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１．平成19年４月中間期の連結業績（平成18年11月１日～平成19年４月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年４月中間期 48,109 10.7 767 △13.3 912 1.2 555 △1.7

18年４月中間期 43,456 － 885 － 901 － 565 －

18年10月期 90,076 － 1,792 － 1,830 － 1,131 －

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

円 銭 円 銭

19年４月中間期 66 69 － －

18年４月中間期 85 65 － －

18年10月期 154 98 － －

（参考）持分法投資損益 19年４月中間期 －百万円 18年４月中間期 －百万円 18年10月期 －百万円

(2）連結財政状態

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

19年４月中間期 23,737 12,360 52.1 1,504 78

18年４月中間期 14,137 3,531 25.0 535 08

18年10月期 23,461 12,458 53.1 1,490 30

（参考）自己資本 19年４月中間期 12,360百万円 18年４月中間期 3,531百万円 18年10月期 12,458百万円

(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

期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年４月中間期 873 △995 △616 11,883

18年４月中間期 1,379 △298 － 5,783

18年10月期 1,506 △1,915 8,336 12,634

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

18年10月期 0 00 30 00 30 00

19年10月期 0 00 　－ 

19年10月期（予想） 　－ 30 00 30 00

３．平成19年10月期の連結業績予想（平成18年11月１日～平成19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 105,000 16.6 2,050 14.4 2,050 12.0 1,285 13.6 153 74

－ 1 －



 ４．その他

(1）期中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）　有

新規 1社 （社名　㈲神戸物産フーズ）    

(2）中間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（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に記

載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

(3）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） 19年４月中間期 8,800,000株 18年４月中間期 8,800,000株 18年10月期 8,800,000株

②　期末自己株式数 19年４月中間期 586,000株 18年４月中間期 2,200,000株 18年10月期 440,000株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、24ページ「１株当たり情報」をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年４月中間期の個別業績（平成18年11月１日～平成19年４月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年４月中間期 48,063 10.6 667 △13.3 812 3.6 467 3.2

18年４月中間期 43,456 － 769 － 784 － 453 －

18年10月期 90,078 － 1,579 － 1,615 － 927 －

１株当たり中間

（当期）純利益

円 銭

19年４月中間期 56 12

18年４月中間期 68 69

18年10月期 126 93

(2）個別財政状態

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

19年４月中間期 22,890 11,577 50.6 1,409 48

18年４月中間期 13,454 2,915 21.7 441 68

18年10月期 22,636 11,725 51.8 1,402 61

（参考）自己資本 19年４月中間期 11,577百万円 18年４月中間期 2,915百万円 18年10月期 11,725百万円

２．平成19年10月期の個別業績予想（平成18年11月１日～平成19年10月31日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 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 ％ 円 銭

通期 105,000 16.6 1,741 7.8 1,009 8.8 120 80

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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及び将来の経済状況予想等に基づいて作成したものであり、実際の

業績は今後さまざま要因によって、予想数値と異なる場合があります。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  当中間連結会計期間における世界経済は、原油価格等の原材料、商品価格の高騰などのマイナス材料があるものの、米国・欧州は底堅く

堅調に推移し、アジア経済も中国及び新興国成長が持続され景気は堅調に推移してまいりました。日本経済においても、好調な輸出を背景

に企業収益が順調に拡大し、雇用環境の改善を背景に個人消費も緩やかに回復基調をたどっております。 

　食品業界においては、少子高齢化・人口減少により市場の大幅な伸びが見込めない状況にあり、また、お客様の嗜好の多様化への対応な

ど厳しい状況が続いております。景気の回復に伴い一部では、高価格戦略に転換する動きも見られますが、消費者の根強いニーズは依然と

して低価格化、安心安全で健康に良い食品、自然に近い食品であります。

  このような状況のもと当社グループでは、お客様に信頼して頂ける商品の開発に全力を上げて取組んでおります。原材料の調達から生産、

販売までの一貫した品質保持体制の確立に努め、いわゆるサプライ・チェーン・マネジメント体制により高効率体制を可能としております。

また、当社グループの神戸物産（安丘）食品有限公司における安丘第二工場が稼働しレトルト食品等の新商品の開発生産が進み、また中国

以外での新商品の開発輸入も着実に成果を上げております。

　業務スーパーの店舗数は中間期末において、全国でＦＣ店舗454店舗、直営2店舗となり、引続き売上高の伸張に繋がっております。一方

輸入仕入による米ドル決済が当中間連結会計期間を通じて、想定為替よりも円安に推移したため、円安の影響を受ける結果となりまし

た。

　この結果、当中間連結会計期間の売上高は48,109百万円（前年同期比10.7％増）、経常利益は912百万円（同1.2％増）、中間純利益は

555百万円（同1.7％減）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

　  業務スーパーの店舗数は、当中間連結会計期間に23店舗純増（直轄エリア16店舗、地方エリア11店舗、退店4店舗）となりました。当初

  計画に比べ新規出店の計画は下回ったものの、地域的には関西、関東、地方エリアと万遍なく出店される結果となりました。　また、販

  売体制につきましては、各ＦＣ店舗への重点的なスーパーバイジングの強化や商品開発部門との連携強化による新商品開発の徹底　を図

  ってまいりました。

　  一方、ＰＢ（プライベートブランド）商品の開発においては、「食の安全・安心」を基本コンセプトとし、品質保持への意識を向上さ

  せ、更なるオリジナリティー、クオリティーアップの追求を図ってまいりました。また、商品開発管理部門におけるグループ各工場の管

  理体制の徹底及び各協力工場の管理体制の強化を継続しております。

　  この結果、業務スーパー事業の売上高は47,966百万円（前年同期比10.5％増）と順調に推移しました。

②神戸クック事業

　　神戸クック事業における、スローフーズをコンセプトとしたイートイン形式の敷地面積1000坪前後大型店舗の「神戸クックワールドビュッ

　フェ」は、野口店（兵庫県加古川市）に続き平成18年12月に網干店（兵庫県姫路市）をオープンさせ、引続き主婦層を中心に支持を得て順

　調に推移しております。

　　この結果、神戸クック事業の売上高は143百万円（前年同期比268.3％増）と順調に推移しました。

(2）財政状態に関する分析

  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、873百万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、法人税等の支払い等のキャッシュ・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、995百万円のキャッシュが減少となりました。これは、主に関西物流センター（神戸市灘区）の

　建設仮勘定の支出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、616百万円のキャッシュが減少となりました。これは、自己株式の取得による支出と配当金の支

　払によるものであります。

   なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

ヘッダ1 平成17年10月期 平成18年10月期 平成19年10月期 

  　　　　期末  　　　　中間  　　　　期末  　　　　中間

　自己資本比率（％）  　　　　23.0  　　　　25.0  　　　　53.1  　　　　52.1

  時価ベース自己資本

　比率（％）
 　　　　－  　　　　－  　　　　85.9          78.6

　キャッシュ・フロー対有利

　子負債比率(％）
 　　　　－  　　　　－  　　　　　－  　　　　－

   インタレスト・カバ

　レッジ・レシオ（倍）
 　　　　－  　　　　－  　　　3,921.6  　　　　－

 　（注）自己資本比率：自己資本/総資産

　　　　 時価ベース自己資本比率 : 株式時価総額/総資産

　　　　 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/営業キャッシュ・フロー

　　　　 インタレスト・カバレッジ・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。

　　　 ※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

　　　 ※営業キャッシュ・フローは、連結（中間連結）キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。

　　　　 有利子負債は連結（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、連結（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。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

    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。財務体質の強化のために必要な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おります。

　　なお、中間配当は実施しませんが、期末配当金は一株当たり普通配当30円を予定しております。　

(4）事業等のリスク

  　当社グループに影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。

　なお、将来に関しての記載は、当中間連結会計期間末現在において当社グループが独自に判断したものであります。

①法的な規制等について

　　当社グループは、わが国においては食品安全基本法、食品衛生法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(ＪＡＳ法)、

　容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律、関税法、製造物責任法(ＰＬ法)、中小小売商業振興法等の法的規制の適用

　を受けております。また、海外においても各国の法的規制の適用を受け遵守しております。当社グループとしては、法的手続きによる権

　利の保全にも万全を期しております。

　しかし、今後当社グループに関する法的な制度変更等が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

②食材の安全性について

　　当社グループは、業務スーパー事業においては現在3,000アイテム前後の食材を扱っており、神戸クック事業においては惣菜を中心にと

　した食品のテイクアウト形態の直営店を展開しております。最近の食品流通市場においては、ＢＳＥ問題や鳥インフルエンザなどの食材

　の基本的な安全性が問われる事件が多く発生しております。当社グループといたしましては、品質管理、検品検査について十分な管理体

　制を整えているものと認識しておりますが、今後予期せぬ事態が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

③当社グループの事業を取り巻く外部環境について

　  当社グループはカテゴリーキラー(特定の商品分野のみを豊富に品揃えし、低価格で提供する小売店業態)としての特徴を有する店舗展

  開を進めており、業務用ユーザーをターゲットとしているため、景気動向、消費者に係る税制の変更、気象状況などの影響は受けるもの

　の、一般的な小売業店舗との比較において、その影響度は少ないものと認識しております。しかしながら、今後当社グループと同様に、

　カテゴリーキラーとしての特徴を有する企業が増加することにより、それら企業と競合関係が激しくなった場合、当社グループの業績に

　影響を及ぼす可能性があります。

 

④生産拠点が中国に集中していることについて

　　当社グループは、中国大連市に大連福来休食品有限公司、安丘市に神戸物産(安丘)食品有限公司を置き、それぞれの工場において漬

　物、佃煮等の生産を行っております。その他、生産を委託している協力工場を含め、現在当社グループの海外における生産拠点は、中国

　一カ国のみであります。中国は日本と同様に自然災害の多い国でもあり、農作物の災害等の影響により、原材料の仕入れ価格の上昇等を

　引き起こす可能性があります。その他、当地における法規、税制等の変更、経済事情の急変、社会不安の発生、政治事変の発生、疫病の

　流行等の問題が起こった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑤為替変動の影響について

　　当社グループは、現在中国での生産供給体制をとっており、商品を輸入する際に米ドル決済により購入しております。当社グループで

　は、為替ヘッジ等によるリスクヘッジを一部行っておりますが、急激な為替変動が起こった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可

　能性があります。

 

⑥不測の事態による仕入価格の変動等のリスクについて

　　ＢＳＥ問題や鳥インフルエンザの発生、あるいは食品添加物の使用禁止などにより、日本国での輸入規制措置が講じられた場合、当社

　グループの仕入商品の一部について、急な代替品確保が困難になる可能性があります。また、急激な為替変動等の影響により仕入商品の

　品薄状態が発生した場合、商品仕入れ価格が大幅に変動する可能性があります。価格優位性のある輸入製品は容易に国内品に代えられな

　い事が多く、結果として店舗での販売価格の上昇や欠品となる恐れがあり、このような状況が発生した場合、当社グループの業績に影響

　を及ぼす可能性があります。

 

⑦物流拠点が集中していることについて

　　当社グループの物流の拠点は、輸入品が荷受される神戸港と横浜港に隣接した場所にあり、それぞれ関西、関東での直轄エリアへの配

　送拠点として、現在、十分にその機能を果たしております。しかし、当該港湾が地震等の自然災害により崩壊等の被害にあった場合、近

　隣の港湾で緊急避難的に荷受することになりますが、陸送や別の倉庫の手配等のコスト増が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす

　可能性があります。

 

⑧フランチャイズ戦略に関するリスクについて

　　ＦＣ戦略が停滞する背景としては、既存店売上の伸び悩みによる出店意欲の後退が考えられます。売上に影響する要因としては、取扱

　商品の商品力(価格・品質・利便性など)の低下、新規商品の導入の遅れなどが考えられ、当社での商品開発力並びに各協力工場への指導

　力の成果が問われることとなります。

　　また、ＦＣ店舗は全て当社の認可により出店され、当社ではＦＣ店舗間の競合が発生しないよう出店地域の調整を行っておりますが、

　今後のＦＣ店舗の出店状況によっては、将来的に出店候補地が制限される可能性があります。

　　このように、当社のＦＣ戦略が順調に進まない場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 　 さらにＦＣ契約先には、現在、複数の店舗を出店している企業もあり、万一これらの企業が経営方針を変更するなどの理由により、

　『業務スーパー』事業を縮小するなどの状況になった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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 ⑨スーパーバイザー(以下、ＳＶ)等の人材の確保について

　　ＳＶの主たる業務として、加盟店における店舗オペレーションの指導並びに援助があります。また、新規出店店舗の立ち上げ業務及び

　各ＦＣ店舗への巡回等を行っております。ＳＶ１人当たりの最適な担当店舗数は15～20店舗と考えており、これ以上担当店舗が増加した

　場合、適切な巡回ペースを維持できなくなる可能性があります。このため、店舗の増加と共にＳＶ等の人員を増員する必要があり、その

　要員を確保できない場合、ＦＣ店舗の管理が不十分となるなどの要因から、結果としてＦＣ店舗の売上を低下させてしまうことになり、

　当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑩『業務スーパー』のブランドイメージが損なわれる恐れについて 

　　業務マニュアル及びＳＶの指導等の徹底により、店舗のオペレーションには万全を期しております。しかしながら、当社グループの加

　盟店の中には、当社を通じた仕入品以外の商品(青果・鮮魚・酒類等)を販売しているＦＣ店舗があり、これら商品の瑕疵について、当社

　は契約上責任を負わないことになっておりますが、万一ＦＣ店舗においてこれらの商品の瑕疵を原因とした問題等が発生した場合、結果

　として当社のブランドイメージが損なわれ、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑪プライベートブランド商品への依存度について 

　　当社グループでは、ＦＣ店舗へ販売するナショナルブランド商品については、販売金額の１％相当額のみを当社ロイヤルティ収入とし　

　ているため、売上総利益に占めるプライベートブランド商品の割合が高い水準にあります。

　　このため、今後何らかの要因により、中国からの仕入商品を始めとしたプライベートブランド商品の売上が減少した場合、当社グルー

　プの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑫当社グループの事業インフラである情報システムについて

　　ソフトウェアの新規導入にあたりましては、厳重に再レビューを行っており、システムの導入前に欠陥を発見できる可能性が高いと考

　えております。また、導入後に欠陥が発生した場合には、欠陥部分に関連した数値に差異が発生する可能性がありますが、整合性チェッ

　ク等を行っており、欠陥そのものが継続することはありません。 

　　また、ハードウェアに関しましては、物理的ダメージによる機能停止、故障によるデータの欠落が考えられます。物理的ダメージにつ

　いてのインフラに関しましては、外部委託による24時間体制の監視を行っており、機能停止時には即時に担当者に連絡が入りますが、災

　害等によるものであれば復旧までの間、機能停止することが考えられます。故障によるデータ欠落につきましては、ソフトウェア同様、

　整合性のチェックを行っておりますので、部品交換までの短期的なものであると考えます。 

　　当社グループでは、ハードウェア(サーバー、ＵＰＳ(無停電装置)、クライアント含む)、ソフトウェア、バックアップ、電源、回線に

　つきまして冗長化を行い、２拠点でのデータ相互保管を行っており、災害時の機能停止のリスクは軽減できるものと考えております。こ

　のように情報システムについては十分な体制を構築しているものと認識しておりますが、想定外のシステム上のトラブルが発生した場

　合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

　 

⑬新規事業について

　　当社グループは、将来的に東南アジア及び中米等における生産拠点づくり並びに海外での新規事業の構想を持っております。これらの

　地域への進出は新規事業向け商品のみの生産拠点ではなく、現行事業である『業務スーパー』向け商品の生産も行い、トータル的に生産

　効率を追求するものであります。しかしながら、新規事業が想定通りの成果が得られない場合、工場全体の生産効率が落ち込む要因とな

　り、結果として当該工場での原価率の上昇から粗利益率の低下を招く恐れがあり、投資回収の面でも当初計画から遅れることも予想され

　ます。また、神戸クック事業におきましても、今後の新業態の店舗展開の中で想定通りの成果が得られず、当初計画から遅れることも予

　想されます。このように新規事業について当社が期待する通りの成果が上がらなかった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性

　があります。 
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２．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４社(有限会社神戸物産フーズ、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・外食市場の開拓を企画して惣菜小売、カフェ＆ビュッフェ店を試験的に開始しております。

 

 （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。 

業 者  ・  一 般 顧 客 

Ｆ Ｃ 加 盟 店 

 

株式会社神戸物産 

 

国内外メーカー 

神戸物産（安丘）食品有限公司※ 神戸物産（香港）有限公司※ 

大連福来休食品有限公司※ 

100％ 

100％ 
100％ 

直営３店舗(業務スーパー２

店舗・神戸クック１店舗) 

有限会社神戸物産フーズ※ 

100％ 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  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

足して頂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。

　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、企業価値の最大化を目指してまいります。

　また、『食』におけるブランドイメージの向上を図り、『食』のもの創り企業としての位置づけを確固たるものとすべき体制を整えてま

いります。

(2）目標とする経営指標

 　当社が目標とする経営指標と致しましては、連結決算ベースでの売上総利益率、経常利益率を重要視し、その向上及び、企業価値の増大

に尽力してまいります。

(3）中長期的な会社の経営戦略

 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』を標傍し、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ォ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

　   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

   が今後共に高まる中、『神戸クック』の惣菜のデリバリー及び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参りたいと考えております。

(4）会社の対処すべき課題

  　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、今後も充分に取り組んでいかなければならない項目であります。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、取扱商品の自主検査の徹底を図って参りま

  した。これからも、独自の厳しい品質保持システムを一層強化すると共に、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。

株式会社神戸物産(3038)平成 19 年 10 月期中間決算短信

－ 7 －



４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末

（平成18年４月30日）

当中間連結会計期間末

（平成19年４月30日）

前連結会計年度の

要約連結貸借対照表

（平成18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

（％）
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   12,099,776   12,928,954  

２．売掛金   3,978,348   4,521,044   4,200,734  

３．たな卸資産   2,382,668   2,834,358   2,942,071  

４．その他   128,982   290,671   302,859  

貸倒引当金   △13,658   △16,383   △14,210  

流動資産合計   12,548,906 88.8  19,729,465 83.1  20,360,409 86.8

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）土地  －   1,379,187   1,379,187   

(2）その他  1,347,270 1,347,270  2,095,220 3,474,408  1,349,689 2,728,877  

２．無形固定資産   143,228   159,072   142,775  

３．投資その他の

　　資産
 98,439   376,794   231,329   

貸倒引当金  △450 97,989  △2,453 374,341  △1,711 229,618  

固定資産合計   1,588,488 11.2  4,007,822 16.9  3,101,270 13.2

資産合計   14,137,395 100.0  23,737,288 100.0  23,461,680 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金   7,251,160   7,725,478   7,479,873  

２．賞与引当金   6,999   8,474   23,340  

３．その他   612,491   615,874   537,995  

流動負債合計   7,870,651 55.7  8,349,826 35.2  8,041,209 34.3

Ⅱ　固定負債           

１．退職給付引当金   31,700   37,100   33,300  

２．預り保証金   2,655,850   2,956,350   2,836,350  

３．その他   47,687   33,765   91,946  

固定負債合計   2,735,237 19.3  3,027,215 12.7  2,961,596 12.6

負債合計   10,605,888 75.0  11,377,042 47.9  11,002,806 46.9
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前中間連結会計期間末

（平成18年４月30日）

当中間連結会計期間末

（平成19年４月30日）

前連結会計年度の

要約連結貸借対照表

（平成18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

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

（資本の部）           

  Ⅰ　資本金   64,000 0.5  － －  － －

  Ⅱ　資本剰余金   106,405 0.7  － －  － －

  Ⅲ　利益剰余金   3,438,719 24.3  － －  － －

  Ⅳ　為替換算調整勘定   98,381 0.7  － －  － －

  Ⅴ　自己株式   △176,000 △1.2  － －  － －

 　資本合計   3,531,506 25.0  － －  － －

 　負債、少数株主持分

及び資本合計
  14,137,395 100.0  － －  － －

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  64,000 0.2  64,000 0.3

２．資本剰余金   － －  8,302,549 35.0  8,302,549 35.4

３．利益剰余金   － －  4,310,441 18.2  4,005,345 17.1

４．自己株式   － －  △400,538 △1.7  △35,200 △0.2

株主資本合計   － －  12,276,452 51.7  12,336,694 52.6

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．為替換算調整勘定   － －  83,793 0.4  122,179 0.5

評価・換算差額等合

計
  － －  83,793 0.4  122,179 0.5

純資産合計   － －  12,360,245 52.1  12,458,874 53.1

負債純資産合計   － －  23,737,288 100.0  23,461,680 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  

前中間連結会計期間

（自　平成17年11月１日

至　平成18年４月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年11月１日

至　平成19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17年11月１日

至　平成18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

（％）
金額（千円）

百分比

（％）

Ⅰ　売上高   43,456,365 100.0  48,109,345 100.0  90,076,004 100.0

Ⅱ　売上原価   41,691,288 95.9  46,190,497 96.0  86,414,337 95.9

売上総利益   1,765,077 4.1  1,918,848 4.0  3,661,666 4.1

Ⅲ　販売費及び一般管理

費
※１  879,698 2.0  1,151,207 2.4  1,869,231 2.1

営業利益   885,379 2.1  767,640 1.6  1,792,434 2.0

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  3,146   12,091   22,276   

２．賃貸収入  18,906   22,969   36,424   

３．為替差益  －   40,942   36,532   

４．デリバティブ評価

益
 －   77,885   －   

５．その他  7,855 29,908 0.0 10,542 164,432 0.3 12,547 107,780 0.1

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  －   －   397   

２．賃貸収入原価  8,816   14,827   18,885   

３．株式交付費  －   －   20,111   

４．株式払込手数料  －   3,388   －   

５．デリバティブ評価

損
 －   －   26,822   

６．その他  4,816 13,633 0.0 1,447 19,663 0.0 3,947 70,165 0.1

経常利益   901,654 2.1  912,408 1.9  1,830,050 2.0

Ⅵ　特別損失           

１．固定資産除却損 ※２ 3,345   3,845   12,880   

２．固定資産売却損 ※３ － 3,345 0.0 － 3,845 0.0 2,742 15,622 0.0

税金等調整前中間

(当期)純利益
  898,309 2.1  908,563 1.9  1,814,427 2.0

法人税、住民税及

び事業税
 315,083   356,311   662,751   

法人税等調整額  17,910 332,994 0.8 △3,643 352,667 0.7 19,735 682,486 0.7

中間(当期)純利益   565,315 1.3  555,895 1.2  1,131,941 1.3
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結剰余金計算書（自　平成17年11月１日　至　平成18年4月30日）

  
前中間連結会計期間

（平成18年４月30日）

区分
注記

番号
金額（千円）

（資本剰余金の部）    

  Ⅰ　資本剰余金期首残高   106,405

  Ⅱ　資本剰余金中間期末残高   106,405

    

（利益剰余金の部）    

  Ⅰ　利益剰余金期首残高   2,873,403

  Ⅱ　利益剰余金増加高    

  中間純利益　  565,315 565,315

  Ⅲ　利益剰余金中間期末残高   3,438,719

    

当中間連結株主資本等計算書（自　平成18年11月１日　至　平成19年４月30日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年10月31日　残高（千円） 64,000 8,302,549 4,005,345 △35,200 12,336,694

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当 － － △250,800 － △250,800

中間純利益 － － 555,895 － 555,895

自己株式の取得 － － － △365,338 △365,338

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － 305,095 △365,338 △60,242

平成19年４月30日　残高（千円） 64,000 8,302,549 4,310,441 △400,538 12,276,452

 

評価・換算差額等

純資産合計
為替換算調整勘定

評価・換算差額等合
計

平成18年10月31日　残高（千円） 122,179 122,179 12,458,874

中間連結会計期間中の変動額    

剰余金の配当 － － △250,800

中間純利益 － － 555,895

自己株式の処分 － － △365,338

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

△38,385 △38,385 △38,385

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

△38,385 △38,385 △98,628

平成19年４月30日　残高（千円） 83,793 83,793 12,360,245
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前連結会計年度の要約連結株主資本等変動計算書（自　平成17年11月１日　至　平成18年10月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年10月31日　残高（千円） 64,000 106,405 2,873,403 △176,000 2,867,809

連結会計年度中の変動額      

当期純利益 － － 1,131,941 － 1,131,941

自己株式の処分 － 8,196,144 － 140,800 8,336,944

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

－ 8,196,144 1,131,941 140,800 9,468,885

平成18年10月31日　残高（千円） 64,000 8,302,549 4,005,345 △35,200 12,336,694

 

評価・換算差額等

純資産合計
為替換算調整勘定

評価・換算差額等合
計

平成17年10月31日　残高（千円） 49,673 49,673 2,917,483

連結会計年度中の変動額    

当期純利益 － － 1,131,941

自己株式の処分 － － 8,336,944

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

72,506 72,506 72,506

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

72,506 72,506 9,541,391

平成18年10月31日　残高（千円） 122,179 122,179 12,458,874

株式会社神戸物産(3038)平成 19 年 10 月期中間決算短信

－ 12 －



(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  

前中間連結会計期間

（自　平成17年11月１日

至　平成18年４月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年11月１日

至　平成19年４月30日）

前連結会計年度の要約

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成17年11月１日

至　平成18年10月31日）

区分
注記

番号
金額（千円） 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
 898,309 908,563 1,814,427

減価償却費  79,355 103,955 176,534

のれん償却額  － 2,446 －

貸倒引当金の増減額(減少:

△)
 2,946 2,915 4,760

賞与引当金の増減額(減少:

△)
 △12,683 △14,866 3,657

退職給付引当金の増減額(減

少:△)
 2,900 3,800 4,500

受取利息及び受取配当金  △3,146 △12,091 △22,276

支払利息  － － 397

デリバティブ評価益  － △77,885 －

デリバティブ評価損  － － 26,822

有形固定資産除却損  3,345 3,845 11,830

有形固定資産売却損  － － 2,742

売上債権の増減額(増加:△)  △427,173 △317,711 △646,288

たな卸資産の増減額(増加:

△)
 156,198 104,564 △400,898

その他流動資産の増減額(増

加:△)
 150,829 87,215 26,566

仕入債務の増減額(減少:△)  841,617 229,098 1,037,478

その他流動負債の増減額(減

少:△)
 63,017 18,319 15,793

預り保証金の増減額(減少:

△)
 153,100 120,000 333,600

その他  △52,472 △5,460 △52,368

小計  1,856,144 1,156,706 2,337,280

利息及び配当金の受取額  3,146 12,091 22,276

利息の支払額  － － △397

法人税等の支払額  △479,925 △295,338 △852,811

営業活動によるキャッシュ・

フロー
 1,379,365 873,460 1,506,347
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前中間連結会計期間

（自　平成17年11月１日

至　平成18年４月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年11月１日

至　平成19年４月30日）

前連結会計年度の要約

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成17年11月１日

至　平成18年10月31日）

区分
注記

番号
金額（千円） 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  － △151,100 －

定期預金の払出による収入  － 151,100 －

有形固定資産の取得による支

出
 △252,118 △857,831 △1,727,499

有形固定資産の売却による収

入
 34,094 481 43,645

無形固定資産の取得による支

出
 △69,161 △30,578 △78,990

貸付けによる支出  △20,000 △120,000 △170,000

貸付金の回収による収入  8,472 12,797 17,303

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
 △298,713 △995,130 △1,915,541

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
    

自己株式の取得による支出  － △365,338 －

自己株式の売却による収入  － － 8,336,944

配当金の支払額  － △250,800 －

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
 － △616,138 8,336,944

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算

差額
 5,759 △13,589 9,649

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額  1,086,411 △751,398 7,937,399

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  4,696,954 12,634,354 4,696,954

Ⅶ　連結範囲変更に伴う期首残高増

加額
 － 70 －

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間期末

(期末)残高
※１ 5,783,365 11,883,026 12,634,354
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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

前中間連結会計期間

（自　平成17年11月１日

至　平成18年４月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年11月１日

至　平成19年４月30日）

前連結会計年度

（自　平成17年11月１日

至　平成18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

連結子会社の数　　　４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

㈲神戸物産フーズ

　前連結会計年度において非連結

子会社であった㈲神戸物産フーズ

は、重要性が増したことにより、

当中間連結会計期間より連結の範

囲に含めております。

イ 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

ロ 非連結子会社の名称

㈲神戸物産フーズ

(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社は、小規模であ

り、合計の総資産、売上高、当

期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金(持分に見合う額)

等は、いずれも連結財務諸表に

及ぼす影響が軽微であり、かつ

全体としても重要性がないため、

連結の範囲に含めておりません。

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 イ 持分法を適用した非連結子会社

又は関連会社の数

該当事項はありません。

ロ 持分法を適用しない非連結子会

社

㈲神戸物産フーズは、当期純

損益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等から

みて、持分法の対象から除いても

連結財務諸表に及ぼす影響が軽微

であり、かつ全体としても重要性

がないため、持分法の適用範囲か

ら除外しております。
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項目

前中間連結会計期間

（自　平成17年11月１日

至　平成18年４月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年11月１日

至　平成19年４月30日）

前連結会計年度

（自　平成17年11月１日

至　平成18年10月31日）

 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、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）

有限公司の中間決算日は２月末日、

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、㈲神戸物産フー

ズの中間決算日は連結中間決算日

と一致しております。

　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　デリバティブ

　　　　　　　―

イ　デリバティブ

時価法によっております。

イ　デリバティブ

同左

 ロ　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　たな卸資産

(イ)商品

同左

ロ　たな卸資産

(イ)商品

同左

 (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。

(ロ)直営店舗の商品

同左

(ロ)直営店舗の商品

同左

 (ハ)製品・原材料

総平均法による原価法によって

おります。

(ハ)製品・原材料

同左

(ハ)製品・原材料

同左
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項目

前中間連結会計期間

（自　平成17年11月１日

至　平成18年４月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年11月１日

至　平成19年４月30日）

前連結会計年度

（自　平成17年11月１日

至　平成18年10月31日）

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法

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。

イ　有形固定資産

同左

 

 

 

 

 

 

イ　有形固定資産

同左

  

建物 10年～39年

器具備品   ４年～20年

 

 

 

 (会計方針の変更）

 当中間連結会計期間から、法人税

法改正に伴い平成19年４月１日以降

に取得したものについては、改正後

の法人税法に規定する償却方法によ

り減価償却費を計上しております。

　これによる損益に与える影響は軽

微であります。

 

 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。

ロ　無形固定資産

同左

ロ　無形固定資産

同左

(3）重要な繰延資産の処理方

法

――― ―――  株式交付費

 支出時に全額費用として処理し

ております。

(4）重要な引当金の計上基準 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。

イ　貸倒引当金

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

額のうち当中間期の負担額を計

上しております。

ロ　賞与引当金

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。

ハ　退職給付引当金

同左

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

前中間連結会計期間

（自　平成17年11月１日

至　平成18年４月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年11月１日

至　平成19年４月30日）

前連結会計年度

（自　平成17年11月１日

至　平成18年10月31日）

(5）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

　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、換算差額は純資

産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。

　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、

換算差額は純資産の部における

為替換算調整勘定に含めて計上

しております。

　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、換算差額は純資産の

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。

(6）重要なリース取引の処理

方法

　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。

同左 同左

(7）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

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

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 同左
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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の変更

前中間連結会計期間

（自　平成17年11月１日

至　平成18年４月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年11月１日

至　平成19年４月30日）

前連結会計年度

（自　平成17年11月１日

至　平成18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。

 

―――――――

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――――

  

 

 

 

 

 

 

 

 (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

 当中間連結会計期間より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準委員会　平成17年12月９日　企業会

計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準委員会　平成17年12月９日　企業

会計基準適用指針第８号）を適用しておりま

す。なお、従来の資本の部に相当する金額は、

純資産の部と同額であります。

 

 (固定資産の減損に係る会計基準）

 当連結会計年度より、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。

 

 (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準委員会　平成17年12月９日　企業会計基

準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会　平成17年12月９日　企業会計

基準適用指針第８号）を適用しております。

なお、従来の資本の部に相当する金額は、純

資産の部と同額であります。

 

表示方法の変更

前中間連結会計期間

（自　平成17年11月１日

至　平成18年４月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年11月１日

至　平成19年４月30日）

  ――――――

 ――――――

 (中間連結貸借対照表）

 前中間連結会計期間において有形固定資産に含めて表示しておりま

した「土地」（前中間連結会計期間261,862千円）については、当中

間連結会計期間において総資産の100分の5超となったため、区分掲記

しております。

 

 (中間連結損益計算書）

 前中間連結会計期間において営業外収入の「その他」に含めて表示

しておりました「為替差益」（前中間連結会計期間747千円）につい

ては、当中間連結会計期間において営業外収益の100分の10超となっ

たため、区分掲記しております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末

（平成18年４月30日）

当中間連結会計期間末

（平成19年４月30日）

前連結会計年度末

（平成18年10月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

 780,749千円  890,047千円  822,813千円

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中間連結会

計期間末の借入未実行残高は次のとおり

であります。

２．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行４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

計期間末の借入未実行残高は次のとおり

であります。

２．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行４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

度末の借入未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

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額
5,500,000千円

借入実行残高  －

差引額 5,500,000千円

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額
5,500,000千円

借入実行残高  －

差引額 5,500,000千円

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間

（自　平成17年11月１日

至　平成18年4月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年11月１日

至　平成19年４月30日）

前連結会計年度

（自　平成17年11月１日

至　平成18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。

※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。

※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

運賃 252,861千円

販売促進費 181,732千円

貸倒引当金繰入額 1,843千円

賃金給料及び諸手当 364,197千円

賞与引当金繰入額 8,474千円

退職給付費用 3,800千円

運賃 452,858千円

販売促進費 160,070千円

貸倒引当金繰入額 3,233千円

賃金給料及び諸手当 619,982千円

賞与引当金繰入額 23,340千円

退職給付費用 4,500千円

※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。

※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 有形固定資産「その他」 3,845千円 有形固定資産「その他」 11,830千円

解体撤去費用 1,050千円

合計 12,880千円

 ※３　　　　　―――――― ※３ 　　　　　―――――― ※３　固定資産売却損の内訳は次のとおりで

あります。

有形固定資産「その他」 2,742千円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自平成18年11月１日　至平成19年４月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 

前連結会計年度末株式

数

 （株）

当中間連結会計期間増

加株式数

（株）

当中間連結会計期間減

少株式数

（株）

当中間連結会計期間末

株式数

（株）

発行済株式     

普通株式 8,800,000 － － 8,800,000

合計 8,800,000 － － 8,800,000

自己株式     

普通株式 440,000 146,000 － 586,000

合計 440,000 146,000 － 586,000

 （注）普通株式の自己株式の増加146,000株は、会社法第165条第2項の規定に基づく市場買付によるものであります。

 

２．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

平成19年1月26日

定時株主総会
普通株式 250,800 30 平成18年10月31日 平成19年1月29日

前連結会計年度（自平成17年11月１日　至平成18年10月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 

前連結会計年度末株式

数

 （株）

当連結会計年度増加株

式数

（株）

当連結会計年度減少株

式数

（株）

当連結会計年度末株式

数

（株）

発行済株式     

普通株式 8,800,000 － － 8,800,000

合計 8,800,000 － － 8,800,000

自己株式     

普通株式 2,200,000 － 1,760,000 440,000

合計 2,200,000 － 1,760,000 440,000

 （注）自己株式の株式数の減少1,760,000株は、自己株式処分によるものであります。

 

２．配当に関する事項

(1）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

１株当たり配当

額（円）
基準日 効力発生日

平成19年1月26日

定時株主総会
普通株式 250,800  利益剰余金 30 平成18年10月31日 平成19年1月29日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間

（自　平成17年11月１日

至　平成18年４月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年11月１日

至　平成19年４月30日）

前連結会計年度

（自　平成17年11月１日

至　平成18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）

※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19年４月30日現在）

※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18年10月31日現在）

（千円） （千円） （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 

現金及び預金勘定 12,099,776 

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△216,750 

現金及び現金同等物 11,883,026 

現金及び預金勘定 12,928,954

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△294,600 

現金及び現金同等物 12,634,354 

（リース取引関係）

前中間連結会計期間

（自　平成17年11月１日

至　平成18年４月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年11月１日

至　平成19年４月30日）

前連結会計年度

（自　平成17年11月１日

至　平成18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

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．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

 該当事項はありません。 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

 該当事項はありません  該当事項はありません

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

該当事項はありません 該当事項はありません

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 896千円

減価償却費相当額 896千円

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。

　（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はあり

ません。

　（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はあり

ません。

（有価証券関係）

前中間連結会計期間（自平成17年11月1日　至18年４月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年11月１日　至平成19年４月30日）及び

前連結会計年度（自平成17年11月１日　至平成18年10月31日）

　該当事項はありません。
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（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間（自平成17年11月１日　至平成18年４月30日）

該当事項はありません。

 

当中間連結会計期間（自平成18年11月１日　至平成19年４月30日）及び前連結会計年度（自平成17年11月１日　至平成18年10月31日）

１．取引の時価等に関する事項

区分 種類

当中間連結会計期間末

（平成19年4月30日） 

 契約額等

（千円）

契約金額等の

うち1年超

（千円）

時価

（千円）

評価損益

（千円）

 市場取引以外の取引

通貨オプション取引     

買建 

 コール

  米ドル

 

 

 

2,932,500

（－） 

 

 

862,500

（－） 

 

 

 

86,251

 

 

 

9,508

 売建 

 プット

 米ドル

 

 

 

2,853,450

（－） 

 

 

839,250

（－） 

 

 

 

△35,188

 

 

 

68,378

合計 － － － 77,885

区分 種類

前連結会計年度末

（平成18年10月31日） 

 契約額等

（千円）

契約金額等の

うち1年超

（千円）

時価

（千円）

評価損益

（千円）

 市場取引以外の取引

通貨オプション取引     

買建 

 コール

  米ドル

 

 

 

3,967,500

（－） 

 

 

1,897,500

（－） 

 

 

 

76,743

 

 

 

76,743

 売建 

 プット

 米ドル

 

 

 

3,860,550

（－） 

 

 

1,846,350

（－） 

 

 

 

△103,566

 

 

 

△103,566

合計 － － － △26,822

 （注）時価等の算定方法

 （1）通貨オプション取引の時価は取引銀行から提示された価格によっています。

（2）通貨オプション取引は、買建・売建オプション料を相殺するゼロコストオプション取引であり、オプション料は発生しておりません。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年11月１日　至平成18年４月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年11月１日　至平成19年４月30

日）及び前連結会計年度（自平成17年11月１日　至平成18年10月31日）

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、当社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、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。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年11月１日　至平成18年４月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年11月１日　至平成19年４月30

日）及び前連結会計年度（自平成17年11月１日　至平成18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いずれも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。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自平成17年11月１日　至平成18年４月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年11月１日　至平成19年４月30

日）及び前連結会計年度（自平成17年11月１日　至平成18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）

前中間連結会計期間

（自　平成17年11月１日

至　平成18年４月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年11月１日

至　平成19年４月30日）

前連結会計年度

（自　平成17年11月１日

至　平成18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 1,504.78円

１株当たり中間純利益金額 66.69円

１株当たり純資産額 1,490.30円

１株当たり当期純利益金額 154.98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。

 

前中間連結会計期間

（自　平成17年11月１日

至　平成18年４月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年11月１日

至　平成19年４月30日）

前連結会計年度

（自　平成17年11月１日

至　平成18年10月31日）

中間(当期)純利益（千円） 565,315 555,895 1,131,941

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) 565,315 555,895 1,131,941

期中平均株式数（千株） 6,600,000 8,335,181 7,304,000
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間

（自　平成17年11月１日

至　平成18年４月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年11月１日

至　平成19年４月30日）

前連結会計年度

（自　平成17年11月１日

至　平成18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

（内訳）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

の手取り金額となります。

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．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年4月30日）

当中間会計期間末

（平成19年４月30日）

前事業年度の要約貸借対照表

（平成18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

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  5,618,114   11,538,080   12,430,399   

２．売掛金  3,978,348   4,508,497   4,200,734   

３．たな卸資産  2,323,911   2,730,905   2,871,965   

４．その他  111,602   283,628   162,820   

貸倒引当金  △13,658   △16,383   △14,210   

流動資産合計   12,018,318 89.3  19,044,728 83.2  19,651,710 86.8

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

（1）土地  －   1,379,187   1,379,187   

（2）その他  783,968   1,310,830   659,119   

有形固定資産合計  783,968   2,690,018   2,038,307   

２．無形固定資産  83,994   95,972   77,663   

３．投資その他の資産  569,031   1,062,020   870,698   

貸倒引当金  △450   △2,453   △1,711   

投資その他の資産

合計
 568,581   1,059,567   868,987   

固定資産合計   1,436,544 10.7  3,845,557 16.8  2,984,958 13.2

資産合計   13,454,862 100.0  22,890,286 100.0  22,636,668 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  7,223,038   7,673,670   7,417,398   

２．賞与引当金  6,999   8,421   23,340   

３．その他  574,468   603,514   508,485   

流動負債合計   7,804,506 58.0  8,285,606 36.2  7,949,226 35.1

Ⅱ　固定負債           

１．退職給付引当金  31,700   37,100   33,300   

２．預り保証金  2,655,850   2,956,350   2,836,350   

３．その他  47,687   33,765   91,946   

固定負債合計   2,735,237 20.3  3,027,215 13.2  2,961,596 13.1

負債合計   10,539,743 78.3  11,312,821 49.4  10,910,823 48.2
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前中間会計期間末

（平成18年4月30日）

当中間会計期間末

（平成19年４月30日）

前事業年度の要約貸借対照表

（平成18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

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   64,000 0.5  － －  － －

Ⅱ　利益剰余金           

１．利益準備金  10,000   －   －   

２．任意積立金  30,865   －   －   

３．中間(当期)未処分

利益
 2,986,253   －   －   

利益剰余金合計   3,027,119 22.5  － －  － －

Ⅲ　自己株式   △176,000 △1.3  － －  － －

資本合計   2,915,119 21.7  － －  － －

負債資本合計   13,454,862 100.0  － －  － －

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  64,000 0.3  64,000 0.3

２．資本剰余金           

(1）その他資本剰余

金
 －   8,196,144   8,196,144   

資本剰余金合計   － －  8,196,144 35.8  8,196,144 36.2

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  －   16,000   10,000   

(2）その他利益剰余

金
          

特別償却準備金  －   37,890   37,890   

別途積立金  －   7,500   7,500   

繰越利益剰余金  －   3,656,467   3,445,511   

利益剰余金合計   － －  3,717,858 16.2  3,500,901 15.5

４．自己株式   － －  △400,538 △1.7  △35,200 △0.2

株主資本合計   － －  11,577,464 50.6  11,725,845 51.8

純資産合計   － －  11,577,464 50.6  11,725,845 51.8

負債純資産合計   － －  22,890,286 100.0  22,636,668 100.0
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(2) 中間損益計算書

  

前中間会計期間

（自　平成17年11月１日

至　平成18年４月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年11月１日

至　平成19年４月30日）

前事業年度の要約損益計算書

（自　平成17年11月１日

至　平成18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

（％）
金額（千円）

百分比

（％）

Ⅰ　売上高   43,456,365 100.0  48,063,177 100.0  90,078,301 100.0

Ⅱ　売上原価   41,840,853 96.3  46,293,858 96.3  86,694,290 96.2

売上総利益   1,615,512 3.7  1,769,319 3.7  3,384,011 3.8

Ⅲ　販売費及び一般管理

費
  845,831 1.9  1,101,699 2.3  1,804,589 2.0

営業利益   769,681 1.8  667,619 1.4  1,579,421 1.8

Ⅳ　営業外収益 ※１  28,053 0.0  164,638 0.3  105,676 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  13,514 0.0  19,627 0.0  69,829 0.1

経常利益   784,220 1.8  812,630 1.7  1,615,269 1.8

Ⅵ　特別損失   3,299 0.0  3,845 0.0  14,696 0.0

税引前中間

（当期）純利益
  780,921 1.8  808,785 1.7  1,600,572 1.8

法人税、住民税及び

事業税
 309,671   344,969   648,736   

法人税等調整額  17,910 327,581 0.8 △3,941 341,028 0.7 24,713 673,450 0.8

中間（当期）

純利益
  453,339 1.0  467,756 1.0  927,121 1.0

前期繰越利益   2,532,914   －   －  

中間（当期）

未処分利益
  2,986,253   －   －  
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(3）中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自　平成18年11月１日　至　平成19年４月30日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計特別償却準

備金
別途積立金

繰越利益剰
余金

平成18年10月31日　残高
（千円）

64,000 8,196,144 8,196,144 10,000 37,890 7,500 3,445,511 3,500,901

中間会計期間中の変動額         

剰余金の配当 － － － － － － △250,800 △250,800

利益準備金の積立 － － － 6,000 － － △6,000 －

中間純利益 － － － － － － 467,756 467,756

自己株式の取得 － － － － － － － －

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

－ － － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － － 6,000 － － 210,956 216,956

平成19年４月30日　残高
（千円）

64,000 8,196,144 8,196,144 16,000 37,890 7,500 3,656,467 3,717,858

 

株主資本

純資産合計
自己株式

株主資本合
計

平成18年10月31日　残高
（千円）

△35,200 11,725,845 11,725,845

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当 － △250,800 △250,800

利益準備金の積立 － － －

中間純利益 － 467,756 467,756

自己株式の取得 △365,338 △365,338 △365,338

株主資本以外の項目の中間会
計期間中の変動額（純額）

－ － －

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

△365,338 △148,381 △148,381

平成19年４月30日　残高
（千円）

△400,538 11,577,464 11,577,464
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前事業年度の要約株主資本等変動計算書（自　平成17年11月１日　至　平成18年10月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計特別償却準

備金
別途積立金

繰越利益剰
余金

平成17年10月31日　残高
（千円）

64,000 － － 10,000 21,116 7,500 2,535,163 2,573,780

事業年度中の変動額         

利益処分による特別償却準備
金の繰入

－ － － － 6,489 － △6,489 －

利益処分による特別償却準備
金の取崩

－ － － － △4,240 － 4,240 －

特別償却準備金の繰入 － － － － 20,132 － △20,132 －

特別償却準備金の取崩 － － － － △5,607 － 5,607 －

当期純利益 － － － － － － 927,121 927,121

自己株式の処分 － 8,196,144 8,196,144 － － － － －

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

－ － － － － － － －

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ 8,196,144 8,196,144 － 16,774 － 910,347 927,121

平成18年10月31日　残高
（千円）

64,000 8,196,144 8,196,144 10,000 37,890 7,500 3,445,511 3,500,901

 

 株主資本

純資産合計
自己株式

株主資本合
計

平成17年10月31日　残高
（千円）

△176,000 2,461,780 2,461,780

事業年度中の変動額    

利益処分による特別償却準備
金の繰入

－ － －

利益処分による特別償却準備
金の取崩

－ － －

特別償却準備金の繰入 － － －

特別償却準備金の取崩 － － －

当期純利益 － 927,121 927,121

自己株式の処分 140,800 8,336,944 8,336,944

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

－ － －

事業年度中の変動額合計
（千円）

140,800 9,264,065 9,264,065

平成18年10月31日　残高
（千円）

△35,200 11,725,845 11,725,845
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目

前中間会計期間

（自　平成17年11月１日

至　平成18年４月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年11月１日

至　平成19年４月30日）

前事業年度

（自　平成17年11月１日

至　平成18年10月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

子会社株式

　移動平均法による原価法を採用

しております。

(1）有価証券

子会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式

同左

 (2）デリバティブ

 ――――――

(2）デリバティブ

 時価法によっております。

(2）デリバティブ

同左

 (3）たな卸資産 (3）たな卸資産 (3）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。

イ　商品

同左

イ　商品

同左

 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。

ロ　直営店舗の商品

同左

ロ　直営店舗の商品

同左

 ハ　貯蔵品

最終仕入原価法によってお

ります。

ハ　貯蔵品

同左

ハ　貯蔵品

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率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。

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

 建物 10年～39年

器具及び備品 ４年～20年

 

 

 (会計方針の変更）

 当中間会計期間から、法人税法改

正に伴い平成19年４月１日以降に取

得したものについては、改正後の法

人税法に規定する償却方法により減

価償却費を計上しております。

　これによる損益に与える影響は軽

微であります。

 

 (2）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。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３．繰延資産の処理方法  ――――――  ―――――― 株式交付費

支出時に全額費用として処理し

ております。

株式会社神戸物産(3038)平成 19 年 10 月期中間決算短信

－ 31 －



項目

前中間会計期間

（自　平成17年11月１日

至　平成18年４月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年11月１日

至　平成19年４月30日）

前事業年度

（自　平成17年11月１日

至　平成18年10月31日）

４．引当金の計上基準 (1）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。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

　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。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　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。

 (3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当中間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

の金額は当中間会計期間末自己都

合要支給額としております。

(3）退職給付引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業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

の金額は当事業年度末自己都合要

支給額としております。

５．リース取引の処理方法 　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。

同左 同左

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

 なお、仮払消費税等と仮受消費税

等は相殺のうえ、流動負債の「その

他」に含めて表示しております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間

（自　平成17年11月１日

至　平成18年４月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年11月１日

至　平成19年４月30日）

前事業年度

（自　平成17年11月１日

至　平成18年10月31日）

 (固定資産の減損に係る会計基準）

 当中間会計期間より、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。

 

―――――――

 

―――――――

  

 

 

 

 

 

 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

 当中間会計期間より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準委員会　平成17年12月９日　企業会計基

準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会　平成17年12月９日　企業会計

基準適用指針第８号）を適用しております。

なお、従来の資本の部に相当する金額は、純

資産の部と同額であります。

 (固定資産の減損に係る会計基準）

 当事業年度より、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。

 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委

員会　平成17年12月９日　企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員

会　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。なお、従来の資

本の部に相当する金額は、純資産の部と同額で

あります。

表示方法の変更

前中間会計期間

（自　平成17年11月１日

至　平成18年４月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年11月１日

至　平成19年４月30日）

 ――――――  (中間貸借対照表）

 前中間会計期間において有形固定資産に含めて表示しておりました

「土地」（前中間会計期間261,862千円）については、当中間会計期間

において総資産の100分の5超となったため、区分掲記しております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末

（平成18年４月30日）

当中間会計期間末

（平成19年４月30日）

前事業年度末

（平成18年10月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

 544,762千円  624,143千円  572,199千円

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会計期

間末の借入未実行残高は次のとおりであ

ります。

２　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行４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会計期

間末の借入未実行残高は次のとおりであ

ります。

２　当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行４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事業年度末

の借入未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

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額
5,500,000千円

借入実行残高 － 

差引額 5,500,000千円

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額
5,500,000千円

借入実行残高 － 

差引額 5,500,000千円

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間

（自　平成17年11月１日

至　平成18年４月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年11月１日

至　平成19年４月30日）

前事業年度

（自　平成17年11月１日

至　平成18年10月31日）

※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目 ※１　営業外収益の主要項目

受取利息 859千円

賃貸収入 18,906千円

 

 

 

受取利息 8,542千円

賃貸収入 22,969千円

為替差益 45,442千円

デリバティブ評価益 77,885千円

受取利息 17,757千円

賃貸収入

為替差益

36,424千円

39,402千円

※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目 ※２　営業外費用の主要項目

賃貸収入原価 8,816千円 賃貸収入原価 14,827千円

株式払込手数料 3,388千円

支払利息 397千円

賃貸収入原価 18,885千円

株式交付費 20,111千円

デリバティブ評価損 26,822千円

３　減価償却実施額 ３　減価償却実施額 ３　減価償却実施額

有形固定資産 54,933千円

無形固定資産 7,870千円

有形固定資産 69,906千円

無形固定資産 12,270千円

有形固定資産 122,126千円

無形固定資産 18,580千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自平成18年11月１日　至平成19年４月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 前事業年度末株式数(株)
当中間会計期間増加株式数

(株)

当中間会計期間減少株式数

(株)

当中間会計期間末株式数

(株)

自己株式     

普通株式 440,000 146,000 － 586,000

合計 440,000 146,000 － 586,000

(注)普通株式の自己株式の増加146,000株は、会社法第165条第2項に基づく市場買付によるものであります。

 

前事業年度（自平成17年11月１日　至平成18年10月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 前事業年度末株式数(株) 当事業年度増加株式数(株) 当事業年度減少株式数(株)
当事業年度年度末株式数

(株)

自己株式     

普通株式 2,200,000 － 1,760,000 440,000

合計 2,200,000 － 1,760,000 440,000

 (注)普通株式の自己株式の減少は、自己株式の処分によるものであります。
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（リース取引関係）

前中間会計期間

（自　平成17年11月１日

至　平成18年４月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年11月１日

至　平成19年４月30日）

前事業年度

（自　平成17年11月１日

至　平成18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

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．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

 該当事項はありません。 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

 該当事項はありません  該当事項はありません

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

該当事項はありません 該当事項はありません

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 896千円

減価償却費相当額 896千円

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。

　（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はあり

ません。

　（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はあり

ません。

（有価証券関係）

　前中間会計期間（自　平成17年11月１日　至　平成18年４月30日）、当中間会計期間（自　平成18年11月１日　至　平成19年４月30日）

及び前事業年度（自　平成17年11月１日　至　平成18年10月31日）において子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（１株当たり情報）

　中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
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（重要な後発事象）

前中間会計期間

（自　平成17年11月１日

至　平成18年４月30日）

当中間会計期間

（自　平成18年11月１日

至　平成19年４月30日）

前事業年度

（自　平成17年11月１日

至　平成18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

（内訳）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

人の手取り金額となります。

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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