

合計 34,840 

相手先 金額（千円） 

明治乳業㈱ 62,476 

東京明販㈱ 20,948 

カセイ食品㈱ 20,623 

タカノ食品㈱ 12,748 

㈱新栄物産 10,109 

その他 227,571 

合計 354,478 



(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 

前期繰越高 
（千円） 

当期発生高 
（千円） 

当期回収高 
（千円） 

次期繰越高 
（千円） 

回収率（％） 滞留期間（日） 

(A) (B) (C) (D) 
(C) 

───── 
(A) ＋ (B) 

× 100 
｛(A) ＋ (D)｝÷ ２ 
───────── 

(B) 
× 365日

338,491 5,146,668 5,130,681 354,478 93.5 24.57 

区分 金額（千円） 

製氷部門 797 

飲料部門 196 

アイスクリーム部門 54,944 

和菓子部門 136,055 

冷凍食品部門 36,313 

合計 228,307 



(ロ）原材料 

② 流動負債 

１） 買掛金 

区分 金額（千円） 

製氷部門 1,211 

アイスクリーム部門 31,807 

和菓子部門 20,374 

合計 53,393 

相手先 金額（千円） 

明治乳業㈱ 46,373 

東京明販㈱ 26,108 

㈱東食 19,127 

㈱大冷 12,672 

たいまつ食品㈱ 10,817 

その他 150,938 

合計 266,038 



２） 未払金 

③ 固定負債 

１） 退職給付引当金 

(3）【その他】 

 該当事項はありません。 

相手先 金額（千円） 

渡辺建設㈱ 64,050 

前川中部システムサービス㈱ 10,008 

㈱イズミフードマシナリ 8,400 

新潟冷凍運輸㈱ 6,834 

東京明販㈱ 1,831 

その他 37,028 

合計 128,151 

区分 金額（千円） 

退職給付債務 160,938 

    

合計 160,938 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

事業年度 ３月１日から２月末日まで 

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 

剰余金の配当の基準日 ２月末日 

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 

株券登録料 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、及び８月15日から８月31日まで 

公告掲載方法 日本経済新聞に掲載して行う。 

株主に対する特典 該当事項はありません。 



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 

及びその添付書類 
  

事業年度 

（第95期） 
  

自 平成17年３月１日

至 平成18年２月28日
  

平成18年５月26日 

関東財務局長に提出 

(2）半期報告書   （第96期中）   
自 平成18年３月１日

至 平成18年８月31日
  

平成18年11月17日 

関東財務局長に提出 

(3）有価証券報告書の 

  訂正報告書 
  

上記(1)有価証券報

告書の訂正報告書  
  

自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日 
  

平成19年３月30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18年5月26日

株 式 会 社 セ イ ヒ ョ ー    

  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 ㊞

 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

 ※ 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19年5月25日

株 式 会 社 セ イ ヒ ョ ー    

  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 ㊞

 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18年３月１日から平成19年２月28日までの第96期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー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19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

 ※ 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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