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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108期

第３四半期
累計期間

第109期
第３四半期
累計期間

第108期

会計期間
自 2018年３月１日
至 2018年11月30日

自 2019年３月１日
至 2019年11月30日

自 2018年３月１日
至 2019年２月28日

売上高 (千円) 3,385,140 3,171,442 4,047,969

経常利益 (千円) 105,538 36,383 75,196

四半期(当期)純利益 (千円) 85,338 26,813 64,483

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

発行済株式総数 (株) 432,081 432,081 432,081

純資産額 (千円) 1,143,405 1,118,845 1,117,034

総資産額 (千円) 2,165,266 2,211,262 2,198,596

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 208.51 65.54 157.56

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 （円） ― ― 40.00

自己資本比率 (％) 52.8 50.5 50.8
 

 

回次
第108期

第３四半期
会計期間

第109期
第３四半期
会計期間

会計期間
自 2018年９月１日
至 2018年11月30日

自 2019年９月１日
至 2019年11月30日

１株当たり四半期純損失（△） (円) △5.80 △111.33
 

(注) １ 当社は四半期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 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

５　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期

会計期間の期首から適用しており、前第３四半期累計期間及び前事業年度に係る主要な経営指標等について

は、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

 
２ 【事業の内容】

　当第３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

　当第３四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当第３四半期会計期間の末日現在において、当社が判断したものであります。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期会計

期間の期首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前会計年

度との比較・分析を行っております。

①経営成績の状況

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、米中貿易摩擦による中国経済の減速から企業収益の下振れの懸念

や設備投資に力強さを欠くなど、不安定な国際情勢による経済の減速傾向がうかがえる、先行きが不透明な状況で

推移しました。

国内食品業界におきましては、消費者の多様な価値観の高まりや根強い節約志向への対応が求められ、かつ天候

要因による需要の変動への対応、原材料価格の高騰や人手不足などが深刻化する厳しい経営環境となっておりま

す。

　このような状況のもとで、当社は中期経営計画「Challenge For NextCentury 2nd stage」の第２年度である当事

業年度においても、掲げた具体的施策に積極的に取り組み、かつ厳しい経営環境の変化に絶えず変革し「さらなる

企業価値の向上」を基本方針とした、将来の持続的成長の実現に向けた取り組みに注力いたしました。

　当第３四半期累計期間の業績につきましては、主力のアイスクリーム部門において新規取引先の開拓や既存取引

先への拡販等を行ってまいりましたが、最繁忙期である夏季期間での梅雨明けの遅れや天候不順及びOEM製品の受注

減少により低調に推移した結果、当第３四半期累計期間の売上高は、3,171百万円（前年同四半期6.3％減）となり

ました。

損益面につきましては、製造工場の生産性が向上したものの、繁忙期に向けた増産体制による人件費の増加、天

候不順による製品在庫の増加に伴う支払保管料の大幅増加などにより、営業利益は22百万円（前年同四半期は営業

利益89百万円）、経常利益は36百万円（前年同四半期は経常利益105百万円）、四半期純利益は26百万円（前年同四

半期は四半期純利益85百万円）となりました。

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

売上高と比べ著しく高くなる傾向にあります。

 
　

②財政状態の分析

(資産)

当第３四半期会計期間末における総資産は前事業年度末に比べ12百万円増加し、2,211百万円となりました。これ

は主に現金及び預金の減少額59百万円、受取手形及び売掛金の増加額26百万円、商品及び製品の増加額56百万円等

によるものであります。

(負債)

当第３四半期会計期間末における負債は前事業年度末に比べ10百万円増加し、1,092百万円となりました。これは

主に買掛金の増加額24百万円、短期借入金の減少額10百万円、未払金の増加額19百万円等によるものであります。

(純資産)

当第３四半期会計期間末における純資産は前事業年度末に比べ１百万円増加し、1,118百万円となりました。これ

は主に利益剰余金の増加額10百万円、その他有価証券評価差額金の減少額８百万円等によるものであります。
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(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

(3) 研究開発活動

当第３四半期累計期間における研究開発活動の金額は、8,060千円であります。

なお、当第３四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【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 1,500,000

計 1,500,000
 

　

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2019年11月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2020年１月14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 432,081 432,081
東京証券取引所
市場第二部

単元株式数
100株

計 432,081 432,081 ― ―
 

 
(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(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)

2019年９月１日～
2019年11月30日

― 432,081 ― 216,040 ― 22,686
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(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日(2019年８月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

   2019年11月30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 23,000
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 396,600
 

3,966 ―

単元未満株式 普通株式 12,481
 

― ―

発行済株式総数 432,081 ― ―

総株主の議決権 ― 3,966 ―
 

(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21株含まれております。

 
② 【自己株式等】

  2019年11月30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 23,000 ― 23,000 5.32

計 ― 23,000 ― 23,000 5.32
 

 
２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１　四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間(2019年９月１日から2019年11月

30日まで)及び第３四半期累計期間(2019年３月１日から2019年11月30日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責

任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

 

３　四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2019年２月28日)
当第３四半期会計期間
(2019年11月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 184,778 125,754

  受取手形及び売掛金 301,556 328,432

  商品及び製品 525,878 581,963

  原材料 103,962 98,255

  その他 13,229 14,380

  貸倒引当金 △1,424 △1,550

  流動資産合計 1,127,981 1,147,235

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 425,694 416,252

   機械及び装置（純額） 191,883 196,381

   土地 224,792 224,792

   リース資産（純額） 8,980 25,222

   その他（純額） 22,650 20,811

   有形固定資産合計 874,001 883,461

  無形固定資産   

   リース資産 38,424 30,024

   その他 12,930 15,559

   無形固定資産合計 51,355 45,584

  投資その他の資産   

   投資有価証券 99,605 80,473

   その他 47,445 60,874

   貸倒引当金 △1,793 △6,366

   投資その他の資産合計 145,257 134,981

  固定資産合計 1,070,614 1,064,027

 資産合計 2,198,596 2,211,262
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(2019年２月28日)
当第３四半期会計期間
(2019年11月30日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 265,954 290,190

  短期借入金 450,000 440,000

  リース債務 19,206 22,754

  未払金 46,889 66,716

  未払費用 42,582 48,583

  未払法人税等 16,994 1,389

  未払消費税等 24,803 6,363

  賞与引当金 27,278 35,137

  役員賞与引当金 1,900 ―

  その他 13,551 11,225

  流動負債合計 909,160 922,361

 固定負債   

  リース債務 29,027 33,426

  繰延税金負債 8,147 11,447

  退職給付引当金 112,773 103,671

  役員退職慰労引当金 405 405

  資産除去債務 17,027 17,030

  その他 5,021 4,075

  固定負債合計 172,401 170,056

 負債合計 1,081,562 1,092,417

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 216,040 216,040

  資本剰余金 22,698 22,698

  利益剰余金 893,313 903,759

  自己株式 △52,285 △52,917

  株主資本合計 1,079,766 1,089,580

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 37,267 29,264

  評価・換算差額等合計 37,267 29,264

 純資産合計 1,117,034 1,118,845

負債純資産合計 2,198,596 2,211,262
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(2) 【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期累計期間
(自 2018年３月１日
　至 2018年11月30日)

当第３四半期累計期間
(自 2019年３月１日
　至 2019年11月30日)

売上高 ※  3,385,140 ※  3,171,442

売上原価 2,877,956 2,680,076

売上総利益 507,183 491,366

販売費及び一般管理費 417,403 468,829

営業利益 89,779 22,536

営業外収益   

 受取利息 196 188

 受取配当金 1,366 1,711

 不動産賃貸料 10,994 11,008

 受取手数料 1,531 1,287

 設備負担金収入 ― 4,145

 雑収入 5,235 3,429

 営業外収益合計 19,323 21,770

営業外費用   

 支払利息 1,927 1,871

 不動産賃貸費用 1,474 1,464

 貸倒引当金繰入額 ― 4,476

 雑損失 162 110

 営業外費用合計 3,565 7,923

経常利益 105,538 36,383

特別利益   

 投資有価証券売却益 ― 3,463

 特別利益合計 ― 3,463

特別損失   

 固定資産除却損 2,730 89

 特別損失合計 2,730 89

税引前四半期純利益 102,808 39,757

法人税、住民税及び事業税 17,469 6,138

法人税等調整額 ― 6,805

法人税等合計 17,469 12,943

四半期純利益 85,338 26,813
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【注記事項】

(追加情報)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期会計期

間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表

示しております。

　

(四半期貸借対照表関係)

(偶発債務)

当社は、株式会社新栄物産（以下、「新栄物産」という。）より、取引終了に関する逸失利益等18,963千円及び遅

延損害金の支払いを求める損害賠償請求訴訟の提起を受けました。また、当社から新栄物産に対して、売買代金

9,645千円及び遅延損害金の支払いを求める反訴(売買代金等請求訴訟)を提起しており、現在も係争中です。

2019年12月12日に新潟地方裁判所より、和解案が提示されましたが、当社といたしましては、新栄物産の請求は根

拠がないものと認識しており、受け入れられるものではないため、今後も裁判を通じて当社の正当性を主張してまい

ります。

 
(四半期損益計算書関係)

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

高と比べ著しく高くなる傾向にあります。

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期間

に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
　 前第３四半期累計期間

(自 2018年３月１日
至 2018年11月30日)

当第３四半期累計期間
(自 2019年３月１日
至 2019年11月30日)

減価償却費 88,403千円 92,300千円
 

　

(株主資本等関係)

　前第３四半期累計期間(自 2018年３月１日 至 2018年11月30日)

配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年５月25日

定時株主総会
普通株式 12,280千円 30円 2018年２月28日 2018年５月28日 利益剰余金

 

 
　当第３四半期累計期間(自 2019年３月１日 至 2019年11月30日)

配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年５月24日

定時株主総会
普通株式  16,367千円  40円 2019年２月28日 2019年５月27日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

  当社は、冷凍食品製造事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 
前第３四半期累計期間
(自 2018年３月１日
至 2018年11月30日)

当第３四半期累計期間
(自 2019年３月１日
至 2019年11月30日)

１株当たり四半期純利益 208.51円 65.54円

 (算定上の基礎)   

   四半期純利益(千円) 85,338 26,813

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

   普通株式に係る四半期純利益(千円) 85,338 26,813

   期中平均株式数(株) 409,266 409,079
 

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 
２ 【その他】

該当事項はありません。
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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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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2020年１月10日

株式会社セイヒョー

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   森   谷   和   正   印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   石   尾   雅   樹   印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社セイ

ヒョーの2019年３月１日から2020年２月29日までの第109期事業年度の第３四半期会計期間(2019年９月１日から2019年

11月30日まで)及び第３四半期累計期間(2019年３月１日から2019年11月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四

半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論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四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、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実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社セイヒョーの2019年11月30日現在の財政状態及び同日をもって終

了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

 

利害関係

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

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
 

 

EDINET提出書類

株式会社　セイヒョー(E00447)

四半期報告書

14/14


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
	３経営上の重要な契約等

	第３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
	①ストックオプション制度の内容
	②その他の新株予約権等の状況

	(3)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	(4)発行済株式総数、資本金等の推移
	(5)大株主の状況
	(6)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期財務諸表
	(1)四半期貸借対照表
	(2)四半期損益計算書
	第３四半期累計期間
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

