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1.  平成23年10月期第1四半期の連結業績（平成22年11月1日～平成23年1月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

23年10月期第1四半期 19,321 7.0 832 △1.0 869 1.9 494 △9.1
22年10月期第1四半期 18,061 △3.3 840 205.6 853 362.7 544 694.1

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

23年10月期第1四半期 25.42 ―
22年10月期第1四半期 27.97 ―

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

23年10月期第1四半期 46,086 22,395 47.0 1,113.43
22年10月期 43,533 22,036 48.9 1,094.68

（参考） 自己資本   23年10月期第1四半期  21,662百万円 22年10月期  21,293百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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

22年10月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
23年10月期 ―
23年10月期 

（予想） 6.00 ― 6.00 12.00

3.  平成23年10月期の連結業績予想（平成22年11月1日～平成23年10月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

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

第2四半期 
(累計) 37,500 1.5 1,650 △10.9 1,650 △15.3 850 △27.7 43.70

通期 72,000 0.8 2,400 △6.2 2,350 △7.6 1,200 △15.1 61.69



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（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。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（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。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、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きは終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年10月期1Q 21,159,914株 22年10月期  21,159,914株
② 期末自己株式数 23年10月期1Q  1,707,916株 22年10月期  1,707,863株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年10月期1Q 19,452,025株 22年10月期1Q 19,450,652株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気改善の動きに一服感が見られました。新興国

に牽引される形で徐々に景気の回復が見られますが、国際商品市況の一段の上昇が生じるなど、当社の

事業環境は依然として厳しい状況が続いております。 

このような状況の下で、当社グループは、主力商品である製菓原材料、乾果実・缶詰類を中心に好調

に推移いたしました。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期比7.0％増の193億21百万円とな

りました。利益面では、売上利益率が低下したこと、販売管理費が増加したこと等により、営業利益は

前年同四半期比1.0％減の８億32百万円となりました。 

経常利益は前年同四半期比1.9％増の８億69百万円となりましたが、四半期純利益は、資産除去債務

に係る19百万円の特別損失の計上を行い、前年同四半期比9.1％減の４億94百万円となりました。 

セグメントの業績は次のとおりであります。 

１ 日本 

国内の売上高は、栗製品などの製菓原材料やナッツ・ドライフルーツ類が堅調に推移したことから

185億18百万円となり、セグメント利益は、農産物や輸入食材の価格上昇等もあり９億90百万円とな

りました。 

２ 米国 

当地域の売上高は、プルーン事業や米国産クルミの加工事業が堅調に推移したことから26億71百万

円となり、セグメント利益は、事業整備に伴う収益力の改善等から71百万円となりました。 

３ 中国 

当地域の売上高は、製菓用食材やナッツ・シード類の対日輸出が増加したことから８億44百万円と

なりましたが、生産設備の拡充や人件費等の上昇もありセグメント損失42百万円となりました。 

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

2

正栄食品工業株式会社（8079）平成23年10月期　第１四半期決算短信



  

当第１四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25億53百万円増加し、460億86百

万円となりました。増減の内訳は、流動資産が21億62百万円増加しましたが、その主な要因は原材料及

び貯蔵品が22億54百万円増加し、現金及び預金が１億61百万円、繰延税金資産が２億81百万円それぞれ

減少したことによります。また、固定資産は３億90百万円増加いたしました。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ21億94百万円増加し、236億91百万円となりました。増減の内

訳は、流動負債が23億14百万円増加し、固定負債が１億20百万円減少しましたが、その主な要因は、支

払手形及び買掛金が15億61百万円、短期借入金が15億94百万円それぞれ増加し、未払法人税等が６億59

百万円減少したことによります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ３億59百万円増加し、223億95百万円となりました。 

当第１四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１億61百万円減少（前年同四半期は１百万円の増加）し46億48百万円となりました。 

営業活動の結果使用した資金は、10億20百万円（前年同四半期の使用した資金は６億83百万円）とな

りました。これは主に、税金等調整前四半期純利益８億43百万円、減価償却費３億53百万円、たな卸資

産の増加22億61百万円、仕入債務の増加15億68百万円、法人税等の支払７億79百万円によるものです。

投資活動の結果使用した資金は、５億80百万円（前年同四半期の使用した資金は２億22百万円）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。 

財務活動の結果得られた資金は、14億52百万円（前年同四半期の得られた資金は８億71百万円）とな

りました。これは主に、短期借入金の増加と配当金の支払いによるものです。 

平成23年10月期の通期業績予想は、平成22年12月13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。 

（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） 

①「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３

月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号

平成20年３月10日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

これによる経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありません。 

②「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成

20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号

平成20年３月31日）を適用しております。 

これにより、税金等調整前四半期純利益は19,800千円減少しております。また、当会計基準等の適

用開始による資産除去債務の変動額は19,800千円であります。 

（表示方法の変更） 

四半期連結損益計算書 

①「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸

表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日

内閣府令第５号）の適用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純

利益」の科目で表示しております。 

②前第１四半期連結累計期間まで営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取保険

金」は、当第１四半期連結累計期間において営業外収益の100分の20を超えたため、区分掲記する

こととしました。なお、前第１四半期連結累計期間の「受取保険金」は、387千円であります。 

  

該当事項はありません。 

  

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

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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１四半期連結会計期間末
(平成23年１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22年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,648,103 4,809,223

受取手形及び売掛金 14,918,225 14,923,069

商品及び製品 7,628,439 7,578,350

仕掛品 383,406 445,983

原材料及び貯蔵品 3,324,947 1,070,362

繰延税金資産 214,367 495,825

その他 1,397,280 1,029,627

貸倒引当金 △16,685 △17,254

流動資産合計 32,498,084 30,335,187

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,358,277 4,431,239

機械装置及び運搬具（純額） 3,578,607 3,675,324

工具、器具及び備品（純額） 109,417 112,017

土地 2,174,528 1,756,379

リース資産（純額） 196,200 208,062

建設仮勘定 327,495 261,926

その他（純額） 29,727 31,116

有形固定資産合計 10,774,254 10,476,066

無形固定資産

ソフトウエア 54,744 57,269

その他 120,722 120,439

無形固定資産合計 175,467 177,709

投資その他の資産

投資有価証券 1,514,811 1,466,235

繰延税金資産 158,040 151,374

その他 1,050,206 1,009,337

貸倒引当金 △84,088 △82,533

投資その他の資産合計 2,638,970 2,544,412

固定資産合計 13,588,691 13,198,189

資産合計 46,086,776 43,533,376

5

正栄食品工業株式会社（8079）平成23年10月期　第１四半期決算短信



(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年１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22年10月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,828,327 8,266,510

短期借入金 10,084,608 8,489,777

1年内返済予定の長期借入金 2,000 10,400

未払法人税等 183,418 842,816

賞与引当金 281,158 702,870

役員賞与引当金 15,950 41,200

その他 2,336,033 2,063,499

流動負債合計 22,731,496 20,417,073

固定負債

退職給付引当金 526,850 498,785

役員退職慰労引当金 169,416 319,551

繰延税金負債 4,284 328

その他 259,157 261,296

固定負債合計 959,708 1,079,961

負債合計 23,691,204 21,497,034

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 17,364,524 16,986,737

自己株式 △1,299,862 △1,299,837

株主資本合計 22,487,168 22,109,406

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 138,897 110,275

繰延ヘッジ損益 △72,331 △130,743

為替換算調整勘定 △895,382 △795,079

評価・換算差額等合計 △828,816 △815,547

少数株主持分 737,220 742,483

純資産合計 22,395,571 22,036,342

負債純資産合計 46,086,776 43,533,376
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(2) 四半期連結損益計算書

 【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

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

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年11月１日
至 平成23年１月31日)

売上高 18,061,034 19,321,544

売上原価 15,241,835 16,494,794

売上総利益 2,819,198 2,826,749

販売費及び一般管理費 1,978,314 1,994,029

営業利益 840,884 832,720

営業外収益

受取利息 1,030 4,195

受取配当金 6,709 10,084

持分法による投資利益 4,725 16,807

受取保険金 － 15,454

その他 24,194 17,624

営業外収益合計 36,658 64,166

営業外費用

支払利息 24,060 23,670

為替差損 － 3,405

その他 426 759

営業外費用合計 24,486 27,835

経常利益 853,056 869,050

特別利益

固定資産売却益 45,130 22

貸倒引当金戻入額 4,179 －

特別利益合計 49,310 22

特別損失

固定資産除却損 18,785 5,448

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 19,800

その他 － 440

特別損失合計 18,785 25,689

税金等調整前四半期純利益 883,581 843,384

法人税、住民税及び事業税 253,403 132,666

法人税等調整額 78,034 221,044

法人税等合計 331,438 353,710

少数株主損益調整前四半期純利益 － 489,674

少数株主利益又は少数株主損失（△） 8,043 △4,825

四半期純利益 544,099 494,499
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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１四半期連結累計期間
(自 平成21年11月１日
至 平成22年１月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年11月１日
至 平成23年１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 883,581 843,384

減価償却費 331,400 353,147

引当金の増減額（△は減少） △293,543 △567,037

売上債権の増減額（△は増加） △573,527 △12,267

たな卸資産の増減額（△は増加） △881,769 △2,261,109

仕入債務の増減額（△は減少） △47,494 1,568,245

未払金の増減額（△は減少） 173,415 166,575

その他 △64,000 △338,662

小計 △471,937 △247,725

利息及び配当金の受取額 22,128 28,681

利息の支払額 △22,590 △22,095

法人税等の支払額 △211,150 △779,250

営業活動によるキャッシュ・フロー △683,549 △1,020,389

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 △296,025 △580,776

有形固定資産の売却による収入 76,968 99

投資有価証券の取得による支出 △2,342 △3,097

その他 △1,104 3,767

投資活動によるキャッシュ・フロー △222,504 △580,006

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） 1,003,701 1,589,997

長期借入金の返済による支出 △8,400 △8,400

自己株式の取得による支出 △262 △25

配当金の支払額 △116,705 △116,712

リース債務の返済による支出 △6,778 △12,199

財務活動によるキャッシュ・フロー 871,554 1,452,659

現金及び現金同等物に係る換算差額 36,403 △13,382

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,902 △161,120

現金及び現金同等物の期首残高 5,313,672 4,809,223

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,315,575 4,648,103
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該当事項はありません。 

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年11月１日 至 平成22年１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１四半期連結累計期間(自 平成21年11月１日 至 平成22年１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１四半期連結累計期間(自 平成21年11月１日 至 平成22年１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。 

  

(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
17,505,945 522,954 32,133 18,061,034 ― 18,061,034

(2)セグメント間の内部  

売上高又は振替高
193,130 1,704,288 697,020 2,594,440 (2,594,440) ―

計 17,699,076 2,227,243 729,154 20,655,474 (2,594,440) 18,061,034

営業利益 999,274 41,079 42,006 1,082,359 (241,475) 840,884

【海外売上高】
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１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので

あります。 

当社グループは、主に製菓原材料等の加工食品やナッツ・ドライフルーツの生産・販売をしており、国

内においては当社及び国内子会社が、海外においては米国、中国の各地域を現地法人が、それぞれ担当し

ております。現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、取り扱う製品について各地域の特性を生かし

た当社グループとしての戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社グループは、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、

「日本」、「米国」および「中国」の3つを報告セグメントにしております。 

  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年11月１日  至 平成23年１月31日) 

 
(注）１. セグメント利益又は損失（△）の調整額△204,754千円には、セグメント間消去400,230千円、全社費用△

195,475千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２. セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

３  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

(追加情報) 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20

号  平成20年３月21日)を適用しております。 

  

該当事項はありません。 

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期連結
損益計算書 
計上額(注)２日本 米国 中国 計

売上高

  外部顧客への売上高 18,338,598 891,665 91,280 19,321,544 ― 19,321,544

  セグメント間の 
 内部売上高又は振替高

180,198 1,779,866 752,782 2,712,847 (2,712,847) ―

計 18,518,797 2,671,531 844,062 22,034,391 (2,712,847) 19,321,544

セグメント利益 
又は損失（△）

990,974 71,730 △25,230 1,037,474 (204,754) 832,720

(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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