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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】

回次 第93期 第94期 第95期 第96期 第97期

決算年月 平成16年２月 平成17年２月 平成18年２月 平成19年２月 平成20年２月

売上高 (千円) 4,632,687 5,134,501 4,922,394 4,903,306 4,914,134

経常利益 (千円) 106,426 223,724 179,302 76,179 30,283

当期純利益 (千円) 29,639 120,896 83,943 35,229 14,915

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) 1,738,415 1,833,107 1,893,683 1,877,142 1,828,632

総資産額 (千円) 2,339,863 2,441,511 2,538,197 2,561,523 2,813,428

１株当たり純資産額 (円) 404.11 425.73 440.87 438.14 427.71

１株当たり配当額

(内１株当たり中間配当額)
(円)

8.00

(―)

8.00

(―)

10.00

(―)

8.00

(―)

8.00

(―)

１株当たり当期純利益 (円) 6.88 27.41 18.62 8.22 3.49

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 74.3 75.1 74.6 73.3 65.0

自己資本利益率 (％) 1.7 6.7 4.5 1.9 0.8

株価収益率 (倍) 53.7 14.8 25.7 54.5 97.1

配当性向 (％) 116.2 29.1 53.7 97.3 229.2

営業活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 108,876 367,861 171,437 133,291 △9,094

投資活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △38,382 △17,138 △19,405 △347,849 △518,608

財務活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △36,885 △35,653 △41,149 △43,594 375,912

現金及び現金同等物の

期末残高
(千円) 177,684 492,754 603,636 345,483 193,693

従業員数

(外、平均臨時雇用者数)
（人）

88

(53)

85

(55)

90

(51)

103

(82)

108

(91)

　（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。
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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

平成19年３月 三条工場に和菓子製造専門工場増設

平成19年３月 佐渡工場の氷菓及び製氷製造設備入替
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３【事業の内容】

　当社は、親子会社及び関連会社を有しない、単独事業体であります。　

　また、当社は、有価証券報告書提出日の最近日である平成20年４月１日付けにて組織変更を実施いたしております。

その内容は以下のとおりであります。

　当事業年度末においては、生産本部、営業本部、管理本部の三本部制を敷いておりましたが、経営効率化を目指すた

め、生産本部、営業本部の二本部、管理本部を廃止して管理部及び物流部の二部とする、二本部二部制を敷いておりま

す。

　生産本部は、新潟工場、三条工場、佐渡工場の三工場により構成されております。各工場は冷凍倉庫を設備しており、

新潟工場以外は冷凍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。

  営業本部は、新潟支店、東京支店、佐渡営業所により構成されております。各支店及び営業所は、自社製造品の販売及

び他の会社から仕入した商品を販売いたしております。

　物流部は、豊栄工場（製造を行わない物流基地であります。）の冷凍倉庫による冷凍保管業務を主軸に、三条工場及

び佐渡工場の冷凍倉庫保管業務を統轄しており、寄託保管料等の売上を計上しております。

　管理部は、全拠点の財務会計・人事・給与等の一元管理を行っております。

　生産本部の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、冷凍果実

　③佐渡工場・・・氷、冷菓、和菓子

[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。

EDINET提出書類

株式会社　セイヒョー(E00447)

有価証券報告書

 4/65



５【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

　 平成20年２月29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）

108（91） 41.0 12.2 3,924,425

　（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（57名）、顧問契約社員（３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。

 　　　

(2）労働組合の状況

　当社の労働組合は、平成20年２月29日現在組合員は77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。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

　当事業年度におけるわが国経済は、家計部門の低迷が続く中、新興国・資源国向け輸出が好調に推移し、大企業を中

心とした前向きな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、2007年夏ごろから米サブプライム

ローン問題や原油など一次産品価格の高騰、また建築基準法改正による建築着工の大幅な減少等、マイナス要因が台

頭し景気の下振れ圧力が強まりました。また、個人消費は雇用者賃金の伸び悩みに加え、ガソリンや食品など、生活必

需品の相次ぐ値上げに対する家計支出の抑制もあり、総じて弱めの動きとなりました。

　新潟県内においては、春先の天候不順に続き、平成19年７月16日の新潟県中越沖地震の発生により、取引先をはじめ

多大な被害が生じました。さらに、梅雨明けが遅れたことなども県内経済に大きな打撃をあたえました。

　このような状況下にあって、当社ではアイスクリーム部門に９種類の新製品を投入いたしましたが、開発に時間を要

したため当初計画より1ヶ月程度スタートが遅れてしまいました。しかし、前述のとおり、梅雨明けの遅れや地震の影

響が大きく、また県内全域が、原子力発電所の放射能漏れ事故による風評被害にさらされ、観光客や海水浴客等が激減

した結果、営業活動における大きな支障となりました。

①売上高の概況

　先に述べましたように、春先の天候不順の影響により第１四半期の売上高は1,171百万円（前年同期比△94百万円）、

当中間会計期間売上高2,836百万円（前中間会計期間比△60百万円）となりました。第３四半期単独の売上高は、９月

の残暑効果もあり1,130百万円（前年同期比101百万円増）となりました。第３四半期累計の売上高は、3,966百万円

（前年同期比41百万円増）となりましたが、冷凍食品の農薬混入事件の影響等により、第４四半期単独の売上高は947

百万円（前年同期比△30百万円）となりました。

　結果、当事業年度の売上高は4,914百万円（前事業年度売上高4,903百万円）となり、前年同期比0.2％増の横ばいとな

りました。

②部門別売上高の概況

　平成19年11月16日提出の半期報告書にて公表いたしましたように、領域を拡大する計画であることから「冷凍果実

部門」を新設すること及び「冷凍冷蔵部門」を除く各部門が他部門の製品・商品の売上を計上してきたことから、各

部門本来の取扱製品・商品の売上高を集計することに変更いたしております。従いまして、該当部門の対前年同期比

増減額・率等は記載いたしておりません。

・製氷部門―当事業年度売上高98百万円（参考　前事業年度売上高43百万円）

　「角氷」は、７月から８月にかけて、新潟県中越沖地震被災地避難所の冷房用で10百万円の需要もあったことから　

　当事業年度の売上高は55百万円（前年同期比11百万円増）となりました。

　「加工氷」（商品名：クリーンアイス）の売上高は43百万円となりました。当該売上高は、前事業年度までアイス

　クリーム部門に計上しておりましたが、当事業年度より製氷部門に変更いたしております。

・飲料部門―当事業年度売上高93百万円（参考　前事業年度売上高66百万円）

　前事業年度は、佐渡営業所を除き、東京支店、新潟支店において取り扱った飲料商品を、それぞれ冷凍食品部門、

　アイスクリーム部門に計上しておりましたが、当事業年度より、取扱商品を正確に把握するため変更いたしており

　ます。

・冷凍冷蔵部門―当事業年度売上高326百万円（前年同期比28百万円増、9.7％増）

　保管業務の売上は、冷蔵倉庫を冷凍倉庫に切り替えた効果もあり前年同期比3.9％増の191百万円となりました。

　共同配送に係る運賃収入は、前年同期比18.9％増の135百万円となりましたが、増加要因としては、ＯＥＭ受注量

　増加によるものと、流通形態の変更により入出庫手数料が運賃収入に切り替わったこと等によるものです。

・アイスクリーム部門―当事業年度売上高2,133百万円（参考　前事業年度売上高2,261百万円）

　当事業年度のOEMの売上高は1,165百万円（前事業年度売上高1,051百万円）と前年同期比114百万円（10.8％）増加

　いたしました。一般営業の売上高において、当社セイヒョーブランドの売上高は新製品の投入により前年同期比

　110.6％（当事業年度売上高269百万円、前事業年度売上高243百万円）と伸びたものの、仕入品販売との合算とし

　ましては、天候不順及び新潟県中越沖地震等の影響による販売不振により967百万円、部門売上高は2,133百万円と

　なりました。

・和菓子部門―当事業年度売上高456百万円

（参考　前事業年度売上高178百万円、ただし冷凍食品部門に109百万円混在）

　当事業年度の自社製造品の売上高は368百万円、仕入販売品売上高は87百万円となり、部門売上高は456百万円とな

　りました。当事業年度より、他部門で売上計上してきたものを当部門に計上することに変更しております。
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・冷凍果実部門―当事業年度売上高57百万円

　平成19年11月16日提出の半期報告書において、従来の「冷凍みかん」に限らず、他果実を取り入れ領域を拡大する

　計画である、といたしましたが、候補となる果実の選定が進まず、当事業年度は「冷凍みかん」一品の売上となり

　ました。

・冷凍食品部門―当事業年度売上高1,748百万円

（参考　前事業年度売上高2,055百万円、ただし和菓子部門売上109百万円含む）

　当事業年度の売上高は1,748百万円となりましたが、従来当該部門に売上計上してまいりました飲料、冷凍果実等

　の売上を除外いたしております。

③利益の概況

・営業利益―当事業年度営業利益23百万円（前事業年度営業利益41百万円　42.5％減）

　当事業年度の営業利益は、前年同期比17百万円減少いたしましたが、その主な要因は以下のとおりであります。

　イ．当事業年度の設備投資額633百万円（前年同期比434百万円増）により減価償却費が前年同期比65百万円増加

　　　いたしました。

　ロ．パート従業員の時給改善や時間外手当等の増加による総人件費が前年同期比42百万円増加いたしました。

　ハ．基幹システム導入(平成19年9月)に伴うリース契約等により、賃借料が前年同期比8百万円増加いたしました。

　ニ．原油高騰により、運搬費11百万円、電力・動力・水道光熱費等が11百万円、それぞれ前年同期比増加いたしま

　　　した。

・経常利益―当事業年度経常利益30百万円（前事業年度経常利益76百万円　60.2％減）

　当事業年度の経常利益は前年同期比45百万円減少いたしました。その主な要因は、営業利益が前年同期比17百万円

  減少したこと及びその他の主な要因は以下のとおりであります。

　イ．当事業年度の営業外収益は25百万円（前事業年度営業外収益36百万円）となり、前年同期比11百万円減少いた

　　　しました。その主な要因は、当事業年度雑収入4百万円に対し前事業年度雑収入14百万円と９百万円減少しま

　　　したが、前事業年度の雑収入には固定資産税還付金６百万円が含まれております。

　ロ．当事業年度の営業外費用は18百万円（前事業年度営業外費用２百万円）と前年同期比16百万円増加いたしまし

　　　た。その主な要因は、設備投資資金として調達しました長期借入金460百万円の支払利息等14百万円でありま

　　　す。

・特別損益―当事業年度特別利益11百万円　当事業年度特別損失14百万円

　当事業年度特別利益の主なものは、投資有価証券売却益の10百万円であります。

　当事業年度特別損失の主なものは、設備投資に係る固定資産除却損３百万円、固定資産除却費用６百万円、投資有

　価証券評価損５百万円であります。

・当期純利益―当期純利益14百万円（前期純利益35百万円　前年同期比57.7％減）

　上記の要因を反映して、当期純利益は前年同期比20百万円減の14百万円となりました。

(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、長期借入金の増加額460百万円、減価償却費

169百万円等により増加した一方、自社製造品の品質強化のための建物及び生産設備老朽化に伴う設備更新等の有形

固定資産の取得529百万円、たな卸資産の増加額153百万円、長期借入金の返済46百万円等により、前事業年度末に比べ

151百万円減少し、193百万円となりました。

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）

　営業活動において使用した資金は９百万円（前年同期は133百万円の獲得）となりました。これは主として、税引前

当期純利益26百万円、減価償却費169百万円、仕入債務の減少額17百万円、たな卸資産の増加額153百万円等によるもの

であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、518百万円（前年同期比170百万円増）となりました。これは主として、品質強化及

び設備更新における有形固定資産取得による支出529百万円及び投資有価証券売却による収入14百万円等によるもの

であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果、得られた資金は375百万円（前年同期は43百万円の使用）となりました。これは主として、長期借入

れによる収入460百万円、長期借入の返済による支出46百万円、配当金の支払額34百万円等によるものであります。
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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。

事業部門別

当事業年度
（自　平成19年３月１日
    至　平成20年２月29日）

金額（千円）

前年同期比（％）

製氷部門 45,038 ―

冷凍冷蔵部門 311,384 ―

アイスクリーム部門 1,307,446 ―

和菓子部門 365,273 ―

合計 2,029,142 ―

　（注）１　前事業年度は販売価格により集計しておりますが、当事業年度より原価計算システム導入に伴い集計方法を変

更し、製造原価にて記載しておりますので、前年同期比は記載しておりません。

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。

事業部門別

当事業年度
（自　平成19年３月１日
    至　平成20年２月29日）

金額（千円）

前年同期比（％）

製氷部門 14,764 ―

飲料部門 83,568 ―

アイスクリーム部門 516,297 ―

和菓子部門 69,597 ―

冷凍食品部門 1,575,692 ―

合計 2,259,921 95.2

　（注）１　当中間会計期間より当該部門本来の取り扱い商品の仕入実績を集計することに変更いたしておりますので、各

部門における前年同期比は記載しておりません。

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。
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(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。

事業部門別

当事業年度
（自　平成19年３月１日
    至　平成20年２月29日）

金額（千円）

前年同期比（％）

製氷部門 98,905 ―

飲料部門 93,490 ―

冷凍冷蔵部門 326,188 109.7

アイスクリーム部門 2,133,496 ―

和菓子部門 456,036 ―

冷凍果実部門 57,292 ―

冷凍食品部門 1,748,726 ―

合計 4,914,134 100.2

　（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135,132千円が含まれております。

３　当事業年度より冷凍冷蔵部門を除き、売上高の集計方法を変更しておりますので前年同期比（％）は記載し

ておりません。

４　最近２事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであ

ります。

相手先
前事業年度 当事業年度

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

明治乳業株式会社 1,078,026 22.0 1,193,163 24.3
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３【対処すべき課題】

（１）現状の認識について 

　今後の見通しとしましては、米国経済の景気後退やサブプライムローン問題の世界経済への波及による景気への先

行き不安に加え、原油相場に実需を伴わない投機マネーが大量に流入するなど、今後の原油相場の高騰が収まる気配

を見出せません。当社は、製造販売のみならず、仕入販売も業としておりますが、原材料の高騰及び仕入価格の上昇等、

今後の業績に大きく影響を及ぼす要因となっております。また、保管倉庫業も業としており、原油高による輸送費上昇

も業績に与える影響が大であります。

　このような状況の中で、製造原価上昇分の製品販売価格への転嫁、仕入価格の上昇分の販売価格の転嫁は未だできて

おりません。

　今後は、生産性・効率性の向上及び高付加価値製品の開発等を推進し、コンプライアンスに適合した安心・安全な製

品を提供しお客様の信頼性を高めてまいります。これにより、企業価値及び企業品質の一層の向上に全社を挙げて注

力してまいる所存であります。

（２）当面の対処すべき課題の内容

　当面の対処すべき課題は以下のとおりです。

　①食生活の安定・安全・安心に貢献できる体制の強化

　②高付加価値製品の企画・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

（３）対処方針

　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。

（４）具体的な取組状況等

　ア．高付加価値製品の企画・開発

　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ておりましたが、平成20年4月

に管理本部を廃止し、管理部と物流部の二部に改編し、生産本部・営業本部の二本部及び二部制に組織変更を実施し

ております。また、生産本部に置いた「開発室」を廃止し、社長直轄の「製品企画開発委員会」を設置しました。委員

会メンバーは全社横断的に招集し、機動的な活動を展開しつつ、高付加価値商品の企画・開発に取り組んでまいりま

す。

　また、企画・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」を継続のテーマとし、さらには、

「氷を作って90年」余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。

　イ．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」を目指すため、県外各地の展示会に参加してセイヒョーブラン

ドの浸透を図っております。

（５）会社の支配に関する基本方針について

  ア．基本方針の内容

　近年わが国においても、企業の成長戦略として企業買収や事業買収という手法が多用されておりますが、当社といた

しましても、市場原理に基づく当該手法が企業の成長にとって重要なものであると認識しております。　

　しかし、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、株主に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。

  しかしながら、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、最終的に

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」を導入する考えはございません。

  ただし、株主の皆様が「買収防衛策」の導入を推奨される場合は、当社取締役会において検討させていただき、定時

株主総会または臨時株主総会に付議いたします。
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イ．当社の重要課題への取組状況

　当社取締役会は、当社の財産を有効に活用し、その中で生産性、収益性、効率性の向上に努め、当社の成長性を追求す

ることを第一義と捉え、実現に向けて全社を挙げて取り組んでおります。
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４【事業等のリスク】

  有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項には、以下のようなものがあります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

(1）原材料の調達

　当社の原材料の仕入先は国内の取引先に限定されておりますが、その仕入品は海外産のものが含まれております。

特に、中国産の原材料につきましては、冷凍餃子農薬混入事件をピークに、国内産原材料に切り替える動向が強まる

なかで、国内産には限りがあることから原材料の調達が至難となる可能性があります。また、価格の高騰も予測され

ます。

(2）原油価格の市況動向

　製品等の運搬費は、原油価格の動向に左右されるため、その変動が当社のコストに大きな影響をあたえます。さら

には、石油製品の資材・包材等の価格にも大きく影響を与え、当社コストが増加する恐れがあり、業績に影響を及ぼ

す可能性があります。

(3）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。　

(4）流通の変化と競合

　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、販売機会の喪失

や販売価格に影響を受ける可能性があります。

 　（5）災害や事故

　当社は、人為的操業事故や災害を未然に防止するため、中央安全衛生委員会を機軸として安全対策の徹底を図って

おりますが、地震や台風などの自然災害が発生した場合は操業を停止する等の緊急措置を取る可能性があり、生産

活動及び販売活動に影響を及ぼす可能性があります。

 　（6）資産価値の変動

  当社が保有している固定資産や有価証券等について、経済状況等の影響から資産価値が低下した場合は、評価損

が発生するなど、当社の業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

 　（7）情報の管理

  社内情報システムのセキュリティー強化のため、ウイルス対策等の対応に努めておりますが、地震や台風などの

自然災害等に起因して情報システムに障害が発生する可能性があります。この場合、業務が停止するなど生産及び

販売活動に支障をきたす恐れがあります。

 　（8）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は、当社のインフラが未充足であると評価される可能性を否

定できず、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、冷凍果実等の分野において、既存製品の改良及び品質向上

・維持管理を研究するほか、平成20年４月に組織いたしました「製品企画開発委員会」が中心的に活動を行うことと

しております。また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まいります。

　当事業年度につきましては、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い

ました。開発スタッフは９名（内、２名専任、７名兼任）であり、正社員の8.3％に当たります。

　成果といたしましては、アイスクリーム類９品、和菓子類２品の11種類の新製品を当事業年度に投入できたこと及び

研究開発の過程において、次の商品名（３点）並びにキャラクター（１点）を特許庁に「商標登録」いたしておりま

す。
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（１）アイスクリーム部門

　　①開港記念アイスクリン（登録第5073686号）

　　②うらしま亀太郎　　　（登録第5076879号）

　　③３太郎　　　　　　　（登録第5069093号）

（２）和菓子部門

　　①笹だんごキャラクター（登録第5069094号）

　　（注）上記キャラクターは、弊社ホームページhttp://www.seihyo.co.jp/からご覧いただくことができます。
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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ます。

この財務諸表の作成に当たりまして、重要となる会計方針については、「第５　経理の状況　２　財務諸表等　重要な

会計方針」に記載のとおりであります。

(2）当事業年度の経営成績の分析

　当事業年度における売上高は、4,914百万円（前年同期比10百万円増）となりました。当社の経営基盤である新潟県

内における事業環境としましては、第１四半期の天候不順、第２四半期に発生した新潟県中越沖地震及び原子力発

電所の放射能漏れ事故、梅雨明けの遅れ等があり、当中間会計期間売上高は2,836百万円（前中間会計期間比60百万

円減）となりました。第３四半期は、９月の残暑効果を受けて第３四半期単独の売上高は1,130百万円（前年同期比

101百万円増）、第３四半期累計売上高は3,966百万円（前年同期比41百万円増）と一旦は上向きに転じました。しか

し、第４四半期に冷凍食品の農薬混入事件を受け、第４四半期単独の売上高は947百万円（前年同期比30百万円減）

と冷凍食品部門を中心として売上は不振となりました。

  当社は、食品メーカーとして、食の安全・安心及び品質管理強化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及び老朽化更新設備投資等を実施いたしております。前

事業年度の設備投資額は198百万円、当事業年度の設備投資額は633百万円と前事業年度に比べ、434百万円の設備投

資額が増加いたしました。　

　その結果、有形固定資産については、前事業年度末に比べ287百万円増加し、1,583百万円（構成比56.3％）となりま

した。なお、当事業年度は固定資産の減価償却を168百万円実施しておりますが、減価償却費が前事業年度比65百万

円増加しております。

　その他、パート社員時給改善や時間外手当の増加等による総人件費が前事業年度比42百万円増加、原油高騰の影響

を受け、運搬費が11百万円増加、電力費等が11百万円増加し、営業利益は17百万円減の23百万円（前事業年度比

42.5％減）となりました。

　設備投資資金としましては、自己資金の他、長期借入金460百万円で賄っておりますが、その長期借入金の支払利息

等が14百万円増加したことなどから、経常利益は45百万円減の30百万円（前年同期比60.2％減）となりました。結

果、当期純利益は20百万円減の14百万円（前年同期比57.7％減）となりました。

 

 　（3）経営成績に重要な影響を与える要因について

 　　　 「第２　事業の状況　４　事業等のリスク」に記載しております。

 

(4）経営戦略の現状と見通し

　　「第２　事業の状況　３　対処すべき課題」に記載しております。

 

 　（5）資本の財源及び資金の流動性についての分析

　　　　「第２　事業の状況　１　業績等の概要　（2）キャッシュ・フロー」に記載しております。

 

 　（6）経営者の問題意識と今後の方針について

 　　 イ．会社の経営の基本方針

          当社の企業理念は、

　   　 一、会社は社会の公器である

　    　ニ、お客様中心主義を貫く

　    　三、働きがいのある、夢が持てる会社を目指す　　の三点であります。

　      この企業理念のもと、更なる企業価値を高める努力によって安定的な収益体質を確立し、その成果を株主、従業

        員、お客様、取引先、地域社会等すべてのステークホルダーに対して適正に配分し、存在価値のある企業を目指

        しております。

　      当社におきましては、特に以下の三項目に重点を置き経営を進めてまいります。

　   　 ①お客様中心主義を守り、わが社の総力をお客様に向けます。

　　    　当社は、お客様満足にお応えするため従来の企業活動を改め、新企業活動を展開いたします。これは、信頼と

　　　　　品質の評価はお客様が決めることであるからです。

　    　②お客様との約束を厳守し、クレーム処理は最優先で行います。

　　    　クレームとは「苦情」ではなく、お客様にとって当然の主張であり、「要求」と捉えて対応いたします。ま

　　　　　た、このようなお客様の「声」を社会の傾向や要望を反映した貴重な情報源として、製品やサービスに反映し

　　　　　てまいります。

　    　③お客様からいただいた「信頼」を継続できるようなお一層努力いたします。

　　    　食に対する安全・安心志向、本物志向へのニーズにお応えすべく、当社独自のノウハウと技術を駆使し、お客
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　　　　　様に喜んでいただける製品開発を推進いたします。

      ロ．目標とする経営指標

        　当社は、中期経営計画（平成20年度から平成22年度）を平成20年６月に公表する予定といたしておりました

　　　　　が、原油市況や海外産（特に中国産）の原材料等の先行きが全く不透明であることから、当面、数値目標の公

　　　　　表を見送らさせていただきます。なお、市況及び消費者の皆様の動向等を見極めながら対応いたすことといた

　　　　　します。 

        　しかし、各年度の業績目標の必達を基本にしつつ,経営財務指標として営業利益向上及び財務体質改善指標と

　　　　　して、売上高営業利益率、売上高経常利益率を重視し、企業価値の向上と経営基盤の強化に取り組んでまいり

　　　　　ます。

 

    (7）中長期的な会社の経営戦略

　      当社は、平成20年度より平成22年度までの３年間を「経営基盤の整備・強化を推進するとともに、将来の経営の

      安定と発展のための準備期間」と位置づけて経営を行い、企業価値の最大化を目指します。

　      その具体策として、①経営基盤の強化、②高付加価値製品の開発・製造、③顧客満足の向上、④安定配当と財務

      内容の改善、⑤内部統制の確立、等の経営課題を中心に、全社を挙げて取り組んでいく所存であります 。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当社の設備は老朽化が進んでおりましたが、食品メーカーとして食の「安全・安心」及び「品質管理強化」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及び老朽化更新

設備投資等を、前事業年度に引き続き実施いたしました。　

　当事業年度の設備投資の総額は633,561千円（前事業年度198,973千円）であり、その主なものは次のとおりでありま

す。

 イ．当事業年度中に完成した主要設備

(１)　三条工場（305,677千円）

  ①和菓子製造専門工場新築等　　　　　　　　　  301,497千円

　②機械装置　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 4,180千円

(２)　佐渡工場（207,237千円）

　①氷加工場改修工事等　　　　　　　　　　　　　 25,920千円

　②バイター・製氷設備新設工事等                151,960千円

　③井水処理装置等                               29,357千円

(３)　豊栄工場（77,904千円）

　①プレハブ冷凍庫増築等　　　　　               52,770千円

　②電気設備及びプラットホーム改修等　　　　　   25,134千円

(４)　新潟工場（22,333千円）

　①キュービクル改造工事等　　　　　　　　　 　　 3,700千円

　②印字装置等機械装置等　　　　　　　　　　　　 18,633千円

ロ．当事業年度において継続中の主要設備の新設、拡充

    該当事項はありません。

 　 　ハ．当事業年度に実施した重要な固定資産の売却、撤去、滅失

　　　　  該当事項はありません。

      二．資金調達の状況

　　　　  当事業年度は、増資、社債発行による資金調達はありません。

          なお、設備資金は、自己資金及び金融機関より長期借入金として460,000千円調達いたしました。
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２【主要な設備の状況】

　 平成20年２月29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

(新潟市北区)

冷菓・アイスク

リーム製造設備
226,980 152,495

331,670

(9,967)
1,087 712,235

23

(11)

豊栄工場・本部

(新潟市北区)
冷蔵保管設備 226,367 19,182

14,402

(18,970)
21,857 281,809

46

(3)

三条工場

(新潟県三条市)

和菓子製造設備

冷蔵保管設備
282,423 12,188

36,675

(6,398)
4,279 335,565

10

(45)

佐渡工場

(新潟県佐渡市)

氷、冷菓製造設備

冷蔵保管設備
85,296 138,646

842

(2,671)
1,689 226,474

19

(32)

東京支店

(東京都中央区)
販売設備 〔140.07〕 － － 159 159

10

―

　（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　従業員数の（　）は、パート及び契約社員数を外書しておりますが、人材派遣会社からの派遣社員（57

　　　　　　名）、顧問契約社員（３名）は含まれておりません。

４　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。

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 9 ４～６ 4,946 22,961

その他設備 10 ５～９ 40,699 116,977

　（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。
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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。

(1）重要な設備の新設

　　    経常的な設備の更新を除き、重要な設備の計画はありません。

(2）重要な改修

 　　　 経常的な設備の改修を除き、重要な改修の計画はありません。

 　 (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。
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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】

種類 発行可能株式総数（株）

　　　　　　　　　　 普通株式 6,000,000

計 6,000,000

②【発行済株式】

種類
事業年度末

現在発行数（株）
（平成20年２月29日）

提出日現在
発行数（株）

（平成20年５月23日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

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 ― ―

（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。
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

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

　（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】

　 平成20年２月29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
金融商品取
引業者

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 8 31 2 － 977 1,026 ―

所有株式数

（単元）
－ 408 43 1,372 6 － 2,324 4,153 167,810

所有株式数の

割合（％）
－ 9.48 1.02 31.88 0.14 － 57.48 100 ―

　（注）１　自己株式45,452株は、「個人その他」欄に45単元及び「単元未満株式の状況」欄に452株を含めて記載しており

ます。

（６）【大株主の状況】

　 平成20年２月29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 新潟市中央区文京町22番24号 420 9.72

株式会社　和田商会 新潟市中央区礎町通三ノ町2128番地 310 7.17

株式会社　第四銀行 新潟市中央区東掘前通七番町1071番地１ 204 4.72

大協リース　株式会社 新潟市中央区文京町12番31号 200 4.62

村山　勤 新潟市中央区 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 新潟市北区 102 2.36

山津水産　株式会社 新潟市江南区茗荷谷711番地 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 新潟市北区島見町2434番地10 92 2.13

計 ― 1,861 43.08
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年２月29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　　 45,000
― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式　4,108,000 4,108 ―

単元未満株式 普通株式    167,810 ― ―

発行済株式総数 4,320,810 ― ―

総株主の議決権 ― 4,108 ―

　（注） 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が452株含まれております。

　

②【自己株式等】

　 平成20年２月29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
新潟市北区島見町2434番地10 45,000 － 45,000 1.04

計 ― 45,000 － 45,000 1.04

 

（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。
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２【自己株式の取得等の状況】

　【株式の種類等】　会社法第155条第３号に該当す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】

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 8,994 3,507,410

当期間における取得自己株式 400 128,500

 （注）当期間における取得自己株式には、平成20年４月22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】

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）
－ － － －

保有自己株式数 45,452 － 45,852 －

 （注）当期間における保有自己株式数には、平成20年4月22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。
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３【配当政策】

　当社の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、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いくことを基本方針と

しております。

  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につきましては、平成20年５月23日開催の第97回定時株主総会において、１株当たり８円の

配当を実施することを決定しました。

　当社配当方針に対する株主の皆様のご期待に沿うべく、内部留保金である別途積立金が一定水準に達していること

を鑑み、別途積立金を50百万円減少、繰越利益剰余金を50百万円増加させて、安定配当として８円配当を実施するもの

であります。

 この結果、配当金の総額は34,202千円となり、配当性向は229.2％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】

回次 第93期 第94期 第95期 第96期 第97期

決算年月 平成16年２月 平成17年２月 平成18年２月 平成19年２月 平成20年２月

最高（円） 382 466 768 705 460

最低（円） 340 350 390 395 330

　（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】

月別 平成19年９月 平成19年10月 平成19年11月 平成19年12月 平成20年１月 平成20年２月

最高（円） 360 350 369 366 361 340

最低（円） 350 345 340 330 333 339

　（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。
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５【役員の状況】

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
23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）

専務取締役 ― 越村　俊輔 昭和22年12月8日生

昭和41年５月 カナカン㈱　入社

(注)

４
―

昭和63年５月 同社食品部門南営業所長

平成４年10月 同社食品部門西営業所長

平成８年５月 同社新潟支店長

平成13年５月 同社食品部長

平成16年５月 同社物流・情報システム部長

平成18年５月 同社取締役物流・情報システム部長就任

平成20年４月 同社取締役退任

平成20年５月 当社専務取締役就任

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

平成17年３月 取締役豊栄工場長

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

平成20年４月 常務取締役　物流部担当（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
16

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 生産本部長 高山　義明 昭和32年５月10日生

昭和56年11月 当社入社

(注)

４
2

平成７年４月 当社新潟工場製造課長

平成16年11月 当社三条工場工場長代理

平成17年３月 当社三条工場工場長

平成18年７月 当社製造本部製造部長

平成19年９月 当社生産本部生産本部長

平成20年５月 当社取締役生産本部長就任

取締役 ― 村山　栄一 昭和42年３月31日生

平成元年４月 ㈱北越銀行入行

(注)

３
10

平成４年４月 大協リース㈱入社

平成４年４月 ㈱シンキョー取締役就任

平成５年２月 大協リース㈱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 ㈱シンキョー専務取締役就任

平成15年６月 大協リース㈱代表取締役社長就任（現任）

平成17年４月 ㈱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（現任）

監査役

(常勤)
― 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)

５
2

平成16年２月 当社経理部長（出向）

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

平成20年４月 取締役管理部長

平成20年５月 取締役辞任

平成20年５月 当社常勤監査役就任（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）

監査役 ― 奥山　浅治 昭和20年12月１日生

昭和39年４月 明治乳業㈱入社

(注)

５
2

平成２年10月 同社業務課長

平成16年２月 同社流通室長

平成18年１月 ㈱フレッシュ・ロジスティック 顧問(現任)

平成20年５月 当社監査役就任（現任）

計 69

 （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　晋弥及び監査役奥山　浅治は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
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　　　　 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20年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

　　　　 ５．平成20年５月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
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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最重要課

　　 題のひとつとして位置づけております。

　　　 会社法上の機関及びその他経営・業務意思決定機関としては、最高機関である株主総会、その選任による取締役

     で構成される取締役会が、当社の事業全般の最高意思決定機関に位置づけられます。また、同様に株主総会にて選

     任された監査役が、取締役の職務の執行について監査をいたします。さらに、取締役会の下位機関として常務会を

     設けております。これにより、企業行動の効率性を図るとともに企業価値の最大化を目指しております。 

　　 (2）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

　　　　 イ．取締役会

　　　　　　 平成18年６月に、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、取締役会のスリム化及び効率化を

             図るため「常務会」を組織しております。取締役会は、経営戦略・方針の決定及び執行業務の監督等高度

             な経営判断に専念し、常務会は業務執行機能の役割を明確化（常務会運営規程）し、業務執行の迅速な対

             応に努めております。

             ・取締役数は有価証券報告書提出日（平成20年５月23日）現在、６名体制（うち社外取締役１名）であり

               ます。

　　　　　   ・取締役会は、３、６、９、12 月の定例取締役会に加え、４月に決算取締役会及び５月に株主総会後の、

　　　　　　　 計年6 回開催して経営の意思決定及び業務執行の監督を行っております。

         ロ．監査役会

             当社は、有価証券報告書提出日現在において会社法上の大会社ではありませんが、監査役会制度を採用い

　　　       たしました。監査役数は常勤監査役１名、非常勤監査役２名の３名体制で、うち２名が社外監査役であり

             ます。各監査役は、監査役会が定めた監査方針、業務分担等に従い、取締役会、常務会及び重要な会議へ

             の出席、重要書類等の閲覧及び業務執行部署への往査により、経営の透明性・客観性・適法性を監査する

             とともに必要に応じて意見を述べることとしております。

         ハ．常務会

             意思決定と実務執行を分離し、効率的な実務執行を行うため、平成18年６月より常務会を設置いたして

             おります。

             取締役会の決議に基づく業務の遂行について、常勤の取締役間の情報交換・連絡・調整を円滑に図ること

             を目的に、原則として月１回開催いたしております。本報告書提出日現在において、37 回開催いたしてお

             ります。

         ニ．内部監査

             法令・定款は勿論のこと、社内規程等の規則は、取締役を筆頭に遵守し、適正・効率的な業務運営に努め

             ております。その監視としましては、内部監査室を設置いたしておりましたが、平成20年４月１日付けに

             て組織改正を実施し、内部監査室長に常務取締役をあてております。今後は、有効な内部監査を実施でき

             るよう体制を整えることとしております。

         ホ．会計監査人

             有価証券報告書提出日現在において、会計監査人に監査法人トーマツを選任しております。なお、従前よ

             り、金融商品取引法に基づく監査業務は監査法人トーマツに委嘱しており、年間監査計画に基づく通常の

　　　　　　 会計監査に加え重要な会計的課題について必要に応じて相談・検討を実施しております。

         へ．顧問弁護士

　　　　　　 顧問弁護士とは、重要な法的課題及びコンプライアンスに係る事項について、必要に応じてアドバイスを

　　　　　　 受ける等適法性の確保に留意しております。 
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       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取締役会において会社法第

　　　　  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。

         　しかし、当該決議から約２年経過したことから、業務の適正性を確保するための体制の整備（以下、「内部

　　　　 統制システム構築の基本方針」といいます。）について見直しを図り、平成20年４月15日開催の取締役会に

         おいて、一部改訂の決議を行いました。改定後の内容は以下のとおりであります。

         （決議趣旨）

           当社は、経営の健全性、透明性、効率性を向上させ、またコーポレート・ガバナンスを強化することにより

　　　　 企業価値の最大化を目指す。これを実現させるため、内部統制システムを整備し強化することが不可欠であ

         り、金融商品取引法が求める財務報告に係る内部統制への対応及び内部統制システムの整備状況に応じて「内

         部統制システム構築の基本方針」を一部改訂するものである。

         （基本的方針の具体的条項）

         １．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

         　１）当社は、「企業行動憲章」及び「企業倫理規程」並びに「コンプライアンス行動規範」に反社会的勢力

　　　　　　　 排除を定めており、取締役は、これらを誠実に行動するための基盤とするとともに、法令、定款、社内

               規程などの遵守を確保するための啓蒙活動を継続的に実施する。

　　　　　　　 また、反社会的勢力には警察等関係機関及び顧問弁護士とも連携し、毅然と対応していく。

           ２）取締役は、役員規程、取締役会規程その他の社内規程は勿論のこと、法令、定款、取締役会決議等に従

               い、職務を執行する。

           ３）取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は、会社の業務執行状況を取締役会規程に従

               い、取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。

           ４）取締役の職務執行状況は、監査役会の監査方針及び監査計画に基づき監査を受ける。

           ５）内部監査室は、定期的に事業活動の適法性、適正性を監査し、その結果を代表取締役社長及び監査役に

               報告するとともに、内部監査計画書を作成して監査役会と連携してこれを行う。

           ６）社員から、取締役に関し、法令違反行為が生じまたは生じさせようとしている旨の通報を受け付ける窓

               口である「社内ホットライン」（内部通報制度）を設置し、不正行為の早期発見と是正を図る体制を構

               築する。なお、運用に当たっては公益通報者保護法を遵守し、当該事象の内容によっては、顧問弁護士

               と連携して対応を図る。
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         ２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

             当社は、取締役の職務執行上の意思決定に係る情報を、当社規程に従い、文書または電磁的媒体により適

　　　　　　 切に記録、保存し、取締役や監査役から開示の要求ある場合は速やかに閲覧に供するものとする。

         ３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

           １）当社は、全社的危機管理システムを体系的に定めた「危機管理計画書」を制定する。

           ２）「リスク管理委員会」を設け、危機管理計画書の更新やマニュアル等の整備、取締役会に対する運営状

               況の定期的な報告を行うこととする。

           ３）「リスク管理委員会」は、各部門における個々のリスクを継続的に監視するとともに、シミュレーショ

               ン訓練などの実施により損失危機の未然防止に努める。

           ４）不測の事態が生じた場合は、代表取締役社長が本部長を務める「緊急対策本部」を設置し損失の軽減化

               に努める。

         ４．取締役の職務執行が効率的に行なわれることを確保するための体制

           １）当社は、代表取締役社長が取締役会及び常務会の議長を務め、経営上の重要事項について迅速な意思決

               定を行うとともに、業務執行の監督を行う。

           ２）取締役会の決議事項に関する執行方針の検討・審議及び執行状況の管理・統制は、常勤取締役で構成す

               る「常務会」で行う。

           ３）常務会は、原則として毎月１回開催し、会社経営における業務執行上の重要事項の協議及び個別経営課

               題の進捗等に対する情報の集約・分析並びに対応策を協議する場として、常勤の取締役及び監査役にて

               構成しているが、必要に応じて部長クラスの出席を求める。

           ４）内部監査室監査を中心に内部監査を計画的に実施し、事業活動全般の管理・運営制度及び業務の遂行状

               況を、会社財産の保全及び経営効率向上の観点から検討・評価し、かつ改善を提言する。

         ５．使用人の職務に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

           １）社員は職務執行に当たり、「企業行動憲章」及び「企業倫理規程」並びに「社員倫理規程（行動基

　　　　　　　 準）」、さらに「コンプライアンス行動規範」、「就業規則」や「社内諸規程」において、法令及び定

               款をはじめとした法令遵守と、社員としての責務を自覚した行動を取ることが定められている。

           ２）「内部監査規程」に基づき内部監査を実施し、社員の職務執行状況を業務監査及び会計監査の両面から

               チェックを行うこととする。

           ３）社員から、社員の職務執行に関し、法令違反行為が生じまたは生じさせようとしている旨の通報を受け

　　　　　　　 付ける窓口である「社内ホットライン」（内部通報制度）を設置し、不正行為の早期発見と是正を図る

               体制を構築する。なお、運用に当たっては公益通報者保護法を遵守し、当該事象の内容によっては、顧

               問弁護士と連携して対応を図る。

           ４）上記に関し、研修の実施やマニュアル等の作成・配布を行うことにより周知徹底を図る。

           ５）コンプライアンス委員会において、会社全般に係るコンプライアンスの進捗状況の把握と必要施策の立

               案を行い、定期的に取締役会、常務会に報告する。

         ６．監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項

           １）現在、監査役を補助するべき使用人は置いていないが、必要に応じ、監査役の職務を補助するための使

               用人を置くこととする。

           ２）監査役の職務を補助する使用人の身分の決定は、監査役の同意を得て行う。

         ７．監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

           １）監査役の職務を補助する使用人は、原則として当社の業務執行にかかる職務を兼務せず監査役の指揮命

               令下で職務遂行し、その評価については監査役の意見を尊重するものとする。

           ２）ただし、前項については、兼務使用人が補助に当たる場合もあり、補助の機関が終了した場合は従前の

               指揮命令下に戻るものとする。なお、監査を通じて知りえた会社情報は、許可なく他の取締役・使用人

               等に漏洩してはならない。

         ８．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制

           １）取締役及び使用人は、監査役監査基準及び内部監査規程等に定めるところに従い、各監査役の要請に応

               じて必要な報告及び情報提供を行うこととする。

           ２）前項の報告・情報提供としての主なものは、次のとおりとする。

             ・当社の内部統制システム構築に関わる部門の活動状況

             ・当社の重要な会計方針・会計基準及びその変更

             ・業績及び業績見込みの発表内容、重要開示書類の内容

             ・内部通報制度の運用及び通報の内容

             ・社内稟議書及び監査役から要求された会議議事録の回付の義務付け

         ９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

           １）監査役監査の実効性を確保するため、監査役がその職務を執行するために必要と判断したときは、いつ

               でも取締役または使用人に対して調査、報告等を要請し、重要な書類の閲覧や重要な会議または重要な

　　　　　　　 委員会等に出席することができる。
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           ２）監査役は、代表取締役社長及び会計監査人と定期的に意見交換をする。

           ３）内部監査室は、内部監査に係る年次計画及び内部監査実施状況について監査役会及び監査役から説明を

               求められた場合は、速やかに報告・説明を行うものとする。

         10．財務報告に係る内部統制の整備及び運用に関する体制

           １）当社は、当社の財務報告の信頼性を担保し、内部統制報告書の提出を有効かつ適切に行うため、代表取

               締役社長の指示の下、内部統制システムの構築を行うプロジェクトチームを設置し、財務報告に係る内

               部統制を整備し運用する体制を構築する。

           ２）体制構築及び運用に際しての「プロジェクトチーム」の編成は、全社横断的な協力体制により行うもの

               とする。

           ３）取締役会は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に対して監督責任を有し、その整備状況を監視す

　　　　　     る。 

　　 　④　内部監査及び監査役監査の状況

　　　　　 当事業年度は、基幹システム入替えが事業年度開始月である３月からスタートしたため、内部監査室要員３

         名がその支援に回ったことにより、内部監査業務は不十分な結果となりました。ただし、財務データ等の移行

         時に内容精査を実施しております。常勤監査役との連携につきましては、上記状況であったため、常勤監査役

         単独の監査となり、連携しての監査活動には及びませんでした。常勤監査役の往査活動の主なものは、中間決

　　　　 算期末日に新潟工場及び三条工場の棚卸実査等を行い、決算期末におきましては、豊栄工場及び三条工場の監

         査法人による棚卸立会等に同行しております。

           平成20年４月の組織改正により、内部監査室長に常務取締役をあて、今後、有効な内部監査を実施できるよ

         う体制を整備いたします。なお、内部監査室を構成する人員は、室長の他、管理部、経営企画室から２名選定

         し３名（兼務）体制といたします。内部監査室を構成する人員が所属する部署につきましては、常勤監査役が

         業務及び会計監査を実施いたします。

     (3）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、規程等の整備を行っております。

       当社では、平成20年４月１日付けにて組織変更を行っており、「内部監査室」、「リスク管理委員会」、「コン

　　 プライアンス委員会」の責任者に常務取締役を配し、経営全般のリスク管理に対応するよう努めます。

       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。 

(4）社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本関係また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

村山　栄一 なし なし
商品販売・購入
リース料の支払

なし

　（注）　社外取締役 村山栄一は㈱シンキョー及び大協リース㈱の代表取締役社長であり、当社とそれぞれ通

常の商品販売・購入並びにリース契約の取引関係があります。

②　社外監査役

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

奥山　浅冶 なし なし なし なし

 　　　　（注）１．社外監査役 和田晋弥は㈱和田商会の代表取締役社長であり、当社と車両燃料購入の取引関係があ

　　　　　　　　　 ります。

     ２．社外監査役 奥山浅冶との間には、当社と特別の利害関係はありません。
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(5）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４名      　　　28,680千円

社外取締役１名　　　　　　　 900千円　 

 　　　　 なお、平成19年５月25日開催の第96回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名分2,561千円（うち

　　　　  社外取締役分150千円）は含まれておりません。

②  当社の監査役に対する報酬の内容

社内監査役１名　　　　　　 9,160千円

社外監査役１名　　　　　　 1,050千円 

      なお、株主総会決議に基づく取締役の年間報酬限度額は48,000千円以内、監査役の年間報酬限度額は12,000千円以

　　　内であります。

 　　 ③　平成20年５月23日開催の第97回定時株主総会の終結の時をもって退任する監査役への退職慰労金

　　　　　常勤監査役１名　　　 　　 10,500千円　

③　使用人兼務取締役に対する使用人給与相当額

    兼務取締役２名　　　　　　14,545千円

④　上記のほか、平成19年５月25日開催の第96回定時株主総会決議に基づき、役員退職慰労金を下記のとおり支給

　　しております。

役員退職慰労金

退任取締役　　　　１名　　18,000千円

退任社外取締役役　１名　　 2,400千円

(6）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　４名

会計士補等　１名

その他　　　３名

(7）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。

    (8) 取締役の定数

        当会社の取締役は６名以内とする旨定款に定めております。

   （9）取締役の選任の決議要件

        当会社は、取締役を選任する株主総会の決議ついて、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、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨を定めております。

　　　　また、取締役の選任決議については累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

 　(10)自己株式の取得

　　　 当社は、会社法165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得すること

　　　 ができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするた

       め、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

   (11) 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。
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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18年３月１日から平成19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19年３月１日から平成20年２月29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、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき当事業年度（平成19年３月１日から平成

20年２月29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。
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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。
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

　 　 前事業年度
（平成19年２月28日）

当事業年度
（平成20年２月29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 　  345,483   193,693  

受取手形 　  34,840   27,993  

売掛金 　  354,478   350,146  

製品商品 　  228,307   366,886  

原材料 　  53,393   68,190  

前払費用 　  1,789   1,976  

繰延税金資産 　  10,182   12,913  

その他 　  18,577   30,859  

貸倒引当金 　  △5,546   △4,623  

流動資産合計 　  1,041,506 40.7  1,048,036 37.3

Ⅱ　固定資産 　       

１　有形固定資産 　       

建物 　 1,302,981   1,728,534   

減価償却累計額 　 △867,801 435,180  △933,085 795,449  

構築物 　 115,496   126,531   

減価償却累計額 　 △98,653 16,843  △100,912 25,618  

機械及び装置 　 1,035,159   1,181,921   

減価償却累計額 　 △812,195 222,964  △859,408 322,512  

車輌運搬具 　 7,357   11,074   

減価償却累計額 　 △4,088 3,268  △6,912 4,162  

工具・器具及び備品 　 69,828   74,951   

減価償却累計額 　 △38,642 31,186  △50,040 24,910  

土地 　  410,721   410,721  

建設仮勘定 　  176,000   －  

有形固定資産合計 　  1,296,164 50.6  1,583,374 56.3

２　無形固定資産 　       

ソフトウェア 　  13,390   9,861  

電話加入権 　  1,361   1,361  

水道施設利用権 　  152   140  

その他 　  124   905  

無形固定資産合計 　  15,027 0.6  12,269 0.4

３　投資その他の資産 　       

投資有価証券 　  165,476   114,977  

出資金 　  1,143   1,053  

破産更生債権等 　  1,215   1,095  

長期前払費用 　  4,727   4,337  

繰延税金資産 　  30,248   42,761  

保証金 　  3,270   3,270  

その他 　  3,959   3,348  

貸倒引当金 　  △1,215   △1,095  

投資その他の資産合計 　  208,823 8.1  169,748 6.0

固定資産合計 　  1,520,017 59.3  1,765,392 62.7

資産合計 　  2,561,523 100.0  2,813,428 100.0
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　 　 前事業年度
（平成19年２月28日）

当事業年度
（平成20年２月29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 　  266,038   248,635  

一年内返済予定の
長期借入金 　  －   92,000  

未払金 　  128,151   50,385  

未払費用 　  37,999   31,447  

未払法人税等 　  2,894   2,276  

未払消費税等 　  1,149   －  

預り金 　  9,490   4,395  

賞与引当金 　  23,203   23,299  

その他 　  2,986   9,845  

流動負債合計 　  471,914 18.4  462,283 16.4

Ⅱ　固定負債 　       

長期借入金 　  －   322,000  

退職給付引当金 　  160,938   162,152  

役員退職慰労引当金 　  40,320   28,060  

預り保証金 　  11,208   10,300  

固定負債合計 　  212,467 8.3  522,512 18.6

負債合計 　  684,381 26.7  984,796 35.0

（純資産の部） 　       

Ⅰ　株主資本 　       

１　資本金 　  216,040 8.4  216,040 7.7

２　資本剰余金 　       

(1）資本準備金 　 22,686   22,686   

(2）その他資本剰余金 　 174   174   

資本剰余金合計 　  22,860 0.9  22,860 0.8

３　利益剰余金 　       

(1）利益準備金 　 37,500   37,500   

(2）その他利益剰余金 　       

圧縮記帳積立金 　 1,426   4,468   

別途積立金 　 1,500,000   1,500,000   

繰越利益剰余金 　 50,486   28,086   

利益剰余金合計 　  1,589,413 62.1  1,570,054 55.8

４　自己株式 　  △15,739 △0.6  △19,247 △0.7

株主資本合計 　  1,812,575 70.8  1,789,708 63.6

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  38,923 1.4

評価・換算差額等合計 　  64,567 2.5  38,923 1.4

純資産合計 　  1,877,142 73.3  1,828,632 65.0

負債純資産合計 　  2,561,523 100.0  2,813,428 100.0
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②【損益計算書】

　 　
前事業年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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 　  4,903,306 100.0  4,914,134 100.0

Ⅱ　売上原価 　       

製品及び商品期首棚卸
高 　 239,554   228,307   

当期商品仕入高 　 2,372,171   2,259,921   

当期製品製造原価 　 1,759,841   2,029,142   

合計 　 4,371,567   4,517,371   

他勘定振替高 ※１ 9,374   16,449   

製品及び商品期末棚卸
高 　 228,307 4,133,885 84.3 366,886 4,134,035 84.1

売上総利益 　  769,421 15.7  780,099 15.9
Ⅲ　販売費及び一般管理費 　       

運搬保管費 　 160,669   154,995   

販売手数料 　 57,947   64,954   

広告宣伝費 　 13,180   15,810   

役員報酬 　 37,978   42,351   

給料手当 　 242,797   237,675   

賞与引当金繰入額 　 12,550   12,510   

退職給付費用 　 11,190   6,941   

役員退職慰労引当金
繰入額

　 6,116   8,140   

福利厚生費 　 45,987   47,869   

旅費交通費 　 8,884   9,133   

通信費 　 8,660   8,523   

賃借料 　 17,271   26,031   

租税公課 　 5,966   12,423   

交際費 　 2,944   3,241   

減価償却費 　 21,480   20,572   

雑費 　 74,162 727,786 14.8 84,964 756,140 15.4
営業利益 　  41,634 0.9  23,959 0.5

Ⅳ　営業外収益 　       

受取利息 　 99   142   

受取配当金 　 1,971   1,853   

不動産賃貸料 　 14,510   14,411   

受取手数料 　 5,776   4,073   

雑収入 　 14,479 36,838 0.7 4,707 25,186 0.5
Ⅴ　営業外費用 　       

支払利息 　 15   8,181   

不動産賃貸費用 　 2,194   2,124   

シンジケートローン
手数料 　 －   6,500   

雑支出 　 84 2,293 0.0 2,057 18,862 0.4
経常利益 　  76,179 1.6  30,283 0.6
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前事業年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比

（％）
金額（千円）

百分比

（％）

Ⅵ　特別利益 　       

投資有価証券売却益 　 －   10,684   

貸倒引当金戻入益 　 1,836 1,836 0.0 552 11,236 0.2
Ⅶ　特別損失 　       

固定資産除却損 ※２ 7,354   3,537   

固定資産除却費用 　 －   6,100   

減損損失 ※３ 206   －   

投資有価証券評価損 　 － 7,560 0.2 5,028 14,666 0.3
税引前当期純利益 　  70,455 1.4  26,853 0.5
法人税、住民税及び
事業税

　 30,439   9,780   

法人税等調整額 　 4,786 35,225 0.7 2,158 11,938 0.2
当期純利益 　  35,229 0.7  14,915 0.3
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製造原価明細書

　 　
前事業年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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 　 930,293 52.9 1,040,552 51.3

Ⅱ　労務費 　 322,494 18.3 439,680 21.7

Ⅲ　経費 ※１ 507,053 28.8 548,908 27.0

当期総製造費用 　 1,759,841 100.0 2,029,142 100.0

当期製品製造原価 　 1,759,841 100.0 2,029,142 100.0

　

　（注）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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 168,036千円

減価償却費 81,806

電力費 99,254

賃借料 37,711

減価償却費 148,077千円

運搬費 109,970

電力費 106,282

賃借料 37,090

  なお、外注費につきましては、当事業年度より以下のよう

に変更いたしております。

  前事業年度は、運搬費96,776千円及び人材派遣費71,259千

円を外注費に計上しておりましたが、当事業年度より運搬費

109,970千円は経費に、人材派遣費73,200千円は労務費に、そ

れぞれ計上しております。

　変更の理由につきましては、費用を明確に把握し、経営分析

に資するためのものであります。
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計資本

準備金

その他

資本

剰余金

資本

剰余金

合計

利益

準備金

その他利益剰余金

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

 

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

 (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。

当事業年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）
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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

 別途
　積立金

繰越利益
剰余金

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

事業年度中の変動額            

剰余金の配当        △34,274 △34,274  △34,274

圧縮記帳積立金の
積立

     3,041  △3,041    

当期純利益        14,915 14,915  14,915

自己株式の取得          △3,507 △3,507

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）

－ － － － － 3,041 － △22,400 △19,359 △3,507 △22,866

平成20年２月29日残高
（千円）

216,040 22,686 174 22,860 37,500 4,468 1,500,000 28,086 1,570,054 △19,247 1,789,708

　

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成19年２月28日残高
（千円）

64,567 64,567 1,877,142

事業年度中の変動額    

剰余金の配当   △34,274

圧縮記帳積立金の
積立

   

当期純利益   14,915

自己株式の取得   △3,507

株主資本以外の項目
の事業年度中の変動
額（純額）

△25,643 △25,643 △25,643

事業年度中の変動額合
計（千円）

△25,643 △25,643 △48,510

平成20年２月29日残高
（千円）

38,923 38,923 1,828,632
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④【キャッシュ・フロー計算書】

　 　
前事業年度

（自 平成18年３月１日
至 平成19年２月28日）

当事業年度
（自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29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 　 70,455 26,853

減価償却費 　 104,307 169,962

退職給付引当金の増加額
（△減少額） 　 △2,609 1,214

役員退職慰労引当金の増加額
（△減少額） 　 1,517 △12,260

賞与引当金の増加額
（△減少額） 　 △80 96

貸倒引当金の減少額 　 △2,891 △1,043

受取利息及び受取配当金 　 △2,070 △1,995

支払利息 　 15 8,181

固定資産除却損 　 7,354 3,537

減損損失 　 206 －

投資有価証券売却益 　 ― △10,684

投資有価証券評価損 　 ― 5,028

売上債権の減少額
（△増加額）

　 △14,666 11,298

たな卸資産の減少額
（△増加額） 　 5,154 △153,375

その他流動資産の減少額 　 6,076 1,327

仕入債務の増加額
（△減少額） 　 36,939 △17,403

未払金の減少額 　 △14,332 △3,325
未払消費税等の減少額 　 △5,843 △1,149
未収消費税等の増加額 　 ― △19,023
未払費用の増加額
（△減少額） 　 22,063 △10,002

その他流動負債の増加額
（△減少額） 　 △2,214 2,068

預り保証金の減少額 　 △591 △908

役員賞与の支払額 　 △4,000 ―

その他 　 △694 △205

小計 　 204,094 △1,808

利息及び配当金の受取額 　 2,070 1,995

利息の支払額 　 △15 △4,730

法人税等の支払額 　 △72,858 △14,895

法人税等の還付額 　 ― 10,344

営業活動によるキャッシュ・フロー 　 133,291 △9,094
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前事業年度

（自 平成18年３月１日
至 平成19年２月28日）

当事業年度
（自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー 　   

有形固定資産の取得による支出 　 △323,557 △529,611

無形固定資産の取得による支出 　 △14,220 △1,468

投資有価証券の取得による支出 　 △10,550 △1,793

投資有価証券の売却による収入 　 1,500 14,900

その他 　 △1,022 △634

投資活動によるキャッシュ・フロー 　 △347,849 △518,608

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー 　   

長期借入れによる収入 　 ― 460,000

長期借入金の返済による支出 　 ― △46,000

自己株式の取得による支出 　 △1,042 △3,507

自己株式の売却による収入 　 180 ―

配当金の支払額 　 △42,731 △34,579

財務活動によるキャッシュ・フロー 　 △43,594 375,912

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額
   （△減少額）

　 △258,152 △151,790

Ⅴ　現金及び現金同等物期首残高 　 603,636 345,483

Ⅵ　現金及び現金同等物期末残高  
345,483 193,693
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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）

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…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
  （会計処理の変更)

　当事業年度より、法人税法の改正にと

もない、平成19年４月１日以降に取得し

た有形固定資産については、改正後の法

人税法に規定する減価償却方法により

減価償却費を計上しております。なお、

これにより売上原価4,073千円、販売費

及び一般管理費323千円の合計額が

4,396千円増加し、営業利益、経常利益、

税引前当期純利益が同額減少しており

ます。

 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
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項目
前事業年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

 (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

 (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

　　　　　　　同左

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
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会計処理方法の変更

前事業年度

（自平成18年３月１日　

　　至平成19年２月28日）

当事業年度

（自平成19年３月１日　

    至平成20年２月29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。

――――――――――
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注記事項

（貸借対照表関係）

 該当事項はありません。

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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 9,374千円 販売費及び一般管理費への振替高   16,449千円

※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。

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

建物 1,672千円

機械及び装置 1,610

車両運搬具 153

工具・器具及び備品 101

計 3,537

※３　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

※３　　　――――――――――――――――
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

１．発行済株式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

　
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

 （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

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年5月26日

定時株主総会
普通株式 42,862 10.00 平成18年2月28日 平成18年5月26日

（注）配当金の内訳 普通配当８円00銭 記念配当２円00銭
　

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年5月25日

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

当事業年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29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

　
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） 36,458 8,994 ― 45,452

合計 36,458 8,994 ― 45,452

 （注)  普通株式の自己株式の株式数の増加8,994株は、単元未満株式の買取請求による増加であります。

 

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。
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３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年5月25日

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

　

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年5月23日

定時株主総会
普通株式 34,202  利益剰余金 8.00 平成20年2月29日 平成20年5月26日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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19年２月28日現在） （平成20年２月29日現在）

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

現金及び預金勘定  193,693千円

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 193,693
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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

 

取得価額

相当額

(千円)

減価償却累計額

相当額

(千円)

期末残高相当額

(千円)

機械及び装置 223,998 168,030 55,967

工具、器具及び備

品
2,250 1,812 437

車両運搬具 20,650 9,263 11,386

合計 246,898 179,106 67,791

 

取得価額

相当額

(千円)

減価償却累計額

相当額

(千円)

期末残高相当額

(千円)

機械及び装置 223,998 193,825 30,172

工具、器具及び備

品
4,420 2,621 1,798

車両運搬具 35,567 13,607 21,959

ソフトウェア 89,310 8,931 80,379

合計 353,296 218,985 134,310

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 32,752千円

１年超 42,615

計 75,368

１年内 53,486千円

１年超 86,452

計 139,938

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 36,559千円

減価償却費相当額 31,066

支払利息相当額 4,036

支払リース料 45,646千円

減価償却費相当額 39,879

支払利息相当額 3,818

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。
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（有価証券関係）

（前事業年度）（平成19年２月28日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

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

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）

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 ― ―

３　時価評価されていない主な有価証券

区分 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 9,222

（当事業年度）（平成20年２月29日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円） 貸借対照表計上額（千円） 差額（千円）

貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの
   

株式 48,442 113,783 65,340

２　当事業年度に売却したその他有価証券（自平成19年３月１日　至平成20年２月29日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

14,900 10,684 ―

３　時価評価されていない主な有価証券

区分 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 1,194
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（デリバティブ取引関係）

前事業年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）及び当事業年度（自　平成19年３月１日　至　平成20

年２月29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。

（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

区分
前事業年度

（平成19年２月28日）
当事業年度

（平成20年２月29日）

(1）退職給付債務 △160,938千円       △162,152千円

(2）退職給付引当金 △160,938千円        △162,152千円

３　退職給付費用に関する事項

区分
前事業年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

退職給付費用   

勤務費用 18,890千円 10,308千円

（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。
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（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

　
前事業年度

（平成19年２月28日） 　
当事業年度

（平成20年２月29日）

繰延税金資産 　 　 　

少額資産 152千円 　   ― 千円

貸倒引当金 ― 　 2,109

賞与引当金 9,381 　 9,420

退職給付引当金 65,067 　 65,558

役員退職慰労引当金 16,301 　 11,344

未払事業税 ― 　 251

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 1,055 　 1,132

繰延税金資産小計 93,352 　 90,059

評価性引当額 △5,212 　 △4,865

繰延税金資産合計 88,139 　 85,193

繰延税金負債  　  

その他有価証券評価差額金 △43,821 　 △26,417

圧縮記帳積立金 △3,480 　 △3,100

未収事業税 △407 　 ―

繰延税金負債計 △47,708 　 △29,518

繰延税金資産の純額 40,430 　 55,675

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19年２月28日） 　
当事業年度

（平成20年２月29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 1.6 　 4.4

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.5 　 △1.4

住民税均等割額 2.2 　 6.0

税額控除 0.0 　 △1.8

法人税等追徴税額 1.8 　 ―

評価性引当額 5.4 　 △1.2

その他 △1.0 　 △2.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.9 　 44.4
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（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18年３月１日　至　平成19年２月28日）

法人主要株主等

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 ― ―

　（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

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

　（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。

当事業年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

法人主要株主等

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

中央

区

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 32 ― ―

家電購入 316 ― ―

　（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
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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

中央

区

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
43,715 ― ―

㈱和田商会

新潟

市

中央

区

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 2,653 未払金 481

　（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、当社取締役　村山栄一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。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

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

１株当たり純資産額 427.71円

１株当たり当期純利益    3.49 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

　

　（注）　算定上の基礎

 　　　　　１　　１株当たり純資産額

　
前事業年度

（自　平成19年２月28日）
当事業年度

（自　平成20年２月29日）

純資産の部の合計額（千円） 1,877,142 1,828,632

普通株主に係る期末の純資産額（千円） 1,877,142 1,828,632

普通株式の発行済株式数（千株） 4,320 4,320

普通株式の自己株式数（千株） 36 45

 １株当たり純資産の算定に用いられた普通

株式の数（千株）
4,284 4,275

　　　　　２　　１株当たり当期純利益

　
前事業年度

（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

当事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

当期純利益（千円） 35,229 14,915

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 35,229 14,915

普通株式の期中平均株式数（千株） 4,285 4,279

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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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 84,588

明治乳業㈱ 29,807 17,974

㈱関西スーパーマーケット 14,784 11,221

㈱佐渡能楽の里 500 0

㈱岩崎 40 1,000

丸福証券㈱ 4,480 194

計 261,612 114,977

【有形固定資産等明細表】

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 1,302,981 433,409 7,855 1,728,534 933,085 71,514 795,449

構築物 115,496 11,970 935 126,531 100,912 3,148 25,618

機械及び装置 1,035,159 175,794 29,033 1,181,921 859,408 74,636 322,512

車輌運搬具 7,357 4,145 428 11,074 6,912 3,098 4,162

工具・器具及び備品 69,828 6,461 1,339 74,951 50,040 12,636 24,910

土地 410,721 － － 410,721 － － 410,721

建設仮勘定 176,000 － 176,000 － － － －

有形固定資産計 3,117,545 631,781 215,592 3,533,734 1,950,360 165,034 1,583,374

無形固定資産        

ソフトウェア － － － 20,113 10,252 3,528 9,861

電話加入権 － － － 1,361 － － 1,361

水道施設利用権 － － － 163 22 11 140

  その他 － － － 988 82 75 905

無形固定資産計 － － － 22,626 10,357 3,615 12,269

長期前払費用 6,621 923 － 7,544 3,206 1,312 4,337

　（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。

建物
増加額（千円） 三条工場 296,798 豊栄工場 77,904

減少額（千円） 豊栄工場 4,411 三条工場 2,549

機械及び装置
増加額（千円） 佐渡工場 151,960 新潟工場 18,633

減少額（千円） 豊栄工場 22,611 三条工場 4,908
      

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。
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【社債明細表】

　該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分 前期末残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 － － － －

１年以内に返済予定の長期借入金 － 92,000 1.995 －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを

除く。）
－ 322,000 1.995 平成21年～24年

その他有利子負債 － － － －

計 － 414,000 － －

（注）１．平均利率については、平成19年３月23日締結のシンジケートローン契約の約定利率である、５年固定金利

1.995％を記載しております。

２．上記契約に基づき、平成19年3月28日に総額460,000千円を借り入れております。

３．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりで

　あります。

　 　
１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（千円）

４年超５年以内
（千円）

　 長期借入金 92,000 92,000 92,000 46,000

【引当金明細表】

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 6,761 1,648 490 2,201 5,718

賞与引当金 23,203 23,299 23,203 － 23,299

役員退職慰労引当金 40,320 8,140 20,400 － 28,060

　（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。
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

１）現金及び預金

区分 金額（千円）

現金 4,051

預金  

当座預金 156,693

普通預金 32,948

計 189,642

合計 193,693

２）受取手形

(イ）相手先別内訳

相手先 金額（千円）

㈱新栄物産 17,673

タカノ食品㈱ 6,911

協同乳業㈱ 1,034

小木観光㈱ 441

フタバ食品㈱ 185

その他 1,746

合計 27,993

(ロ）期日別内訳

期日別 金額（千円）

平成20年３月 15,208

　 〃 　４月 12,784

合計 27,993

３）売掛金

(イ）相手先別内訳

相手先 金額（千円）

明治乳業㈱ 67,414

㈱とりせん 29,375

東京明販㈱ 24,494

コプロ㈱ 17,379

カセイ食品㈱ 14,875

その他 196,608

合計 350,146

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
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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)
× 366日

354,478 5,158,085 5,162,417 350,146 93.6 24.99

　（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

区分 金額（千円）

製氷部門 3,240

飲料部門 129

アイスクリーム部門 99,720

和菓子部門 185,676

冷凍食品部門 78,119

合計 366,886

(ロ）原材料

区分 金額（千円）

製氷部門 585

アイスクリーム部門 41,992

和菓子部門 25,612

合計 68,190

②　流動負債

１）　買掛金

相手先 金額（千円）

明治乳業㈱ 51,194

東京明販㈱ 29,326

たいまつ食品㈱ 14,842

㈱大冷 12,686

㈱カーギルジャパン 10,625

その他 129,959

合計 248,635

２）　未払金

相手先 金額（千円）

㈱愛産製作所 14,566

新潟冷凍運輸㈱ 6,547

渡辺建設㈱ 2,775

東京牛乳運輸㈱ 2,557

東京明販㈱ 2,148
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相手先 金額（千円）

その他 21,791

合計 50,385

③　固定負債

１）　退職給付引当金

区分 金額（千円）

退職給付債務 162,152

合計 162,152

（３）【その他】

　該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社　セイヒョー(E00447)

有価証券報告書

60/65



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。

（注）平成20年5月23日開催の第97回定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、公告方法が次のとおり変更となり

ました。

公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告することができない場合は、

日本経済新聞に掲載して行う。
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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96期）
　
自　平成18年３月１日

至　平成19年２月28日
　

平成19年５月25日

関東財務局長に提出

(2）半期報告書
　

（第97期中）
　
自　平成19年３月１日

至　平成19年８月31日
　

平成19年11月16日

関東財務局長に提出

(3）有価証券報告書の　

　　訂正報告書 　 （第95期） 　
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
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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。
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 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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 独立監査人の監査報告書 

  平成20年5月23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、金融商品取引法第193条の２第１項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19年３月１日から平成20年２月29日までの第97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20年２月29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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