
 

平成 23 年 1月 19 日 

各 位 
 上場会社名    正 栄 食 品 工 業 株 式 会 社 
 代 表 者 代表取締役社長 本 多 市 郎 

（ コード番号 ８０７９ ） 
 問合せ先責任者 常 務 取 締 役 藤 雄 博 周 

 （ ＴＥＬ  03－3253－1211 ） 
 

(訂正・数値データ訂正あり)「平成 22 年 10 月期 決算短信」の一部訂正について 
 
平成 22 年 12 月 13 日に発表いたしました。「平成 22 年 10 月期 決算短信」の記載内容に一部

訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
 
 

記 
訂正箇所 
※ 訂正箇所には下線を引いております。 
訂正 1.サマリー情報 
1.平成 22 年 10 月期の連結業績（平成 21 年 11 月 1 日～平成 22 年 10 月 31 日） 
（3）連結キャッシュ・フローの状況 
（訂正前） 
 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 現金及び現金同等物期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

22 年 10 月期 2,435 △1,688 △1,183 4,809
21 年 10 月期 5,416 △1,406 △2,023 5,313
（訂正後） 
 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 現金及び現金同等物期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

22 年 10 月期 2,545 △1,688 △1,293 4,809
21 年 10 月期 5,416 △1,406 △2,023 5,313
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訂正 2. 5-6 ページ 
1. 経営成績 
（2）財政状態に関する分析 
（訂正前） 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、24億35百万円（前年同期比29億80百万円減）の収入となりました。これは主に、税金等

調整前当期純利益23億20百万円、減価償却費14億19百万円、たな卸資産２億85百万円の増加等によるものです。 

（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、16億88百万円（前年同期比２億81百万円増）となりました。これは主に、有形固定資産

の取得による支出17億７百万円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、11億83百万円（前年同期比８億39百万円減）となりました。これは主に、借入金返済と

配当金の支払いによるものです。 

（参考） キャッシュ・フローの関連指標の推移 

 平成20年10月期 平成21年10月期 平成22年10月期 

自己資本比率 45.0％ 46.6％ 48.9％

時価ベースの自己資本比率 17.3％ 19.8％ 22.3％

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率 

3.0年 1.8年 3.5年

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ 

19.2 35.8 26.1

 
（訂正後） 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、25億45百万円（前年同期比28億70百万円減）の収入となりました。これは主に、税金等

調整前当期純利益23億20百万円、減価償却費14億19百万円、たな卸資産２億85百万円の増加等によるものです。 

（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、16億88百万円（前年同期比２億81百万円増）となりました。これは主に、有形固定資産

の取得による支出17億７百万円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、12億93百万円（前年同期比7億29百万円減）となりました。これは主に、借入金の返済

10億17百万円と配当金の支払い2億33百万円によるものです。 

（参考） キャッシュ・フローの関連指標の推移 

 平成20年10月期 平成21年10月期 平成22年10月期 

自己資本比率 45.0％ 46.6％ 48.9％

時価ベースの自己資本比率 17.3％ 19.8％ 22.3％

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率 

3.0年 1.8年 3.3年

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ 

19.2 35.8 27.3
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訂正 3. 39 ページ 
（訂正前） 
4.【連結財務諸表】 
（4）【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

  
前連結会計年度 

(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年11月１日 

 至 平成22年10月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純利益 1,943,342 2,320,369
 減価償却費 1,376,504 1,419,020
 減損損失 97,509 91,413
 貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,805 △12,621
 退職給付引当金の増減額（△は減少） 37,233 59,550
 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 32,614 △27,243
 受取利息及び受取配当金 △44,817 △39,863
 支払利息 151,487 94,120
 固定資産売却損益（△は益） △23,710 △46,551
 為替差損益（△は益） 78,963 52,053
 売上債権の増減額（△は増加） △132,169 141,039
 たな卸資産の増減額（△は増加） 2,049,945 △285,690
 仕入債務の増減額（△は減少） 633,022 △331,241
 その他 433,228 △291,243
 小計 6,648,959 3,143,111
 利息及び配当金の受取額 57,623 54,128
 利息の支払額 △151,160 △93,342
 法人税等の支払額 △1,139,211 △668,438
 営業活動によるキャッシュ・フロー 5,416,210 2,435,459

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 △1,250,838 △1,707,938
 有形固定資産の売却による収入 49,636 79,533
 投資有価証券の取得による支出 △23,040 △11,375
 投資有価証券の売却による収入 35,155 －

 関係会社出資金の払込による支出 △147,930 －

 その他 △69,777 △48,316
 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,406,794 △1,688,096

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） △1,714,144 △983,451
 長期借入金の返済による支出 △41,200 △33,600
 自己株式の取得による支出 △5,047 △1,433
 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 △17,504 77,699
 配当金の支払額 △233,473 △233,423
 少数株主への配当金の支払額 △13,189 △11,638
 財務活動によるキャッシュ・フロー △2,023,131 △1,183,889

現金及び現金同等物に係る換算差額 △108,581 △67,922

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,877,703 △504,449

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期末残高 ※ 5,313,672 ※ 4,809,223
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（訂正後） 
4.【連結財務諸表】 
（4）【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

  
前連結会計年度 

(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年11月１日 

 至 平成22年10月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純利益 1,943,342 2,320,369
 減価償却費 1,376,504 1,419,020
 減損損失 97,509 91,413
 貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,805 △12,621
 退職給付引当金の増減額（△は減少） 37,233 59,550
 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 32,614 △27,243
 受取利息及び受取配当金 △44,817 △39,863
 支払利息 151,487 94,120
 固定資産売却損益（△は益） △23,710 △46,127
 為替差損益（△は益） 78,963 52,053
 売上債権の増減額（△は増加） △132,169 141,039
 たな卸資産の増減額（△は増加） 2,049,945 △285,690
 仕入債務の増減額（△は減少） 633,022 △331,241
 その他 433,228 △181,606
 小計 6,648,959 3,253,172
 利息及び配当金の受取額 57,623 54,128
 利息の支払額 △151,160 △93,342
 法人税等の支払額 △1,139,211 △668,438
 営業活動によるキャッシュ・フロー 5,416,210 2,545,520

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 △1,250,838 △1,707,938
 有形固定資産の売却による収入 49,636 79,533
 投資有価証券の取得による支出 △23,040 △11,375
 投資有価証券の売却による収入 35,155 －

 関係会社出資金の払込による支出 △147,930 －

 その他 △69,777 △48,316
 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,406,794 △1,688,096

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） △1,714,144 △983,451
 長期借入金の返済による支出 △41,200 △33,600
 自己株式の取得による支出 △5,047 △1,433
 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 △17,504 △32,361
 配当金の支払額 △233,473 △233,423
 少数株主への配当金の支払額 △13,189 △11,638
 財務活動によるキャッシュ・フロー △2,023,131 △1,293,950

現金及び現金同等物に係る換算差額 △108,581 △67,922

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,877,703 △504,449

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期末残高 ※ 5,313,672 ※ 4,809,223
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