
 

 

 

   

 

 
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) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有 

23年10月期 期末配当金の内訳 東証上場25周年記念配当 3円00銭 

24年10月期（予想）期末配当金の内訳 設立65周年記念配当 3円00銭 

 

 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有 

 

平成24年10月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成24年９月10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24年9月11日 配当支払開始予定日 ―

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年10月期第３四半期の連結業績（平成23年11月１日～平24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 ％

24年10月期第３四半期 62,259 9.3 2,204 7.0 2,372 13.4 1,407 32.1

23年10月期第３四半期 56,981 6.5 2,059 △7.3 2,092 △7.5 1,065 △23.5

(注)包括利益 24年10月期第３四半期 1,629百万円（64.0％） 23年10月期第３四半期 993百万円（―％）

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

24年10月期第３四半期 72 36 ―

23年10月期第３四半期 54 76 ―

 (2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年10月期第３四半期 48,894 23,993 47.8

23年10月期 44,114 22,722 49.9

(参考) 自己資本 24年10月期第３四半期 23,349百万円 23年10月期 22,028百万円

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

23年10月期 ― 6 00 ― 9 00 15 00

24年10月期 ― 6 00 ―

24年10月期(予想) 9 00 15 00

3. 平成24年10月期の連結業績予想（平成23年11月１日～平成24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 82,000 9.1 2,600 11.2 2,750 16.7 1,700 52.0 87 40



  

 

 
  

 
  

 
  

  

  

・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）２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

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

 ② ①以外の会計方針の変更 ： 無

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 無

 ④ 修正再表示 ： 無

(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) 24年10月期3Ｑ 21,159,914株 23年10月期 21,159,914株

② 期末自己株式数 24年10月期3Ｑ 1,708,354株 23年10月期 1,708,032株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年10月期3Ｑ 19,451,731株 23年10月期3Ｑ 19,451,951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における食品業界は、生産物価格や輸入食材価格が上昇する中、お客様の

低価格志向は依然として続いており、当社の事業環境は厳しい状況にありました。 

このような状況下で、当社グループは、主力商品であるナッツ・ドライフルーツ等を中心に、国内外

での積極的な販促活動を行い、市場ニーズに対応した商品開発や生産子会社の設備拡充に努めてまいり

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、前年同四半期比9.3％増の622億59百万円と大

きく伸長し、営業利益は前年同四半期比7.0％増の22億４百万円、経常利益は前年同四半期比13.4％増

の23億72百万円となりました。 

四半期純利益は、前年同四半期におきまして東日本大震災に伴う損失を計上したこともあり、前年同

四半期比32.1％増の14億７百万円となりました。 

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、栗製品等の製菓原材料類や、クルミ・アーモンド等のナッツ類、レーズン等のドラ

イフルーツ類、フルーツ加工品や缶詰類が好調に推移したことから、前年同四半期比4.6％増の571億17

百万円となり、セグメント利益は、前年同四半期比1.0％増の25億25百万円となりました。 

２ 米国 

当地域の売上高は、米国産クルミの加工事業が拡大したことから、前年同四半期比21.0％増の107億

78百万円となり、セグメント利益は、前年同四半期比9.4％増の２億43百万円となりました。 

３ 中国 

当地域の売上高は、松の実等のシード類の輸出増や中国国内でのレーズン、クランベリー等の製菓用

食材が増加したことから、前年同四半期比50.2％増の40億25百万円となり、セグメント利益は、１億18

百万円（前年同四半期はセグメント損失61百万円）となりました。なお、前連結会計年度末まで持分法

適用会社であった上海秀愛国際貿易有限公司は、連結財務諸表における重要性が増したため、第１四半

期連結会計期間より連結子会社としております。 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は488億94百万円となり、前連結会計年度末に比べ47億80百万

円増加いたしました。その主な要因のうち、流動資産については、「商品及び製品」が24億41百万円、

「原材料及び貯蔵品」が13億20百万円、「受取手形及び売掛金」が２億44百万円、「仕掛品」が１億71

百万円それぞれ増加し、「現金及び預金」が３億20百万円減少した結果、前連結会計年度末に比べ41億

12百万円増加いたしました。また、固定資産は「建物及び構築物」が２億73百万円、「建設仮勘定」が

６億16百万円それぞれ増加し、投資その他の資産が２億49百万円減少した結果、前連結会計年度末に比

べ６億68百万円増加いたしました。 

負債合計は、249億１百万円となり、前連結会計年度末に比べ35億９百万円増加いたしました。その

主な要因のうち、流動負債については、「賞与引当金」が３億42百万円減少しましたが、「支払手形及

び買掛金」が14億57百万円、「短期借入金」が13億75百万円それぞれ増加したことから、前連結会計年

度末に比べ25億49百万円増加いたしました。また、固定負債は、「長期借入金」が９億77百万円増加し

たことに伴い、前連結会計年度末に比べ９億59百万円増加いたしました。 

純資産合計は、239億93百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億71百万円増加いたしました。そ

の主な要因は、「利益剰余金」が11億15百万円、「為替換算調整勘定」が１億45百万円それぞれ増加し

たことによるものです。 

平成24年10月期の連結業績予想は、平成23年12月12日に公表いたしました内容を修正しております。

詳細につきましては、本日（平成24年９月10日）公表いたしました「業績予想および配当予想（記念

配当）の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

１．当四半期決算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）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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第１四半期連結会計期間より、重要性が増した上海秀愛国際貿易有限公司を連結子会社としておりま

す。 

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月

４日）を適用しております。 

（法人税率の変更等による影響）  

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」

（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源

の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４

月１日以降に開始する連結会計年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われること

になりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の

40％から、平成24年11月１日に開始する連結会計年度から平成26年11月１日に開始する連結会計年度

に解消が見込まれる一時差異については38％に、平成27年11月１日に開始する連結会計年度以降に解

消が見込まれる一時差異については35％となります。 

この税率変更により、流動資産の「繰延税金資産」が12,898千円、固定資産の「繰延税金資産」が

20,141千円、固定負債の「繰延税金負債」が15,765千円それぞれ減少し、「法人税等調整額」（借

方）が26,953千円増加しております。また、その他有価証券評価差額金が11,209千円、繰延ヘッジ損

益が1,530千円増加しております。 

該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（追加情報）

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年10月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,067,582 4,747,223

受取手形及び売掛金 14,528,542 14,772,612

商品及び製品 8,448,160 10,889,545

仕掛品 439,888 611,727

原材料及び貯蔵品 1,180,818 2,501,627

繰延税金資産 477,560 246,238

その他 709,627 1,209,175

貸倒引当金 △14,665 △28,569

流動資産合計 30,837,515 34,949,581

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,183,373 4,456,726

機械装置及び運搬具（純額） 3,436,695 3,459,014

工具、器具及び備品（純額） 142,524 120,170

土地 2,255,224 2,267,866

リース資産（純額） 160,992 136,380

建設仮勘定 346,035 962,057

その他（純額） 26,143 70,217

有形固定資産合計 10,550,990 11,472,434

無形固定資産

ソフトウエア 46,436 34,318

その他 116,669 125,610

無形固定資産合計 163,106 159,929

投資その他の資産

投資有価証券 1,499,793 1,553,547

繰延税金資産 106,004 81,493

その他 1,030,493 736,876

貸倒引当金 △73,713 △58,941

投資その他の資産合計 2,562,577 2,312,976

固定資産合計 13,276,674 13,945,340

資産合計 44,114,189 48,894,921
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年10月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年７月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,014,717 9,472,493

短期借入金 8,965,210 10,341,166

1年内返済予定の長期借入金 100,800 221,400

未払法人税等 326,066 230,698

賞与引当金 638,480 295,919

役員賞与引当金 43,300 25,125

その他 2,300,740 2,352,317

流動負債合計 20,389,314 22,939,119

固定負債

長期借入金 348,800 1,325,800

退職給付引当金 246,740 277,925

役員退職慰労引当金 191,854 173,670

繰延税金負債 15,143 21,934

その他 200,258 162,743

固定負債合計 1,002,797 1,962,074

負債合計 21,392,112 24,901,194

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 17,871,363 18,987,196

自己株式 △1,299,907 △1,300,070

株主資本合計 22,993,962 24,109,632

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 95,877 133,415

繰延ヘッジ損益 △70,118 △47,445

為替換算調整勘定 △991,396 △845,879

その他の包括利益累計額合計 △965,636 △759,910

少数株主持分 693,751 644,005

純資産合計 22,722,077 23,993,727

負債純資産合計 44,114,189 48,894,921

5

正栄食品工業株式会社（8079）平成24年10月期 第３四半期決算短信



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
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22年11月１日
至 平成23年７月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年11月１日
至 平成24年７月31日)

売上高 56,981,382 62,259,167

売上原価 48,868,007 53,452,715

売上総利益 8,113,375 8,806,452

販売費及び一般管理費 6,053,545 6,602,220

営業利益 2,059,829 2,204,232

営業外収益

受取利息 6,949 8,163

受取配当金 30,203 32,408

持分法による投資利益 24,049 13,109

為替差益 － 66,016

受取保険金 15,454 34,946

受取補償金 － 109,892

その他 55,956 98,997

営業外収益合計 132,613 363,533

営業外費用

支払利息 64,753 89,098

為替差損 29,756 －

シンジケートローン手数料 － 21,000

支払補償費 － 64,103

その他 5,392 21,514

営業外費用合計 99,902 195,717

経常利益 2,092,540 2,372,048

特別利益

固定資産売却益 435 10,667

貸倒引当金戻入額 9,425 －

負ののれん発生益 － 33,083

特別利益合計 9,860 43,751

特別損失

固定資産除却損 17,297 72,996

減損損失 － 30,910

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 19,800 －

災害による損失 163,006 －

本社ビル解体費用 122,482 －

その他 636 3,216

特別損失合計 323,222 107,124

税金等調整前四半期純利益 1,779,178 2,308,676

法人税、住民税及び事業税 502,104 645,274

法人税等調整額 211,315 239,613

法人税等合計 713,419 884,888

少数株主損益調整前四半期純利益 1,065,758 1,423,787

少数株主利益 543 16,171

四半期純利益 1,065,215 1,407,615
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四半期連結包括利益計算書
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22年11月１日
至 平成23年７月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年11月１日
至 平成24年７月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,065,758 1,423,787

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △31,988 37,765

繰延ヘッジ損益 11,105 22,672

為替換算調整勘定 △48,552 145,516

持分法適用会社に対する持分相当額 △2,586 －

その他の包括利益合計 △72,023 205,954

四半期包括利益 993,735 1,629,742

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 994,754 1,613,342

少数株主に係る四半期包括利益 △1,019 16,399
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該当事項はありません。 

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成22年11月１日 至 平成23年７月31日) 

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 

 
(注) １．セグメント利益又は損失（△）の調整額△602,149千円には、セグメント間消去△19,153千円、全社費用△

582,996千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。 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成23年11月１日 至 平成24年７月31日) 

１. 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 

 
(注) １．セグメント利益の調整額△683,437千円には、セグメント間消去△90,658千円、全社費用△592,779千円が含

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。 
  

２. 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 

「日本」セグメントにおいて、連結子会社株式の追加取得により、負ののれん発生益33,083千円

を、当第３四半期連結累計期間に計上しております。なお、報告セグメントのセグメント利益には、

負ののれん発生益は含まれておりません。 

該当事項はありません。 
  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

(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 54,013,868 2,698,078 269,435 56,981,382 ― 56,981,382

  セグメント間の 
 内部売上高又は振替高

581,151 6,212,539 2,410,155 9,203,847 △9,203,847 ―

計 54,595,020 8,910,618 2,679,590 66,185,229 △9,203,847 56,981,382

セグメント利益 
又は損失（△）

2,500,719 222,949 △61,689 2,661,979 △602,149 2,059,829

(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 56,435,351 3,991,666 1,832,150 62,259,167 ― 62,259,167

  セグメント間の 
 内部売上高又は振替高

682,564 6,786,420 2,192,855 9,661,840 △9,661,840 ―

計 57,117,915 10,778,086 4,025,005 71,921,008 △9,661,840 62,259,167

セグメント利益 2,525,840 243,807 118,022 2,887,669 △683,437 2,204,232

（重要な負ののれん発生益）

（５）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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