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国会計基準採用の有無  無 

１．18 年４月中間期の連結業績（平成 17 年 11 月 1 日～平成 18 年 4月 30 日） 

  当社は平成18年６月に大阪証券取引所に上場しており、前中間期にかかる開示を行っておりませんので、前中間期

数値及び対前期増減率の記載を行っておりません。 

(1)連結経営成績                         (注)記載金額の百万円未満を切り捨てて表示しております。 

売上高 営業利益 経常利益
　　　　  百万円   ％ 　　　  　百万円   ％ 　　　  　百万円   ％

18年4月中間期 　　   43,456　（─）         885   （─）   　    901 　（─）
17年4月中間期 　   　　─　　（─） 　  　  ─　  （─）     　　─　  （─）
(参考)17 年10月期        76,494         1,900         1,934   

　　　　  百万円   ％ 　 　　 円       銭 　　 　　 円       銭
18年4月中間期 　   　 565 　（─）        85       65 ─
17年4月中間期 　      ─　　（─） ─ ─
(参考)17 年10月期         1,198       181       54 ─

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間（当期）純利益

 
(注)①持分法投資損益  18年4月中間期 －百万円  17年4月中間期 －百万円 17年10月期 －百万円 

②期中平均株式数(連結) 18年4月中間期 6,600千株   17年4月中間期 －千株   17年10月期6,600千株   

③会計処理の方法の変更  有 
 
(2)連結財政状態  

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本
百万円 　　   　百万円 　　　　    ％         円　   銭

18年4月中間期        14,137      3,531 25.0     535　   08
17年4月中間期 　　     ─　 ─ ─ ─
(参考)17 年10月期        12,703      2,917 23.0     442     04  

(
 
注)期末発行済株式数(連結) 18年4月中間期 6,600千株   17年4月中間期 －千株   17年10月期6,600千株  

(3)連結キャッシュ・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
現金及び現金同等物
の中間(期末)残高

　　　   百万円 　　　   百万円 　　　   百万円 　　　      百万円
18年4月中間期       1,379       △298 ─        5,783
17年4月中間期 　　   ─　 ─ ─ ─
(参考)17 年10月期       1,560       △648 ─        4,696   

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

  連結子会社数 3 社  持分法適用非連結子会社数 －社  持分法適用関連会社数 －社 
 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

  連結（新規） －社  （除外）－社  持分法（新規） －社  （除外）－社   
 
２．18 年 10 月期の連結業績予想（平成 17 年 11 月 1 日～平成 18 年 10 月 31 日） 

売上高 経常利益 当期純利益
　　　百万円 　　　百万円 　　　百万円

通期        98,000         2,522         1,572  
(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  188 円 04 銭 
※１株当たり予想当期純利益(通期)は、新規上場に際しての自己株式売出数1,760千株を含めた期末予定発行済株式数（自己

株式440千株除く）8,360千株により算出しております。 
(注)業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は、

今後様々 な要因によって予想値とは異なることがあります。上記予想に関する事項は８頁をご参照ください。 



 
１．企業集団の状況 
 

(1) 企業集団の概況 

  当社グループは、当社（株式会社神戸物産）及び、連結子会社３社（神戸物産（香港）有限公司、

大連福来休食品有限公司、神戸物産（安丘）食品有限公司）により構成されております。当社グルー

プは、業務スーパー事業として業務用食材の製造、卸売り及び小売業を営んでおり、卸売りにおいて

は、地域での競合を避けるためフランチャイズ(以下「ＦＣ」)方式を採用しております。また、神戸

クック事業として中食市場の開拓を企図して惣菜小売を試験的に開始しております。 

  

 

［事業系統図］ 
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  （注）1. ※は連結子会社であります。 

          2.              は商品仕入であります。 

     3.              は商品販売であります。 

     4.              はＦＣ加盟店の商品販売であります。  

     5.              はＦＣ加盟店の商品仕入であります。 

     6.              は出資関係であります。 
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（2）事業の内容 

①業務スーパー事業   当事業は、業務ユーザー向け食材を主に扱う「業務スーパー」のＦＣ本

部としてＦＣ展開を行っております。また、食材の供給拠点の一部として、

連結子会社である大連福来休食品有限公司及び神戸物産（安丘）食品有限

公司で食品の生産を行っております。 

            「業務スーパー」は業務用ユーザーをターゲットとしてスタートした食品

スーパーであります。業務用ユーザーが求めるある程度の容量のある定

番品の食材を中心に品揃えし、Ｅ.Ｄ.Ｌ.Ｐ（エブリデイロープライス）

による価格政策により展開しております。 

              取扱商品は、ナショナルブランド商品とプライベートブランド商品に区

別されますが、ナショナルブランド商品はいわゆるメーカー品であり、

生産者が他の流通業者にも販売している商品であります。また、プライ

ベートブランド商品は当社グループの生産工場での製品及び当社が協力

工場であるメーカーに依頼し、当社のブランドネームを冠した商品であ

ります。両ブランド商品共に、業務用ユーザーを想定した販売戦略を行

うため、完成品的な商品ではなく、焼く、煮る、蒸す、炒める、揚げる

といった 終の調理行程を必要とする商品（半加工品）が主体となって

おります。このことは、一般ユーザーにとっても、単に出来合いの商品

を食卓に並べるのではなく、業務用ユーザー同様、いくらかの調理行程

を経ることにより手作り感や出来立て感を実感できるものとなっており

ます。 

             ＦＣ展開の契約形態は、業務スーパー本部として直轄エリア内（※）で

ＦＣ契約を締結する業務スーパーフランチャイズ契約（契約企業数７０

社、店舗数 232 店舗（平成 18 年４月 30 日現在））及び地方エリア内（※）

において業務スーパーのチェーン化を許諾する業務スーパーエリアライ

センス契約(契約企業数１６社、店舗数 166 店舗（平成 18 年４月 30 日現

在））があります。直轄エリア内のＦＣ契約は各商品の物流を当社が担っ

ており、地方エリア内のライセンス契約はその契約締結先が物流を行う

ことになっております。 

              なお、ＦＣ店舗とは別に、兵庫県内において直営２店舗を運営しており

ます。 

 

※ 直轄エリア：関西（兵庫県、大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県）、関東

（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県） 

 ※ 地方エリア：上記直轄エリア以外の地域  

 

②神戸クック事業    当事業は、内食（※）をターゲットとした業務スーパーで構築された原

材料から商品に至るまでのローコスト体制を 大限に活かし、中食（※）、

外食の分野に進出することを企図して平成 15 年９月に開始し、現在は以

下の２形態を展開しております。 

「神戸クック」デリ店 

 家庭調理代行業をコンセプトとしたテイクアウト形態の直営店舗１店

を運営しております。一般ユーザーのライフスタイルの変化に対応した

調理時間や後片付け時間の短縮を可能とした、煮物、炒め物、サラダな

どの惣菜を取扱商品の中心としております。 

「神戸クックワールドビュッフェ」野口店 

 平成 18 年４月に兵庫県加古川市にイートイン形式（物販部分と客席部

分を併用する店舗形態）のＦＣ店舗をオープンさせております。 

                

      ※ 内食：家庭内で調理して食事をとる従来型の家庭料理 

       ※ 中食：惣菜や弁当などを持ち帰りし、家庭内で食事をとること 
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（3）関係会社の状況 

 

名称 住所 資本金
(千円)

主要な事
業の内容 

議決権の
所有割合
(％) 

関係内容 

（連結子会社）    

神戸物産（香港）
有限公司 

中国香港
行政区 

250,470 業務スーパ
ー事業 

100.0
東南アジア等での商品
開発拠点。役員の兼任
あり。 

大連福来休食品
有限公司 

中国遼寧
省 441,240 業務スーパ

ー事業 
100.0

(100.0)

「業務スーパー」での
販売商品（プライベー
トブランド商品）の製
造。役員の兼任あり。

神戸物産（安丘）
食品有限公司 

中国山東
省 

228,749 業務スーパ
ー事業 

100.0

「業務スーパー」での
販売商品（プライベー
トブランド商品）の製
造。役員の兼任あり。

  （注）1．主要な事業の内容欄には、事業部門の名称を記載しております。 

         2．議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合であります。 
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２．経営方針 
 
(1) 経営の基本方針 

①経営理念 

当社グループは『健康を考える業務スーパー』を合言葉に、食品の企画、製造、物流、販売を

一貫して行う食のサプライチェーンマネジメント企業として、「お客様に良い商品を可能な限り安

く販売する」、「体にやさしい食品を開発し販売する」「プロのお客様に満足していただける商品を

販売する」という 3 つの基本方針のもと、お客様にとって本当に必要で喜んでいただける食品を

安定して供給し続けるという使命と責任を明確に果たしてまいります。 

②経営方針 

当社グループはこの経営理念のもと、あらゆる利害関係者からの信頼と信用の上に企業の存在

価値が成り立つことを明確に認識し、磐石な経営基盤の構築を図りつつ、企業価値の 大化を目

指してまいります。  

 

 

(2) 利益配分に関する基本方針 

 当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つと認識しております。現在は財務体質の

強化のために必要な内部留保を確保することにより、安定感のある経営を目指しておりますが、今

後は内部留保を確保しつつ経営成績に応じた利益配分を行うことを基本方針としてまいります。 

なお、中間配当は行いませんが、期末の配当金は 1 株当たり普通配当 30 円を予定しております。 

 

 

(3) 中長期的な経営戦略 

①業務スーパー事業 

当社グループは、今後とも業務スーパー事業を柱に経営・財務の基盤強化を推し進めてまいり

ます。また、生産拠点としての中国における生産効率の一層の充実を図り、商品開発力をより強

固なものとしてまいります。 

一方、次の海外戦略として、より効率の良い生産体制の構築を目指し、グローバル化を推進し

ていきたいと考えており、中国以外の海外拠点の構築も行ってまいります。 

  また、「技術の神戸物産」を標榜し、新しい工程・オリジナリティーな技術を持ち、引き続き低

価格でクオリティーの高い独自の商品開発を進め、消費者ニーズにあった価値観のある食品を提

供し続ける企業グループであることを目指してまいります。   

②神戸クック事業の展開について 

 神戸クック事業の展開強化を図り、業務スーパー事業に次ぐコア事業に成長させていく考えで

あります。消費者の中食に対するニーズが今後ともに高まるなか、「神戸クック」の惣菜のデリバ

リーまたはイートイン形式の食品提供が必要と考え、この分野への進出拡大を図り、当社グルー

プ全体のより一層の成長につなげていきたいと考えております。 

 

 

(4) 対処すべき課題 

当社グループは総合食品会社として、消費者の食に対する安全性がより意識される状況下にあ

り、その食品における品質の管理においては、今後においても充分に取り組んでいくところであ

ります。当社グループでは、商品開発管理部門、大連福来休食品有限公司及び神戸物産（安丘）

食品有限公司における衛生管理体制の充実を図り、充分な品質管理の強化、扱い商品の自主検査

の徹底を図ってまいりました。今後とも、独自の厳しい品質保持システムを一層強化するととも

に、トレーサビリティー（商品の生産、加工、流通の各段階における情報確認）の構築に全力を

上げ、消費者の皆様に充分な信頼を頂けるよう努めてまいります。 
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(5) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

 

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、企業価値の向上を経営の重要課題としております。あらゆるステークホルダーに対し説

明責任を果たし、コンプライアンス経営の徹底をはかり、資産効率の良いライフサイクルの実現を

果たすことがこの所期の課題を実現するものと考えております。 

 

①会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 

    ａ 会社の機関の基本説明     

         当社は社内外の監査役が、株主に代わって取締役の職務の執行を監査監督することで健全な

経営の維持を図る監査役制度を採用しております。 

       取締役会は、経営に関する重要事項の意思決定および業務遂行の監視・監督機関と位置づけ

ております。各業務部門は絶えず企業価値の向上を図るべく業務の遂行に全力を上げ取組んで

おります。代表取締役は業務執行責任者であり、その業務遂行を迅速かつコンプライアンスを

遵守したものとするために、内部監査室、コンプライアンス会議を置いております。 

 

ｂ 会社の機関・内部統制の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    
取締役会 

 
代表取締役   

内部監査室 
    

監査法人 

   
監査役 

   
顧問弁護士 

 
各業務部門 

選任・解任 

業務・会計監査

会計監査

指導助言 
報告 指示 

内部監査 

指

示 

連携 意思決定 報告 

連携 

株主総会 

選任・解任 

 

 

 

     当社は、コーポレート・ガバナンスの充実、機能強化を図る為、株主総会の充実、取締役会、

監査役のより一層の充実を図り、積極的な情報開示を行い説明責任を果たしてまいります。 

 

ｃ 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

  取締役会は、取締役９名で構成されており、毎月１回定期的に開催され、月次決算の報告及

び会社法、取締役会規則に定められた事項に関する審議を行っております。業務執行の具体

的内容や、その背景となる戦略検討及び重要事項の取組方針の審議が行われ、その結果に基

づいて業務執行責任者が意思決定を行う仕組みとなっております。 

  監査役は、常勤監査役及び非常勤監査役それぞれ１名ずつの２名の体制をとっており、毎月

開催される取締役会等の重要な会議に出席することにより、各取締役の業務遂行状況を確認

するとともに、業務遂行における会社法及び経営上遵守すべき各法律においてコンプライア

ンスがなされているか監査確認を実行しております。 
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d 内部監査及び監査役監査の状況 

   (ａ) 当社の内部監査は、社長直轄の内部監査室を設置し、１名が担当しております。内部監

査に当たっては、年間計画に基づいて全ての事業所と本社部門を対象に業務全般に渡って

監査を行い、監査結果は書面により社長に報告され、併せて常勤監査役にもその写しを提

出しております。被監査部門に対しては監査結果に基づく改善指示を行い、改善状況を遅

滞なく報告させて確認を行っております。また、監査役、監査法人との情報の共有並びに

監査効率の向上を図っております。 

  (ｂ) 監査役は取締役会に出席して、取締役の業務執行状況を監視しております。常勤監査役は、

当初の監査方針及び監査計画に基づいて監査を行い、監査結果を代表取締役社長に通知す

ると共に、非常勤の監査役にも説明を行い、意見交換を十分に行い監査業務を遂行してお

ります。また、内部監査室と連携して各部署、事業所の監査も実施しております。さらに、

監査法人との情報の交換を実施して効果的な監査の実施に努めております。 

  

 

 (6) リスク管理体制の整備の状況 

リスク管理体制につきましては、リスクを未然に予防する観点から、各業務部門における業

務・経営・市場・信用等のあらゆる面のリスクを捉え、自然災害から人為的なリスク、社内外

でのリスク等を正確に把握、分析、対処していく体系的なリスク管理体制の仕組みづくりに取

組んでおります。また、内部監査室が中心となりコンプライアンス会議を毎月１回定期的に実

施し各業務部門における法令順守の徹底を図り、リスク管理体制の有効性を上げております。 
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３．経営成績及び財政状態 
 
(1) 経営成績 

 当社は平成 18 年６月に大阪証券取引所に上場しており、前中間期にかかる開示を行っておりませ

んので、前中間期数値及び対前期増減率の記載を行っておりません。 

 

 当中間連結会計期間における日本経済は、原油価格等の原材料価格の高騰による不透明感が懸念さ

れるものの、中国、米国への輸出の増加による企業収益の改善傾向とともに、株式市場も活況を呈し、

景気は緩やかに回復してまいりました。しかしながら、今後の米国経済の先行き及び国内での財政問

題、年金等の将来的な不安要素が拭いきれず、個人消費は完全に回復するまでには至っておりません。 

 食品業界においては、長引く米国ＢＳＥ問題や鳥インフルエンザなどによる消費マインドを後退さ

せる外的要素も継続し、また、少子高齢化に伴い消費水準は依然として低調なまま、厳しい状況が続

いております。 

 このような状況のもと、当社グループは、お客様に信頼される商品の提供をめざし、商品開発から

原料調達、生産、販売まで一貫した品質保持体制の確立に努めてまいりました。中国における生産能

力の増強を目的とした神戸物産（安丘）食品有限公司における安丘第一工場がフル稼働となり、常温

食品の漬物、佃煮などの生産について、大連福来休食品有限公司の大連工場とともに生産体制が整い

ました。一方中国の協力工場よりの仕入はドル決済のため当中間連結会計期間における円安の影響を

若干受ける結果となりました。 

 また、業務スーパー事業における店舗数は全国で 398 店舗に達し引続きＦＣ先からの出店希望は多

く順調に推移しております。 

 また、神戸クック事業におけるスローフードをコンセプトとしたイートイン形式店舗の「神戸クッ

クワールドビュッフェ」野口店（兵庫県加古川市）を平成 18 年 4 月にＦＣ店舗としてオープンさせ

ております。 

 この結果、当社グループの当中間連結会計期間の売上高は 43,456 百万円、経常利益は 901 百万円、

中間純利益は 565 百万円となりました。 

 

 

 事業部門別の営業の概況は次のとおりであります。 

①業務スーパー事業 

当事業における売上高は 43,417 百万円と順調に推移しました。業務スーパーの店舗数は、当中

間連結会計期間末において全国でＦＣ店舗 398 店舗（直轄エリア：232 店舗、地方エリア：166 店

舗）、直営店舗２店舗となり引続き順調に推移しております。 

②神戸クック事業 

当事業においては、当中間連結会計期間において売上高38百万円を計上することとなりました。

業務スーパーに併設したテイクアウト形式店舗の「神戸クック」デリ店及びイートイン形式店舗

の「神戸クックワールドビュッフェ」野口店の開店により展開しております。 

    

 

(2) 財政状態 

当中間連結会計期間のキャッシュ･フローの状況 

   営業活動によるキャッシュ・フローは、1,379 百万円のキャッシュが増加しました。これは、税

金等調整前中間純利益の計上、仕入債務の増加等のキャッシュ・フロー増加要因が、売上債権の増

加、法人税等の支払等のキャッシュ・フロー減少要因を上回ったことによるものであります。 

   投資活動によるキャッシュ･フローは、298 百万円のキャッシュが減少となりました。これは中

国安丘第二工場の建物、機械設備の取得等によるものであります。 

   財務活動によるキャッシュ･フローは、当中間連結会計期間の増減はありませんでした。 

   これら活動の結果、現金及び現金同等物の残高は、5,783 百万円となりました。 

① 資金需要 

   当社グループの運転資金需要のうち主なものは、支払いまでのリードタイムにおける資金であり、

物流量の増加に伴い増加するものであります。 

 

② 財務政策 

   当社グループは現在、運転資金および設備投資資金につきましては、全額内部資金により充当し
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ております。 

   営業活動によりキャッシュ・フローを積上げ、健全な財務状態を堅持し続ける方針であり、この

ことは、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金および設備投資資金を調達する

ことも可能にすると考えております。 

 

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。 

平成 18 年 10 月期 平成 17 年 10 月期 
 

中  間 期  末 

自己資本比率（%） 25.0 23.0 

債務償還年数（年） ― ― 

インタレスト・ガバレッ

ジ・レシオ（倍） 
― ― 

（注）自己資本比率：自己資本/総資産 

  債務償還年数：有利子負債/営業キャッシュ・フロー 

  インタレスト・ガバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー/利払い 

 ※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

 ※営業キャッシュ・フローは、中間連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払

っているすべての負債を対象としております。また、利払いについては、中間連結キャッ

シュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 ※債務償還年数の中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍し

たものを用いております。 

 

(3）通期の見通し 

今後の日本経済は原油高、米国景気減速等の不安定要素はありますが、個人消費の伸びが期待でき

る状況になると考えております。当社グループとしましては、これらの状況を踏まえ、業務スーパー

事業を柱に経営・財務の基盤強化を推し進めてまいります。現状における中国の生産拠点の一層の充

実等を図り、商品開発力を強固なものとしていく一方、海外戦略の足固めとして、中国以外の海外拠

点の構築を図ってまいります。 

通期の見通しにつきましては、売上高は 98,000 百万円、経常利益 2,522 百万円、当期純利益 1,572

百万円を予定しております。 

   また、配当金は期末配当金として 1株当たり 30 円を予定しております。 
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４．中間連結財務諸表等 
(1）中間連結貸借対照表 

  当中間連結会計期間末 
（平成18年4月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年10月31日） 

区分 注記
番号 金額（千円） 構成比

（％） 金額（千円） 構成比
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  6,072,565  4,972,154

２．売掛金  3,978,348  3,547,774

３．たな卸資産  2,382,668  2,534,542

４．その他  128,982  312,859

貸倒引当金  △13,658  △10,821

流動資産合計  12,548,906 88.8  11,356,509 89.4

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産 ※１ 1,347,270  1,181,796

２．無形固定資産  143,228  80,756

３．投資その他の資産  98,439 84,279 

貸倒引当金  △450  △340 

投資その他の資産合計  97,989  83,939

 固定資産合計  1,588,488 11.2  1,346,492 10.6

 資産合計  14,137,395 100.0  12,703,001 100.0

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．買掛金  7,251,160  6,458,634

２．賞与引当金  6,999  19,682

３．その他  612,491  725,437

流動負債合計  7,870,651 55.7  7,203,754 56.7

Ⅱ 固定負債   

１．退職給付引当金  31,700  28,800

２．預り保証金  2,655,850  2,502,750

３．その他  47,687  50,213

固定負債合計  2,735,237 19.3  2,581,763 20.3

負債合計  10,605,888 75.0  9,785,518 77.0
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  当中間連結会計期間末 
（平成18年4月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年10月31日） 

区分 注記
番号 金額（千円） 構成比

（％） 金額（千円） 構成比
（％）

（資本の部）   

Ⅰ 資本金  64,000 0.5  64,000 0.5

Ⅱ 資本剰余金  106,405 0.7  106,405 0.9

Ⅲ 利益剰余金  3,438,719 24.3  2,873,403 22.6

Ⅳ 為替換算調整勘定  98,381 0.7  49,673 0.4

Ⅴ 自己株式  △176,000 △1.2  △176,000 △1.4

資本合計  3,531,506 25.0  2,917,483 23.0

負債、株主持分及び 
資本合計  14,137,395 100.0  12,703,001 100.0
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 (2）中間連結損益計算書 

  
当中間連結会計期間 

（自 平成17年11月１日 
 至 平成18年４月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年11月１日 
 至 平成17年10月31日） 

区分 注記
番号 金額（千円） 百分比

（％） 金額（千円） 百分比
（％）

Ⅰ 売上高  43,456,365 100.0  76,494,429 100.0

Ⅱ 売上原価  41,691,288 95.9  72,754,315 95.1

売上総利益  1,765,077 4.1  3,740,114 4.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 879,698 2.0  1,839,180 2.4

営業利益  885,379 2.1  1,900,933 2.5

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  3,146 5,433 

２．賃借収入  18,906 34,496 

３．その他  7,855 29,908 0.0 15,473 55,403 0.0

Ⅴ 営業外費用   

１．賃借収入原価  8,816 16,856 

２．その他  4,816 13,633 0.0 4,504 21,360 0.0

経常利益  901,654 2.1 1,934,975 2.5

Ⅵ 特別損失  
 

１．固定資産除却損 ※２ 3,345 3,345 0.0 5,815 5,815 0.0

税金等調整前中間（当
期）純利益  898,309 2.1  1,929,160 2.5

法人税、住民税及び事
業税  315,083 743,273 

法人税等調整額  17,910 332,994 0.8 △12,270 731,002 0.9

中間（当期）純利益  565,315 1.3  1,198,157 1.6
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 (3）中間連結剰余金計算書 

  
当中間連結会計期間 

（自 平成17年11月１日 
 至 平成18年４月30日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成16年11月１日 
 至 平成17年10月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   106,405  ― 

Ⅱ 資本剰余金増加高     

債務免除益による資本
剰余金組入 

※１ ― ― 106,405 106,405 

Ⅲ 資本剰余金中間期末 
（期末）残高 

  106,405  106,405 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   2,873,403  1,675,245 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

中間（当期）純利益  565,315 565,315 1,198,157 1,198,157 

Ⅲ 利益剰余金中間期末 
（期末）残高 

  3,438,719  2,873,403 
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(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
当中間連結会計期間 

（自 平成17年11月１日 
 至 平成18年４月30日） 

前連結会計年度の要約 
連結キャッシュ・フロー計算書
（自 平成16年11月１日 
 至 平成17年10月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロ
ー 

   

税金等調整前中間 
（当期）純利益 

 898,309 1,929,160 

減価償却費  79,355 166,337 

貸倒引当金の増減額 
（減少：△） 

 2,946 3,451 

賞与引当金の増減額 
（減少：△） 

 △12,683 5,203 

退職給付引当金の増減額 
（減少：△） 

 2,900 4,800 

受取利息及び受取配当金  △3,146 △5,433 

有形固定資産除却損  3,345 5,064 

売上債権の増減額 
（増加：△） 

 △427,173 △888,927 

たな卸資産の増減額 
（増加：△） 

 156,198 △1,107,132 

その他流動資産の増減額 
（増加：△） 

 150,829 △128,157 

仕入債務の増減額 
（減少：△） 

 841,617 1,660,184 

その他流動負債の増減額 
（減少：△） 

 63,017 750 

預り保証金の増減額 
（減少：△） 

 153,100 557,140 

その他  △52,472 △18,305 

小計  1,856,144 2,184,134 

利息及び配当金の受取額  3,146 5,433 

法人税等の支払額  △479,925 △629,546 

営業活動によるキャッシュ・フロ
ー 

 1,379,365 1,560,021 
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当中間連結会計期間 

（自 平成17年11月１日 
 至 平成18年４月30日） 

前連結会計年度の要約 
連結キャッシュ・フロー計算書
（自 平成16年11月１日 
 至 平成17年10月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロ
ー 

   

定期預金の預入による支出  ― △275,200 

有形固定資産の取得による支出  △252,118 △352,203 

有形固定資産の売却による収入  34,094 ― 

無形固定資産の取得による支出  △69,161 △13,401 

貸付けによる支出  △20,000 △10,000 

貸付金の回収による収入  8,472 2,485 

投資活動によるキャッシュ・フロ
ー 

 △298,713 △648,319 

Ⅲ 現金及び現金同等物に係る換算差
額 

 5,759 15,395 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  1,086,411 927,097 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  4,696,954 3,769,856 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高 

※１ 5,783,365 4,696,954 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当中間連結会計期間 

（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数  ３社 

連結子会社の名称 

神戸物産（香港）有限公司 

 大連福来休食品有限公司 

 神戸物産（安丘）食品有限公司 

 

同 左 

 

２．持分法の適用に関する事項  該当事項はありません。 同 左 

３．連結子会社の中間決算日 

（決算日）等に関する事項 

連結子会社の神戸物産（香港）有限

公司の中間決算日は２月末日であり、

大連福来休食品有限公司、神戸物産（安

丘）食品有限公司の中間決算日は６月

30日であります。 

  中間連結財務諸表の作成に当たっ

て、神戸物産（香港）有限公司につい

ては、中間決算日現在の財務諸表を使

用しており、大連福来休食品有限公司

及び神戸物産（安丘）食品有限公司に

ついては、２月末日現在で実施した仮

決算に基づく財務諸表を使用しており

ます。 

ただし、３月１日から中間連結決算

日４月30日までに発生した重要な取引

については、中間連結上必要な調整を

行っております。 

連結子会社の神戸物産（香港）有限

公司の決算日は８月31日であり、大連

福来休食品有限公司、神戸物産（安丘）

食品有限公司の決算日は12月31日であ

ります。 

  連結財務諸表の作成に当たって、神

戸物産（香港）有限公司については、

決算日現在の財務諸表を使用してお

り、大連福来休食品有限公司及び神戸

物産（安丘）食品有限公司については、

８月31日現在で実施した仮決算に基づ

く財務諸表を使用しております。 

ただし、９月１日から連結決算日10

月31日までに発生した重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行ってお

ります。 

 

４．会計処理基準に関する事項 

(1)重要な資産の評価基準及び

評価方法 

 

 

 

イ たな卸資産 

 (イ)商品 

個別法による原価法によっており 

ます。 

(ロ)直営店舗の商品 

売価還元法による原価法によって

おります。 

(ハ)製品・原材料 

総平均法による原価法によってお

ります。 

 

 

 

 

イ たな卸資産 

 (イ)商品 

同 左 

 

(ロ)直営店舗の商品 

同 左 

 

(ハ)製品・原材料 

同 左 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - 15 -



項目 
当中間連結会計期間 

（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

(2)重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)重要な引当金の計上基準 

イ 有形固定資産 

当社は定率法、在外連結子会社は

定額法によっております。 

ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（附属設備を除く）に

ついては定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

 建物   10年～39年 

 器具備品 ４年～20年 

ロ 無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、ソフトウェア（自社利用）

については、社内における見込利用

可能期間（5年）による定額法によ

っております。 

 

イ 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、回収不能見込額を計上し

ております。 

ロ 賞与引当金 

     当社は従業員に対する賞与の支

給に備えるため、支給見込額のう

ち当中間期の負担額を計上してお

ります。 

ハ 退職給付引当金 

当社は 従業員の退職給付に備え

るため、当中間連結会計期間末にお

ける退職給付債務を計上しておりま

す。 

なお、退職給付引当金の対象従業

員が300名未満であるため、簡便法に

よっており、退職給付債務の金額は

当中間連結会計期間末自己都合要支

給額としております。 

 

イ 有形固定資産 

同 左 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 無形固定資産 

同 左 

 

 

 

 

 

イ 貸倒引当金 

同 左 

 

 

 

ロ 賞与引当金 

当社は従業員に対する賞与の支

給に備えるため、支給見込額のうち

当期の負担額を計上しております。

 

ハ 退職給付引当金 

当社は従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末における退

職給付債務を計上しております。 

なお、退職給付引当金の対象従業

員が300名未満であるため、簡便法に

よっており、退職給付債務の金額は

当連結会計年度末自己都合要支給額

としております。 
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項目 
当中間連結会計期間 

（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

(4)重要な外貨建の資産又は負

債の本邦通貨への換算の基

準 

 

 

 

 

 

 

 

 (5)重要なリース取引の処理

方法 

 

 

 

 

(6)その他中間連結財務諸表

（連結財務諸表）作成のた

めの重要な事項 

 

 外貨建金銭債権債務は、中間連結決算

日の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社の資産及び負債は

仮決算日の直物相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均相場により

円貨に換算し、換算差額は資本の部にお

ける為替換算調整勘定に含めて計上し

ております。 

 

 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。 

 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社の資産及び負債

は仮決算日の直物相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中平均相場に

より円貨に換算し、換算差額は資本の

部における為替換算調整勘定に含めて

計上しております。 

 

同 左 

 

 

 

 

 

消費税等の会計処理 

同 左 

 

５．中間連結キャッシュ・フロ

ー計算書（連結キャッシ

ュ・フロー計算書）におけ

る資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっております。

 

同 左 

 

 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より、固定資産の減損に係る会計

基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用して

おります。これによる損益に与える影響はありません。
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追加情報 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

（役員賞与に関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第４号 平成

17年11月29日）を適用しております。これによる損益に

与える影響はありません。 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年４月30日） 

前連結会計年度末 
（平成17年10月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

780,749千円 

 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

710,146千円 

 

２．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行２行と当座貸越契約及び貸出コミットメント

契約を締結しております。これら契約に基づく当中

間連結会計期間末の借入実行残高は次のとおりで

あります。 

 

  当座貸越極度額及び貸出         

  コミットメントの総額     3,000,000千円 

  借入実行残高            ─     

  差引額            3,000,000千円 

 

２．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取

引銀行１行と当座貸越契約及び貸出コミットメン

ト契約を締結しております。これら契約に基づく

当連結会計年度末の借入実行残高は次のとおりで

あります。 

 

当座貸越極度額及び貸出       

     コミットメントの総額     500,000千円 

借入実行残高            ─     

差引額             500,000千円 

 

 

 

（中間連結損益計算書関係） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年11月１日 
 至 平成18年４月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 
 至 平成17年10月31日） 

※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。 

運賃         226,471千円 

販売促進費     121,633千円 

貸倒引当金繰入額   2,774千円 

賃金給料及び諸手当 294,942千円 

賞与引当金繰入額   6,999千円 

退職給付費用      2,900千円 

 

※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。 

運賃            459,107千円 

販売促進費       327,283千円 

貸倒引当金繰入額    3,356千円 

賃金給料及び諸手当  502,285千円 

賞与引当金繰入額   19,682千円 

退職給付費用      7,500千円 

 

 

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

 

有形固定資産     3,345千円 

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりでありま

す。 

    有形固定資産     5,060千円 

    解体撤去費用       755千円 

合計          5,815千円 

 

 

 

（中間連結剰余金計算書関係） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年11月１日 
 至 平成18年４月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 
 至 平成17年10月31日） 

※１                ※１ 連結子会社である大連福来休食品有限公司にお

ける債務免除益であり、中華人民共和国の会計基

準である「企業会計制度」において債権者が免除

した債務については、資本準備金とするとの規定

にしたがって計上したものであります。 
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成18年４月30日現在）

（千円）

 現金及び預金勘定                    6,072,565 

 預入期間が３ヶ月を超える定期預金      △289,200 

 現金及び現金同等物                 5,783,365 

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

（平成17年10月31日現在）

（千円）

 現金及び預金勘定                    4,972,154  

預入期間が３ヶ月を超える定期預金   △275,200  

現金及び現金同等物                  4,696,954 

 

 

 

（リース取引関係） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

１．注記を行う必要のあるリース物件の当中間期末残高

相当額はありません。 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

    

 

   （単位：千円）

 無形固定 

資産 

 

計 

取得価額相当額 17,928 17,928

減価償却累計額相当額 17,031 17,031

期末残高相当額   896   896 

 (注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。 

２．注記を行う必要のあるリース物件の未経過リース料

当中間期末残高相当額はありません。 

２．未経過リース料期末残高相当額 

    

 
 

 
  １年内                 896千円 

  １年超                －千円 

  合 計                896千円 

 (注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算定

しております。 
 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 
 
  支払リース料              896千円 

  減価償却費相当額           896千円 

 
支払リース料            5,938千円 

減価償却費相当額          5,938千円 
   

４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 
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（有価証券関係） 

当中間連結会計期間（自平成 17 年 11 月１日 至平成 18 年４月 30 日）及び前連結会計年度（自平成 16 年 11

月１日 至平成 17 年 10 月 31 日） 

該当事項はありません。 

 

（デリバティブ取引関係） 

当中間連結会計期間（自平成 17 年 11 月１日 至平成 18 年４月 30 日）及び前連結会計年度（自平成 16 年 11

月１日 至平成 17 年 10 月 31 日） 

該当事項はありません。 

 

（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当中間連結会計期間（自平成 17 年 11 月１日 至平成 18 年４月 30 日）及び前連結会計年度（自平成 16 年 11

月１日 至平成 17 年 10 月 31 日） 

当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、当連結グループは事業の種類として「業務スーパー事業」

及び「神戸クック事業」を営んでおりますが、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める「業

務スーパー事業」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】 

当中間連結会計期間（自平成 17 年 11 月１日 至平成 18 年４月 30 日）及び前連結会計年度（自平成 16 年 11

月１日 至平成 17 年 10 月 31 日） 

本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が 90％を超えているため、所在地別セ

グメント情報の記載を省略しております。 

 

 

【海外売上高】 

当中間連結会計期間（自平成 17 年 11 月１日 至平成 18 年４月 30 日）及び前連結会計年度（自平成 16 年 11

月１日 至平成 17 年 10 月 31 日） 

海外売上高は、連結売上高の 10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

 

 

（１株当たり情報） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

 
１株当たり純資産額         535.08 円 

 

１株当たり中間純利益金額       85.65 円 

 

 
１株当たり純資産額         442.04 円 

 

１株当たり当期純利益金額      181.54 円 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
当中間連結会計期間 

（自 平成17年11月１日 
 至 平成18年４月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

中間（当期）純利益（千円）               565,315          1,198,157 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） 

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円）               565,315          1,198,157 

期中平均株式数（株）       6,600,000      6,600,000 
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（重要な後発事象） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年11月１日 
至 平成18年４月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 
至 平成17年10月31日） 

当社株式は、平成18年６月８日に株式会社大阪証券取引

所市場第二部に上場いたしました。上場にあたり、平成18

年５月８日及び平成18年５月19日開催の取締役会決議に

より、下記のとおり売出し(一部自己株式の処分を伴う)を

行いました。 

  

 売出しの概要は以下のとおりであります。 

① 売出しの方法      ：一般募集 

              （ブックビルディング方式

による売出し） 

② 売出した株式の数      ：普通株式 2,024,000株 

  株式会社神戸物産；1,760,000株 

               沼田昭二； 264,000株 

 ③ 売出価格        ：１株につき 5,050円 

   一般募集はこの価格にて行いました。 

④ 引受価額        ：１株につき 4,736円90銭

   売出価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手

取金となります。 

⑤ 引受価額の総額     ：9,587,485千円 

うち、当社保有の自己株

式の処分、売出し分

8,336,944千円 

⑥ 払込期日        ：平成18年６月７日 

⑦ 受渡期日       ：平成18年６月８日 

⑧ 資金使途       ：設備投資資金 
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５．生産、受注及び販売の状況 

(1）生産実績 

 当中間連結会計期間における生産実績は、次のとおりであります。 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年11月１日 
 至 平成18年４月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 
 至 平成17年10月31日） 事業部門の名称 

金 額（千円） 金 額（千円） 

業務スーパー事業 390,992 641,694 

合計 390,992 641,694 

 (注)１．金額は大連福来休食品有限公司及び神戸物産（安丘）食品有限公司における製造原価によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2）受注状況 

 当社グループは市場動向の予測に基づく見込生産を行っており、受注生産は行っておりません。 

  

(3）商品仕入実績 

 当中間連結会計期間における事業部門ごとの商品仕入実績は、次のとおりであります。 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年11月１日 
 至 平成18年４月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 
 至 平成17年10月31日） 事業部門の名称 

金 額（千円） 金 額（千円） 

業務スーパーFC 事業 39,919,897 70,383,818 
 

業務スーパー直営小売事業 1,240,590 2,680,786 

業務スーパー事業 41,160,488 73,064,604 

神戸クック事業 30,332 51,144 

合計 41,190,820 73,115,748 

 （注）１．当中間連結会計期間及び前連結会計年度における輸入実績は、それぞれ 3,807,113 千円及び 7,026,106

千円であります。  

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

         

 (4）販売実績 

 当中間連結会計期間における事業部門ごとの販売実績は、次のとおりであります。 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年11月１日 
 至 平成18年４月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 
 至 平成17年10月31日） 事業部門の名称 

金 額（千円） 金 額（千円） 

業務スーパーFC 事業 41,954,030 73,276,755 
 

業務スーパー直営小売事業 1,463,391 3,149,789 

業務スーパー事業 43,417,421 76,426,545 

神戸クック事業 38,943 67,884 

合計 43,456,365 76,494,429 

 （注）１．当中間連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のと

おりであります。 
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当中間連結会計期間 
（自 平成17年11月１日 
 至 平成18年４月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年11月１日 
 至 平成17年10月31日） 相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

㈱サンセブン 8,543,925 19.7 15,447,637 20.2 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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