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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62期

第２四半期連結
累計期間

第63期
第２四半期連結
累計期間

第62期 
第２四半期連結
会計期間

第63期 
第２四半期連結
会計期間

第62期

会計期間

自　平成20年
　　11月１日
至　平成21年
　　４月30日

自　平成21年
　　11月１日
至　平成22年
　　４月30日

自　平成21年 
　　２月１日 
至　平成21年 
　　４月30日

自　平成22年 
　　２月１日 
至　平成22年 
　　４月30日

自　平成20年
　　11月１日
至　平成21年
　　10月31日

売上高 (千円) 36,666,59036,939,90917,980,65618,878,87571,477,231

経常利益 (千円) 836,0031,947,194651,6451,094,1382,133,137

四半期(当期)純利益 (千円) 354,7751,175,056286,256 630,9561,024,049

純資産額 (千円) ― ― 20,901,38922,352,56721,051,823

総資産額 (千円) ― ― 44,673,04945,052,92343,627,517

１株当たり純資産額 (円) ― ― 1,033.141,110.491,044.89

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 18.23 60.41 14.71 32.44 52.64

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― ― 45.0 47.9 46.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 2,547,4581,695,455 ― ― 5,416,210

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △723,983△721,775 ― ― △1,406,794

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 599,332△162,142 ― ― △2,023,131

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 5,816,5566,156,9325,313,672

従業員数 (名) ― ― 1,035 1,052 1,028

（注）1　当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の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　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。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容に

ついて、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成22年４月30日現在

従業員数(名) 1,052 (927)

(注) 1　従業員数は就業人員であります。

2　従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当第２四半期連結会計期間の平均雇用人員であります。

　

(2) 提出会社の状況

　 平成22年４月30日現在

従業員数(名) 288 (34)

(注) 1　従業員数は就業人員であります。

2　従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当第２四半期会計期間の平均雇用人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第２四半期連結会計期間における生産実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門の名称 金額(千円) 前年同四半期比（％）

食品事業

乳製品・油脂類 2,490,525 99.3

製菓原材料類 1,139,452 142.6

乾果実・缶詰類 2,773,072 118.0

菓子・リテール商品類 3,190,904 98.7

合計 9,593,955 107.9

(注) １　金額は、販売価格によっております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 仕入実績

当第２四半期連結会計期間における仕入実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門の名称 金額(千円) 前年同四半期比（％）

食品事業

乳製品・油脂類 3,587,693 98.3

製菓原材料類 2,727,717 88.0

乾果実・缶詰類 1,811,926 124.0

菓子・リテール商品類 82,557 138.6

その他 114,636 196.7

合計 8,324,531 100.0

(注) １　金額は、仕入価格によっております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　
(3) 受注実績

当社および連結子会社は需要見込による生産方式をとっているため、該当事項はありません。
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(4) 販売実績

当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門の名称 金額(千円) 前年同四半期比（％）

食品事業

乳製品・油脂類 5,991,672 106.2

製菓原材料類 3,953,379 103.5

乾果実・缶詰類 5,122,129 106.3

菓子・リテール商品類 3,679,886 103.0

その他 127,982 108.3

小計 18,875,050 105.0

その他 3,825 58.3

合計 18,878,875 105.0

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間において、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。

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

４ 【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、当四半期報告書提出日現在において、当社グループ（当社及び当社の関係

会社）が判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第２四半期連結会計期間（平成22年２月１日～平成22年４月30日）におけるわが国経済は、新興国

を中心とした海外経済の復調を背景に、企業収益の改善や景気の持ち直し等も見られましたが、厳しい雇

用情勢や所得環境に起因した生活防衛や低価格志向など、未だ個人消費の改善が見られず、厳しい事業環

境にありました。

このような状況の中で当社グループは、米国現地法人におけるプルーン事業や、米国産クルミの新規事

業に加え、国内生産子会社や中国現地法人の稼働率の向上など、生産ラインの合理化・改善に努めてまい

りました。

これらの結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は188億78百万円（前年同四半期比5.0％増）とな

り、利益面では、売上原価率が改善したことから、営業利益が10億11百万円（前年同四半期比61.4％増）

となり、経常利益は10億94百万円（前年同四半期比67.9％増）、四半期純利益は６億30百万円（前年同四

半期比120.4％増）となりました。

当社グループの品目別の業績は次のとおりであります。

乳製品・油脂類につきましては、海外乳製品が低調に推移し、煉乳などの筑波製品や油脂類も伸び悩み

ましたが、粉乳やバター等の原料乳製品が堅調に推移したことから、品目別売上高は59億91百万円（前年

同四半期比6.2％増）となりました。

製菓原材料類は、糖置換フルーツや栗製品が総じて低調に推移し、穀粉類も販売減となりましたが、各

種の製菓用食材や和菓子材料が伸長したことから品目別売上高は39億53百万円（前年同四半期比3.5％

増）となりました。

乾果実類では、米国産やその他の地域のレーズンがそれぞれ低調に推移し、フルーツ缶詰や業務用食材

も販売減となりましたが、アーモンド加工品やクルミ等のナッツ類が伸長したことから品目別売上高は

51億22百万円（前年同四半期比6.3％増）となりました。

菓子・リテール商品類は、チョコレート製品やビスケット等の焼菓子類が伸び悩んだものの、プルーン

やナッツ類の小袋品がそれぞれ伸長したことから品目別売上高は36億79百万円（前年同四半期比3.0％

増）となりました。
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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184億81百万円（前年同四半期比3.6％増）、営業利益は11億38百万円（前

年同四半期比31.2％増）となりました。

２　北米

米国における連結売上高は24億55百万円（前年同四半期比52.5％増）、営業利益は60百万円（前年同

四半期は15百万円の損失）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７億38百万円（前年同四半期比37.6％増）、営業利益は10百万円

（前年同四半期は30百万円の損失）となりました。

(2) 財政状態の分析

当第２四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14億25百万円増加し、450億52百万

円となりました。増減の内訳は、流動資産が13億３百万円増加しましたが、その主な要因は、現金及び預金

が８億43百万円、原材料及び貯蔵品が10億34百万円、仕掛品が４億12百万円それぞれ増加し、受取手形及

び売掛金が７億41百万円減少したことによります。また、固定資産が１億22百万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１億24百万円増加し、227億円となりました。増減の内訳は、流動

負債が１億23百万円、固定負債が１百万円それぞれ増加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13億円増加し、223億52百万円となりました。

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四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、第１四半期連

結会計期間末に比べ８億41百万円増加（前年同四半期は11億42百万円の増加）し61億56百万円となりま

した。

各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

（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、23億79百万円（前年同四半期の得られた資金は28億22百万円）とな

りました。これは主に、税金等調整前四半期純利益10億65百万円、減価償却費３億73百万円、売上債権の減

少13億41百万円、たな卸資産の増加４億52百万円によるものです。

（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、４億99百万円（前年同四半期の使用した資金は５億95百万円）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、10億33百万円（前年同四半期の使用した資金は11億52百万円）とな

りました。これは主に、短期借入金の減少によるものです。

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありませ

ん。

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期連結会計期間において、第１四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、

除却等について、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はあり

ません。
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第４ 【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 48,585,000

計 48,585,000

② 【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年４月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年６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 21,159,91421,159,914
 東京証券取引所
 市場第二部

権利内容に何ら限定のない
当社における標準となる株
式であり、単元株式数は
1,000株であります。

計 21,159,91421,159,914― ―

(注)平成22年６月14日開催の取締役会決議により定款の一部変更が行われ、単元株式数を1,000株から100株に変

更いたしております。

なお、単元株式数変更の効力発生日は、平成22年９月１日を予定しております。

(2) 【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】

平成22年２月１日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書から適用されるため、記載事項はあり

ません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【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)

平成22年２月１日から
　 平成22年４月30日　　

― 21,159,914 ― 3,379,736 ― 3,042,770
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(6) 【大株主の状況】

平成22年４月30日現在

氏名又は名称 住所 所有株式数
 (千株)

発行済株式総数に対する  　
　所有株式数の割合(％)

正栄プラザ株式会社 東京都大田区中央１―９―17 3,721 17.6

正栄食品工業株式会社 東京都台東区秋葉原５―７ 1,706 8.1

本多興産有限会社 東京都文京区西片１―10―13 1,322 6.2

本 多 秀 光 東京都文京区 715 3.4

正栄食品取引先持株会 東京都台東区秋葉原５―７ 570 2.7

株式会社みずほ銀行
(常任代理人資産管理サービス信
託銀行株式会社)

東京都千代田区内幸町１―１―５
(東京都中央区晴海１―８―12 晴海
アイランドトリトンスクエアオフィ
スタワーＺ棟)

545 2.6

正栄食品グループ従業員持株会 東京都台東区秋葉原５―７ 535 2.5

本 多 市 郎 東京都大田区 483 2.3

株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内２―７―１ 456 2.2

第一生命保険株式会社
(常任代理人資産管理サービス信
託銀行株式会社)

東京都千代田区有楽町１―13―１
(東京都中央区晴海１―８―12 晴海
アイランドトリトンスクエアオフィ
スタワーＺ棟)

419 2.0

計 ― 10,477 49.5

（注）第一生命保険相互会社は、平成22年４月１日付で株式会社化し、第一生命保険株式会社に組織変更しております。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成22年４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

1,706,000

完全議決権株式(その他)
 普通株式

19,201 ―
19,201,000

単元未満株式
 普通株式

― ―
252,914

発行済株式総数 21,159,914― ―

総株主の議決権 ― 19,201 ―

② 【自己株式等】

　 　 平成22年４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)
正栄食品工業株式会社

東京都台東区秋葉原５-７ 1,706,000 ― 1,706,000 8.1

計 ― 1,706,000 ― 1,706,000 8.1

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
11月

平成21年
12月

平成22年
１月

平成22年 
２月

平成22年 
３月

平成22年 
４月

最高(円) 450 443 475 491 517 550

最低(円) 421 411 432 459 467 506

(注)　最高・最低株価は東京証券取引所(市場第二部)におけるものであります。

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありませ

ん。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第２四半期連結会計期間(平成21年２月１日から平成21年４月30日まで)及び前第２四半期連結

累計期間(平成20年11月１日から平成21年４月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第２四半期連結会計期間(平成22年２月１日から平成22年４月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間

(平成21年11月１日から平成22年４月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則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、前第２四半期連結会計期間(平成21年２月１

日から平成21年４月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成20年11月１日から平成21年４月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表については監査法人トーマツによる四半期レビューを受け、また、当第２四

半期連結会計期間(平成22年２月１日から平成22年４月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成21

年11月１日から平成22年４月30日まで)に係る四半期連結財務諸表については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。

なお、有限責任監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月１日をもって監査法人

トーマツから名称変更しております。
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１【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２四半期連結会計期間末
(平成22年４月30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 6,156,932 5,313,672

受取手形及び売掛金 14,381,151 ※3
 15,122,484

商品及び製品 7,252,838 7,340,040

仕掛品 779,370 366,410

原材料及び貯蔵品 2,186,791 1,151,796

繰延税金資産 321,087 342,667

その他 392,040 530,980

貸倒引当金 △30,294 △31,228

流動資産合計 31,439,916 30,136,824

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,675,119 4,542,806

機械装置及び運搬具（純額） 3,927,848 3,423,149

工具、器具及び備品（純額） 137,919 149,289

土地 1,777,245 1,798,356

リース資産（純額） 122,404 134,889

建設仮勘定 51,840 505,848

その他（純額） 35,677 36,276

有形固定資産合計 ※1
 10,728,054

※1
 10,590,616

無形固定資産

ソフトウエア 63,916 74,959

その他 132,177 129,798

無形固定資産合計 196,093 204,758

投資その他の資産

投資有価証券 1,596,741 1,597,665

繰延税金資産 93,994 68,059

その他 1,082,007 1,113,543

貸倒引当金 △83,885 △83,949

投資その他の資産合計 2,688,858 2,695,318

固定資産合計 13,613,006 13,490,692

資産合計 45,052,923 43,627,517
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年４月30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 8,209,977 ※3
 8,640,774

短期借入金 9,519,027 9,510,035

1年内返済予定の長期借入金 27,200 33,600

未払法人税等 992,063 374,992

賞与引当金 492,430 544,318

役員賞与引当金 33,800 35,000

その他 2,336,667 2,349,304

流動負債合計 21,611,164 21,488,024

固定負債

長期借入金 － 10,400

退職給付引当金 459,442 447,205

役員退職慰労引当金 361,206 346,794

繰延税金負債 61,093 51,055

その他 207,449 232,214

固定負債合計 1,089,190 1,087,669

負債合計 22,700,355 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 16,865,606 15,808,453

自己株式 △1,299,360 △1,301,558

株主資本合計 21,988,753 20,929,402

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 147,616 137,495

繰延ヘッジ損益 △14,598 △122,389

為替換算調整勘定 △519,458 △620,490

評価・換算差額等合計 △386,440 △605,383

少数株主持分 750,254 727,804

純資産合計 22,352,567 21,051,823

負債純資産合計 45,052,923 43,627,517
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年11月１日
　至 平成21年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年11月１日
　至 平成22年４月30日)

売上高 36,666,590 36,939,909

売上原価 31,819,561 31,091,453

売上総利益 4,847,028 5,848,455

販売費及び一般管理費 ※
 3,945,177

※1
 3,996,400

営業利益 901,850 1,852,055

営業外収益

受取利息 1,276 3,362

受取配当金 10,248 6,972

為替差益 － 31,135

受取保険金 － 35,668

持分法による投資利益 14,140 14,994

受取補償金 26,613 －

その他 32,743 56,659

営業外収益合計 85,022 148,792

営業外費用

支払利息 88,337 51,652

為替差損 58,643 －

その他 3,888 2,000

営業外費用合計 150,869 53,652

経常利益 836,003 1,947,194

特別利益

固定資産売却益 322 45,175

補助金収入 － ※2
 67,974

貸倒引当金戻入額 917 1,620

特別利益合計 1,240 114,770

特別損失

投資有価証券評価損 3,625 39,315

減損損失 104,513 21,833

固定資産除却損 29,984 50,448

その他 7,199 1,767

特別損失合計 145,323 113,365

税金等調整前四半期純利益 691,919 1,948,600

法人税、住民税及び事業税 240,820 822,058

法人税等調整額 71,043 △71,984

法人税等合計 311,864 750,074

少数株主利益 25,279 23,470

四半期純利益 354,775 1,175,056
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【第２四半期連結会計期間】
(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年２月１日
　至 平成21年４月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年２月１日
　至 平成22年４月30日)

売上高 17,980,656 18,878,875

売上原価 15,388,044 15,849,618

売上総利益 2,592,612 3,029,256

販売費及び一般管理費 ※
 1,965,936

※1
 2,018,085

営業利益 626,675 1,011,170

営業外収益

受取利息 565 2,332

受取配当金 224 263

株式割当益 － 23,424

受取保険金 － 35,280

持分法による投資利益 1,163 10,268

為替差益 24,746 25,558

受取補償金 26,613 －

その他 21,159 15,004

営業外収益合計 74,472 112,133

営業外費用

支払利息 45,986 27,592

その他 3,516 1,573

営業外費用合計 49,503 29,166

経常利益 651,645 1,094,138

特別利益

固定資産売却益 23 45

投資有価証券評価損戻入益 19,954 －

補助金収入 － ※2
 67,974

貸倒引当金戻入額 867 －

特別利益合計 20,846 68,019

特別損失

投資有価証券評価損 3,625 39,315

減損損失 104,513 21,833

固定資産除却損 16,236 31,662

その他 7,199 4,327

特別損失合計 131,575 97,138

税金等調整前四半期純利益 540,916 1,065,018

法人税、住民税及び事業税 240,009 568,654

法人税等調整額 △17,044 △150,018

法人税等合計 222,965 418,635

少数株主利益 31,694 15,426

四半期純利益 286,256 630,956
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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２四半期連結累計期間
(自 平成20年11月１日
　至 平成21年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年11月１日
　至 平成22年４月30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 691,919 1,948,600

減価償却費 685,350 705,129

支払利息 88,337 51,652

為替差損益（△は益） 43,104 △52,297

引当金の増減額（△は減少） △25,144 △20,691

売上債権の増減額（△は増加） 934,290 768,297

たな卸資産の増減額（△は増加） 572,267 △1,334,580

仕入債務の増減額（△は減少） △199,268 △450,223

その他の流動資産の増減額（△は増加） 310,208 148,178

その他 220,848 163,662

小計 3,321,914 1,927,727

利息及び配当金の受取額 24,010 24,602

利息の支払額 △86,922 △50,772

法人税等の支払額 △711,543 △206,103

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,547,458 1,695,455

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 △602,828 △770,736

有形固定資産の売却による収入 641 77,022

投資有価証券の取得による支出 △5,151 △4,429

関係会社出資金の払込による支出 △147,930 －

その他 31,284 △23,633

投資活動によるキャッシュ・フロー △723,983 △721,775

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） 748,531 △16,064

長期借入金の返済による支出 △24,400 △16,800

自己株式の取得による支出 △4,077 △956

自己株式の売却による収入 1,180 1,956

リース債務の返済による支出 △5,143 △13,572

配当金の支払額 △116,758 △116,705

財務活動によるキャッシュ・フロー 599,332 △162,142

現金及び現金同等物に係る換算差額 △42,219 31,722

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,380,587 843,260

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 ※
 5,816,556

※
 6,156,932
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【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間 
(自　平成21年11月１日 
  至　平成22年４月30日)

（四半期連結損益計算書関係）

前第２四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２四半期連結累計期間

2,059千円）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。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成22年４月30日)

前連結会計年度末
(平成21年10月31日)

※1 有形固定資産の減価償却累計額

21,557,298千円

※1 有形固定資産の減価償却累計額

21,016,009千円

　2 偶発債務

非連結子会社の銀行借入に対する債務保証

上海秀愛国際貿易有限公司

（CNY　3,000千）　41,310千円

係争事件に係る賠償義務

イトウ製菓株式会社は、平成19年10月９日付で、当社

および当社の連結子会社である株式会社京まろんの

２社を被告とする損害賠償請求を提訴しておりまし

たが、平成21年11月12日東京地方裁判所において判

決があり、原告の請求が棄却されました。

これに対し、平成21年１月15日にイトウ製菓株式会

社より同判決を不服として控訴（請求金額３億

6,875万円）なされましたが、平成22年４月27日東京

高等裁判所において判決があり、一審と同様に原告

の請求が棄却されました。

また、平成22年５月12日に上告期限をむかえ判決が

確定し、結審いたしました。

　2 偶発債務

非連結子会社の銀行借入に対する債務保証

上海秀愛国際貿易有限公司

（CNY　3,000千）　40,140千円

係争事件に係る賠償義務

イトウ製菓株式会社は、平成19年10月９日付で、当社

および当社の連結子会社である株式会社京まろんの

２社を被告とする損害賠償請求を提訴しておりまし

た。これについて、平成21年11月12日東京地方裁判所

において判決があり、原告の請求が棄却されました。

これに対し、イトウ製菓株式会社より同判決を不服

として控訴（請求金額３億6,875万円）がなされて

おります。当社としては、今後も引き続き正当性を主

張していく方針であります。

－
※3 期末日満期手形の処理

期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって

決済処理しております。なお、当連結会計年度末日が

金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形

が当連結会計年度末残高に含まれております。

受取手形　　　　272,944千円

支払手形　　　　　6,452千円
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(四半期連結損益計算書関係)

前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年11月１日 
  至　平成21年４月30日)

当第２四半期連結累計期間 
(自　平成21年11月１日 
  至　平成22年４月30日)

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

従業員給与手当　　　　　　949,375千円

荷造運送費　　　　　　　1,038,572千円

退職給付費用　　　 　　　　59,418千円

賞与引当金繰入額  　　　　260,878千円

役員賞与引当金繰入額　　　 26,100千円

役員退職慰労引当金繰入額　 17,965千円

倉敷料　　　　　　　　　　348,509千円

貸倒引当金繰入額　　　　　 40,254千円

※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

従業員給与手当　　　　　　961,300千円

荷造運送費　　　　　　　1,052,657千円

退職給付費用　　　 　　　　69,174千円

賞与引当金繰入額  　　　　269,860千円

役員賞与引当金繰入額　　　 27,023千円

役員退職慰労引当金繰入額　 19,039千円

倉敷料　　　　　　　　　　333,319千円

 
※2 補助金収入

食品産業グリーンプロジェクト技術実証モデル事業

に係る補助金であります。

　
　

前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年２月１日
至  平成21年４月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年２月１日
至  平成22年４月30日)

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

従業員給与手当　　　　　　482,289千円

荷造運送費　　　　　　　　523,642千円

退職給付費用　　　 　　　　26,911千円

賞与引当金繰入額  　　　　124,863千円

役員賞与引当金繰入額　　　 18,825千円

役員退職慰労引当金繰入額　  8,740千円

倉敷料　　　　　　　　　　172,585千円

※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

従業員給与手当　　　　　　484,840千円

荷造運送費　　　　　　　　524,356千円

退職給付費用　　　 　　　　32,903千円

賞与引当金繰入額  　　　　128,876千円

役員賞与引当金繰入額　　　 14,373千円

役員退職慰労引当金繰入額　 10,265千円

倉敷料　　　　　　　　　　163,321千円

※2 補助金収入

食品産業グリーンプロジェクト技術実証モデル事業

に係る補助金であります。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年11月１日 
  至　平成21年４月30日)

当第２四半期連結累計期間 
(自　平成21年11月１日 
　至　平成22年４月30日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 5,816,556千円

現金及び現金同等物 5,816,556千円
 

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 6,156,932千円

現金及び現金同等物 6,156,932千円
 

　

(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末（平成22年４月30日）及び当第２四半期連結累計期間(自　平成21年11月１

日　至　平成22年４月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 21,159,914

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 1,706,931

　

３　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年１月28日
定時株主総会

普通株式 116,705 ６ 平成21年10月31日 平成22年１月29日 利益剰余金

(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後と

なるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月14日
取締役会

普通株式 116,717 ６ 平成22年４月30日 平成22年７月９日 利益剰余金
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自　平成21年２月１日　至　平成21年４月30日)及び当第２四半期連結会計期間(自　平成22

年２月１日　至　平成22年４月30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２四半期連結累計期間(自　平成20年11月１日　至　平成21年４月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自　平成21

年11月１日　至　平成22年４月30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。

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自  平成21年２月１日  至  平成21年４月30日)

　 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
17,673,193260,54546,91817,980,656 ― 17,980,656

(2)セグメント間の内部　

売上高又は振替高
163,6841,349,894489,5442,003,123(2,003,123) ―

計 17,836,8771,610,440536,46219,983,779(2,003,123)17,980,656

営業利益又は         
営業損失(△)

867,722△15,837△30,613 821,271(194,596)626,675

（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

当第２四半期連結会計期間(自  平成22年２月１日  至  平成22年４月30日)

　 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
18,399,347394,593 84,93318,878,875 ― 18,878,875

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高
81,9782,060,935653,1972,796,111(2,796,111) ―

計 18,481,3262,455,529738,13121,674,987(2,796,111)18,878,875

営業利益 1,138,80860,397 10,7461,209,952(198,781)1,011,170

（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
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前第２四半期連結累計期間(自　平成20年11月１日　至　平成21年４月30日)

　 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
35,865,402714,542 86,64536,666,590 ― 36,666,590

(2)セグメント間の内部 

　　　　　売上高又は振替

高

414,5992,909,6201,369,1744,693,394(4,693,394) ―

計 36,280,0013,624,1631,455,81941,359,984(4,693,394)36,666,590

営業利益又は　　　　　　　　　
営業損失(△)

1,336,600△40,393△49,0091,247,197(345,347)901,850

（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　「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）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２四半期連結累計期間の営業利益が12,363千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　「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２四半期連結累

計期間の営業利益が28,399千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。

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成21年11月１日　至　平成22年４月30日)

　 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
35,905,293917,548117,06736,939,909 ― 36,939,909

(2)セグメント間の内部 

　　　　　売上高又は振替

高

275,1083,765,2241,350,2185,390,552(5,390,552) ―

計 36,180,4024,682,7731,467,28642,330,461(5,390,552)36,939,909

営業利益 2,138,083101,476 52,7522,292,312(440,256)1,852,055

（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

【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間(自　平成21年２月１日　至　平成21年４月30日)及び当第２四半期連結会計期間(自　平成22

年２月１日　至　平成22年４月30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。

　

前第２四半期連結累計期間(自　平成20年11月１日　至　平成21年４月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自　平成21

年11月１日　至　平成22年４月30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。
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(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年４月30日)

前連結会計年度末
(平成21年10月31日)

 １株当たり純資産額 1,110.49 円
　

 １株当たり純資産額 1,044.89 円
　

２  １株当たり四半期純利益

前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年11月１日 
  至　平成21年４月30日)

当第２四半期連結累計期間 
(自　平成21年11月１日 
　至　平成22年４月30日)

１株当たり四半期純利益 18.23 円
　

１株当たり四半期純利益 60.41 円
　

(注)1　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。

 　 2　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。

項目
前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年11月１日 
  至　平成21年４月30日)

当第２四半期連結累計期間 
(自　平成21年11月１日 
　至　平成22年４月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 354,775 1,175,056

普通株式に係る四半期純利益(千円) 354,775 1,175,056

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 19,457 19,451

　

　
前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年２月１日
至  平成21年４月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年２月１日
至  平成22年４月30日)

１株当たり四半期純利益 14.71 円
　

１株当たり四半期純利益 32.44 円
　

(注)1　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。

 　 2　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。

項目
前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年２月１日
至  平成21年４月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年２月１日
至  平成22年４月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 286,256 630,956

普通株式に係る四半期純利益(千円) 286,256 630,956

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 19,456 19,452

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

①第63期(平成21年11月１日より平成22年10月31日まで)の中間配当については、平成22年６月14日開催の

取締役会において、次のとおり決議いたしました。

（1）中間配当による配当金の総額　　　　　　　　　　116,717千円

（2）１株当たりの中間配当金　　　　　　　　　　　　　　　 ６円

（3）支払請求の効力発生日及び支払開始日  　　 平成22年７月９日

（注）平成22年４月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主に対し、支払いを行います。

②当社株式の市場流動性の向上および投資家層の拡大を図るため、平成22年６月14日開催の取締役会にお

いて単元株式数の変更（現行の1,000株から100株に変更）について、次のとおり決議いたしました。

（1）取締役会決議日　　　　　　　　　平成22年６月14日（月）

（2）単元株式数変更の効力発生日　　　平成22年９月１日（水）予定
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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

　

平成21年６月10日

正栄食品工業株式会社

取締役会  御中

　

監査法人 ト ー マ ツ

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    勝　又　三　郎    　㊞

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    陸　田　雅　彦    　㊞

　

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」に掲げられている正栄

食品工業株式会社の平成20年11月１日から平成21年10月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間

(平成21年２月１日から平成21年４月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20年11月１日から平成21

年４月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四

半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結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により行われており、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限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、正栄食品工業株式会社及び連結子会社の平成

21年４月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間

の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況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。

　

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  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成22年６月11日

正栄食品工業株式会社

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    平　野　　　満    　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    陸　田　雅　彦   　 ㊞

　

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」に掲げられている正栄

食品工業株式会社の平成21年11月１日から平成22年10月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間

(平成22年２月１日から平成22年４月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年11月１日から平成22

年４月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四

半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結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により行われており、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限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、正栄食品工業株式会社及び連結子会社の平成

22年４月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間

の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況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。

　

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  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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