
 

 

 

   

 

 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無 
四半期決算説明会開催の有無    ： 無 

  

 

   

 

 
  

 
  

   

 

 
  

  

 
(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

  

 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 

  

 

平成22年10月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成22年９月13日

上 場 会 社 名 正栄食品工業株式会社 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 8079 URL http://www.shoeifoods.co.jp

代  表  者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)本多 市郎
問合せ先責任者 (役職名)常務取締役 (氏名)藤雄 博周 TEL 03(3253)1211

四半期報告書提出予定日 平成22年9月14日 配当支払開始予定日 ―

(百万円未満切捨て)

1. 平成22年10月期第３四半期の連結業績（平成21年11月１日～平22年７月31日）

 (1) 連結経営成績(累計)

(％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年10月期第３四半期 53,526 0.7 2,222 66.4 2,263 79.8 1,393 149.1

21年10月期第３四半期 53,158 ― 1,335 ― 1,258 ― 559 ―

１株当たり 
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
四半期純利益

円 銭 円 銭

22年10月期第３四半期 71 62 ―

21年10月期第３四半期 28 74 ―

 (2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

22年10月期第３四半期 43,624 22,191 49.1 1,102 16

21年10月期 43,627 21,051 46.6 1,044 89

(参考) 自己資本 22年10月期第３四半期 21,440百万円 21年10月期 20,324百万円

2. 配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年10月期 ― 6 00 ― 6 00 12 00

22年10月期 ― 6 00

22年10月期(予想) ― 6 00 12 00

3. 平成22年10月期の連結業績予想（平成21年11月１日～平成22年10月31日）
(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 72,000 0.7 2,650 16.4 2,600 21.9 1,450 41.6 74 54



  

 
(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 
(注) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

 
(注) 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成

に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

 
  

  

  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりま

す。 

  

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的

であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性が

あります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半

期決算短信（添付資料）３ページ「(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、【添付資料】Ｐ．４ 「2.その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 無

 ② ①以外の変更 ： 有

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 22年10月期3Ｑ 21,159,914株 21年10月期 21,159,914株

② 期末自己株式数 22年10月期3Ｑ 1,707,082株 21年10月期 1,709,040株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年10月期3Ｑ 19,452,178株 21年10月期3Ｑ 19,455,509株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第３四半期連結累計期間（平成21年11月１日～平成22年７月31日）におけるわが国経済は、景気対

策による経済効果や企業収益の改善など緩やかな回復基調にありましたが、依然として雇用情勢は厳し

く、個人消費の低迷や円高・株安などの経済環境から先行き不透明な状況にありました。 

食品業界におきましては、生活防衛による低価格志向や気候変動に伴う影響など、厳しい経営環境に

推移いたしました。 

このような状況の中で当社グループは、米国SUNSWEET社との業務提携によるプルーン事業や、新たな

米国産クルミの加工事業が順調にスタートしたことから、海外事業が大幅に改善いたしました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は535億26百万円（前年同四半期比0.7％増）とな

り、販売促進費が一部増加したものの売上原価率の改善により、営業利益が22億22百万円（前年同四半

期比66.4％増）、経常利益は22億63百万円（前年同四半期比79.8％増）、四半期純利益は13億93百万円

（前年同四半期比149.1％増）となりました。 

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

１ 日本 

国内における連結売上高は524億91百万円（前年同四半期比0.2％減）、営業利益は26億52百万円

（前年同四半期比33.5％増）となりました。 

２ 北米 

米国における連結売上高は69億65百万円（前年同四半期比23.1％増）、営業利益は１億44百万円

（前年同四半期は50百万円の損失）となりました。 

３ その他の地域 

その他の地域における連結売上高は20億34百万円（前年同四半期比3.0％減）、営業利益は60百万

円（前年同四半期は61百万円の損失）となりました。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ２百万円減少し、436億24百万円

となりました。増減の内訳は、流動資産の増加１億32百万円、および固定資産の減少１億35百万円で

す。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ11億42百万円減少し、214億32百万円となりました。増減の内

訳は、流動負債の減少10億51百万円、および固定負債の減少91百万円です。流動負債の減少の主な要因

は、支払手形及び買掛金の減少５億14百万円、および短期借入金の減少４億40百万円です。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ11億39百万円増加し、221億91百万円となりました。 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計

年度末に比べ77百万円減少（前年同四半期は23億25百万円の増加）し52億36百万円となりました。 

営業活動の結果得られた資金は、17億75百万円（前年同四半期の得られた資金は39億22百万円）とな

りました。これは主に、税金等調整前四半期純利益22億36百万円、減価償却費10億59百万円、売上債権

の減少10億４百万円、たな卸資産の増加13億52百万円、仕入債務の減少５億３百万円、法人税等の支払

６億78百万円によるものです。 

投資活動の結果使用した資金は、11億14百万円（前年同四半期の使用した資金は９億19百万円）とな

りました。これは主に、有形固定資産の取得によるものです。 

財務活動の使用した資金は、７億20百万円（前年同四半期の使用した資金は６億23百万円）となりま

した。これは主に、短期借入金の減少と配当金の支払いによるものです。 

平成22年10月期の通期業績予想は、平成22年６月９日に公表いたしました内容から変更しておりませ

ん。 

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

① 資産、負債及び純資産の状況

② キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

（表示方法の変更） 

四半期連結損益計算書関係 

前第３四半期連結累計期間において区分掲記しておりました「受取補償金」（当第３四半期連結累

計期間2,257千円）は、営業外収益の総額の100分の20以下であり、かつ重要性が低下したため、営業

外収益の「その他」に含めて表示しております。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年７月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,236,286 5,313,672

受取手形及び売掛金 14,102,383 15,122,484

商品及び製品 7,906,113 7,340,040

仕掛品 433,188 366,410

原材料及び貯蔵品 1,859,156 1,151,796

繰延税金資産 259,954 342,667

その他 501,909 530,980

貸倒引当金 △29,756 △31,228

流動資産合計 30,269,234 30,136,824

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,606,283 4,542,806

機械装置及び運搬具（純額） 3,771,800 3,423,149

工具、器具及び備品（純額） 127,424 149,289

土地 1,766,925 1,798,356

リース資産（純額） 115,417 134,889

建設仮勘定 121,246 505,848

その他（純額） 33,387 36,276

有形固定資産合計 10,542,485 10,590,616

無形固定資産

ソフトウエア 60,610 74,959

その他 126,375 129,798

無形固定資産合計 186,985 204,758

投資その他の資産

投資有価証券 1,522,968 1,597,665

繰延税金資産 128,680 68,059

その他 1,058,838 1,113,543

貸倒引当金 △84,474 △83,949

投資その他の資産合計 2,626,013 2,695,318

固定資産合計 13,355,484 13,490,692

資産合計 43,624,719 43,627,517
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年７月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年10月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,126,021 8,640,774

短期借入金 9,069,132 9,510,035

1年内返済予定の長期借入金 18,800 33,600

未払法人税等 502,757 374,992

賞与引当金 302,364 544,318

役員賞与引当金 30,675 35,000

その他 2,386,854 2,349,304

流動負債合計 20,436,604 21,488,024

固定負債

長期借入金 － 10,400

退職給付引当金 482,222 447,205

役員退職慰労引当金 313,186 346,794

繰延税金負債 7,853 51,055

その他 193,041 232,214

固定負債合計 996,303 1,087,669

負債合計 21,432,907 22,575,694

純資産の部

株主資本

資本金 3,379,736 3,379,736

資本剰余金 3,042,770 3,042,770

利益剰余金 16,967,064 15,808,453

自己株式 △1,299,430 △1,301,558

株主資本合計 22,090,140 20,929,402

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 101,304 137,495

繰延ヘッジ損益 △97,882 △122,389

為替換算調整勘定 △653,385 △620,490

評価・換算差額等合計 △649,962 △605,383

少数株主持分 751,633 727,804

純資産合計 22,191,811 21,051,823

負債純資産合計 43,624,719 43,627,517
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(2) 四半期連結損益計算書

【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年11月１日
至 平成21年７月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年11月１日
至 平成22年７月31日)

売上高 53,158,445 53,526,903

売上原価 45,969,223 45,292,979

売上総利益 7,189,222 8,233,924

販売費及び一般管理費 5,853,803 6,011,564

営業利益 1,335,419 2,222,359

営業外収益

受取利息 1,910 4,335

受取配当金 28,563 29,202

持分法による投資利益 19,507 23,140

受取保険金 15,716 35,668

受取補償金 27,513 －

その他 40,198 72,120

営業外収益合計 133,409 164,466

営業外費用

支払利息 124,994 75,074

為替差損 80,274 45,605

その他 4,942 3,055

営業外費用合計 210,211 123,735

経常利益 1,258,617 2,263,091

特別利益

固定資産売却益 875 45,174

補助金収入 － 67,974

貸倒引当金戻入額 2,256 1,742

その他 0 －

特別利益合計 3,131 114,890

特別損失

投資有価証券評価損 222 39,315

減損損失 102,151 20,762

固定資産除却損 31,738 77,346

その他 6,893 3,781

特別損失合計 141,005 141,205

税金等調整前四半期純利益 1,120,743 2,236,775

法人税、住民税及び事業税 314,333 816,421

法人税等調整額 190,698 △10,186

法人税等合計 505,031 806,235

少数株主利益 56,486 37,309

四半期純利益 559,225 1,393,231
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年11月１日
至 平成21年７月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年11月１日
至 平成22年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,120,743 2,236,775

減価償却費 1,031,414 1,059,236

支払利息 124,994 75,074

為替差損益（△は益） 47,188 3,891

引当金の増減額（△は減少） △249,002 △237,096

売上債権の増減額（△は増加） 1,984,930 1,004,595

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,298,547 △1,352,371

仕入債務の増減額（△は減少） △695,238 △503,205

その他の流動資産の増減額（△は増加） 222,635 5,618

その他 256,133 186,448

小計 5,142,346 2,478,967

利息及び配当金の受取額 43,406 47,958

利息の支払額 △123,124 △73,415

法人税等の支払額 △1,140,165 △678,075

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,922,462 1,775,434

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 △796,435 △1,155,124

有形固定資産の売却による収入 20,807 76,985

投資有価証券の取得による支出 △20,634 △8,900

関係会社出資金の払込による支出 △147,930 －

その他 24,423 △27,054

投資活動によるキャッシュ・フロー △919,768 △1,114,093

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △332,195 △433,826

長期借入金の返済による支出 △32,800 △25,200

自己株式の取得による支出 △4,850 △1,026

自己株式の売却による収入 1,428 1,956

リース債務の返済による支出 △11,208 △20,252

配当金の支払額 △233,473 △233,423

その他 △10,714 △9,163

財務活動によるキャッシュ・フロー △623,813 △720,935

現金及び現金同等物に係る換算差額 △53,155 △17,791

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,325,725 △77,385

現金及び現金同等物の期首残高 3,435,968 5,313,672

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,761,694 5,236,286
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該当事項はありません。 

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年11月１日 至 平成21年７月31日) 

連結財務諸表提出会社および連結子会社は、食材専門の製造・販売を主たる事業として行っておりま

す。全セグメントの売上高の合計、営業利益の金額の合計額に占める当該事業の割合がいずれも90％を

超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 
  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年11月１日 至 平成22年７月31日) 

連結財務諸表提出会社および連結子会社は、食材専門の製造・販売を主たる事業として行っておりま

す。全セグメントの売上高の合計、営業利益の金額の合計額に占める当該事業の割合がいずれも90％を

超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年11月１日 至 平成21年７月31日) 

 
（注）1 国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

   2 日本以外の区分に属する主な国又は地域 北米・・・米国 その他の地域・・・中国 

   3 「定性的情報・財務諸表等」４.（2）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の

変更②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更に記載の通り、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企

業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、通常の販売目的で保有するたな卸資産に

ついては、従来、主として先入先出法による原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より、

主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に

より算定しております。これにより、「日本」においては当第３四半期連結累計期間の営業利益が2,571千

円減少しております。なお、「北米」および「その他の地域」においては影響はありません。 

   4 「定性的情報・財務諸表等」４.（追加情報）に記載の通り、平成20年度の法人税法の改正に伴い、当社及

び国内連結子会社は、第１四半期連結会計期間より、機械装置の耐用年数を変更しております。これによ

り、「日本」においては当第３四半期連結累計期間の営業利益が42,994千円増加しております。なお、「北

米」および「その他の地域」においては影響はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

日本（千円） 北米（千円）
その他の地域
（千円）

計（千円）
消去又は全社 
（千円）

連結（千円）

売上高

(1)外部顧客に        

対する売上高
52,014,641 960,592 183,212 53,158,445 ― 53,158,445

(2)セグメント間の内部  

売上高又は振替高
599,730 4,699,560 1,914,044 7,213,336 (7,213,336) ―

計 52,614,372 5,660,152 2,097,256 60,371,782 (7,213,336) 53,158,445

営業利益又は      
営業損失(△)

1,986,927 △50,196 △61,285 1,875,445 (540,026) 1,335,419
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当第３四半期連結累計期間(自 平成21年11月１日 至 平成22年７月31日) 

 
（注）1 国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

   2 日本以外の区分に属する主な国又は地域 北米・・・米国 その他の地域・・・中国 

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年11月１日 至 平成21年７月31日) 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年11月１日 至 平成22年７月31日) 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

該当事項はありません。 
  

日本（千円） 北米（千円）
その他の地域
（千円）

計（千円）
消去又は全社 
（千円）

連結（千円）

売上高

(1)外部顧客に        

対する売上高
52,191,756 1,116,511 218,634 53,526,903 ― 53,526,903

(2)セグメント間の内部  

売上高又は振替高
299,287 5,849,207 1,815,980 7,964,475 (7,964,475) ―

計 52,491,044 6,965,719 2,034,615 61,491,378 (7,964,475) 53,526,903

営業利益 2,652,421 144,289 60,968 2,857,679 (635,319) 2,222,359

【海外売上高】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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