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１．平成19年10月期の連結業績（平成18年11月１日～平成19年10月31日）

(1）連結経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年10月期 95,173 5.7 1,533 △14.4 1,597 △12.7 970 △14.2

18年10月期 90,076 17.8 1,792 △5.7 1,830 △5.4 1,131 △5.5

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年10月期 117 16 ― 7.6 6.5 1.6

18年10月期 154 98 ― 14.7 10.1 2.0

（参考）持分法投資損益 19年10月期 ― 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10月期 24,504 12,691 51.8 1,562 39

18年10月期 23,461 12,458 53.1 1,490 30

（参考）自己資本 19年10月期 12,691百万円 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10月期 1,717 △2,457 △814 11,088

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 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年10月期 ―  ―  ―  30 00 30 00 250 19.4 3.1

19年10月期 ―  ―  ―  30 00 30 00 243 25.6 2.0

20年10月期（予想） ―  ―  ―  30 00 30 00 ― ― ―

３．平成20年10月期の連結業績予想（平成19年11月１日～平成20年10月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 54,050 12.3 963 25.4 963 5.5 603 8.5 74 23

通期 115,000 20.8 2,050 33.7 2,050 28.4 1,285 32.4 158 19
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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）　無

新規 1社 （㈲神戸物産フーズ） 除外 0社  

（注）詳細は、７ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）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（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

（注）詳細は、18ページ「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」をご覧ください。

(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10月期 8,800,000株 18年10月期 8,800,000株

②　期末自己株式数 19年10月期 676,900株 18年10月期 440,000株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、26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10月期の個別業績（平成18年11月１日～平成19年10月31日）

(1）個別経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年10月期 94,951 5.4 1,343 △14.9 1,405 △13.0 800 △13.7

18年10月期 90,078 17.8 1,579 △7.4 1,615 △6.9 927 △7.7

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

19年10月期 92 63 ―

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10月期 23,453 11,711 49.9 1,441 79

18年10月期 22,636 11,725 51.8 1,402 61

（参考）自己資本 19年10月期 11,926百万円 18年10月期 11,725百万円

２．平成20年10月期の個別業績予想（平成19年11月１日～平成20年10月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 54,050 12.5 851 27.6 851 4.7 493 5.4 60 69

通期 115,000 27.6 1,811 34.8 1,811 28.9 1,050 31.2 129 26

※　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６ページをご参照下さ

い。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当連結会計年度におけるわが国経済は、輸出は一時的に減速しましたが、新興国の高成績に支えられ欧州及びアジ

ア向けの輸出が持ち直し、潜在的な設備投資意欲は引き続き根強く、大企業や輸出企業主体の収益拡大によって景気

は緩やかに拡大を続けております。個人消費は、所得回復が鈍いなか、住民税負担の増加、年金問題による将来への

不安、サブプライムローン問題による米国経済の減速、ガソリン価格の高騰の長期化及び金利上昇への懸念等で消費

者マインドを悪化させたほか、梅雨明けの遅れや台風などの影響を受けて購買意欲は高まらず、個人消費は低い伸び

に留まっています。また、世界的にバイオエネルギーへの転化を図る思惑から、穀物資料等の価格高騰を生み、畜産

品の市況に影響を与えております。米麦及び菜種につきましても世界的な原油高で、輸送費の高騰や原材料の不足な

ど市場に多大な影響を及ぼしております。

　食品業界におきましては、安心安全な健康食品の開発と共に商品の低価格化は、企業の商品開発の場面で絶対条件

になりつつあります。また、家庭環境の複雑化などにより、調理時間を極力短縮化するような簡素化されたメニュー

の需要も伸びた反面、食品偽装などの事件が連日放送されるなか、消費者の食に関する安全の追究はより一層強くな

りました。

　このような状況のもとで、当社グループでは、お客様に信頼される商品の提供を目指し、商品開発力の向上に全力

を上げるとともに、原材料の調達、生産、販売、まで一貫した品質保持体制の確立に引き続き努めて参りました。一

方、中国の自社工場等よりの商品のコストアップ及び人件費の高騰、世界的な原油の高等などにより売上総利益率は

横這いする結果となりました。　　　　　　　　　　　　　　　

 その結果、当連結会計年度の売上高は951億73百万円（前年比5.7％増）、経常利益は15億97百万円（同12.7％減）、

当期純利益は9億70百万円（同14.2％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

　業務スーパー事業につきましては、店舗数は全国でＦＣ店471店舗及び直営店２店舗となり当初計画に比べ新規出店

は下まわった状況で推移しました。地域的には引き続き関西での出店が進み、関東においても徐々に業務スーパーの

認知度が高まってまいりました。

　また、業務スーパーの販売体制においては、ＳＶ(スーパーバイザー)による、ＦＣ各店舗における在庫切れの解消

策の徹底、売れ筋商品の把握指導、ＰＢ商品などの高粗利率商品戦略の徹底指導、安心・安全に対するポップ等の掲

示などの実効性が上がってきております。

　ＰＢ商品の開発においては、「食の安心・安全」を基本スタンスとして品質保持への意識を向上させ、商品開発管

理部門の強化を図り、グループ各工場の管理体制の整備及び協力工場への管理体制の強化を図っております。

　この結果、業務スーパー事業における売上高は948億61百万円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』

をフランチャイズ体制にて展開中です。また、今期店舗数は全国で２店舗をオープンさせており、主婦層の支持を得

て順調に推移しております。

　一方、今後展開する宿泊施設運営事業につきましては、宿泊施設の物件取得における費用及び改装費等の準備費用

がかさむ結果となりました。この結果、神戸クック事業における売上高は３億11百万円となりました。　

(2）財政状態に関する分析

 　当連結会計年度末における総資産は245億４百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億42百万円増加いたしまし

た。また、純資産は126億91百万円となり、２億32百万円増加いたしました。

　資産の増減の主なものは、有形固定資産の増加（25億74百万円）と現金預金や売掛金の減少（18億63百万円）であ

ります。負債は、主に関西物流センターの建設未払金の増加により、前連結会計年度末に比べ８億９百万円増加して

おります。純資産の増減の主なものは、利益剰余金の増加（７億19百万円）と自己株式の取得による減少（５億63百

万円）であります。 

営業活動によるキャッシュ・フローは1,717百万円の収入となりました。増加要因は、その他のキャッシュ・フロー減

少額が前年に比べ減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2,457百万円の支出となりました。主に関西物流センター等の有形固定資産の取

得による支出によるものです。

　財務活動によるキャッシュ・フロー814百万円の支出となりました。これは自己株式の取得及び配当金の支払いによ

るものです。

  これらの活動の結果、現金及び現金同等物はの期末残高は、11,088百万円になりました。
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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、比例して増加するものであります。

②当社グループは現在、運転資金及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ております。

　営業活動によりキャッシュフローを積み上げ、健全な財政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及び設備投資資金を調達することも可能と考えております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

  　当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題のひと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、中間配当は行っておりませんが、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。

 また当期に自己株式の取得（236,900株）を行っております。

(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、農林物資の企画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、検品検査について充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）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）食品有限公司をおき、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。現在、エジプト及びカンボジアでの拠点の確保を進

めております。また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。
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 ⑥不足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、食品偽装問題や中国製品における風評被害、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、充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な

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。売上に関する要因

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になります。

　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。

　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。 

 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人あ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、その要因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、

これらの商品の瑕疵を原因とした問題等が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 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％相当額のみをロイヤリ

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イベント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

は即座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管理を行っており、

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。
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 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作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究するものであります。また、しかしながら、新規事業が想定通りの成果

を得られない場合、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率の

低下を招く恐れがあり、投資回収の面から当初計画から遅れることも予想されます。

　また、「リラクゼーションステイ事業」等、新規事業についてでございますが、当社として初めての試みである事

業を含んでおりますので、今後何らかの要因により想定外の問題等が発生した場合、また、当社が期待する通りの成

果が上がらなかった場合、当社のグループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

（５）平成20年10月期の見通しについて　　　　　　　　

　今後の見通しにつきましては、住宅投資の落ち込みや機械投資の一巡で徐々に伸びが鈍化するものの、新興国の経

済成長拡大の持続、北京オリンピックを前にＩＴ関連需要が旺盛となり、アジア及び欧州向け輸出を中心に米国向け

輸出も増加基調が続くと思われます。しかしながら、資源価格の高騰が産業界、消費の世界へ影を落とし始め、その

影響は、我が国の経済活動に微妙に現れ始めています。また、米国において発生しましたサブプライムローン問題の

世界経済に与えた影響の規模も確定しておらず、その動向には注意が必要です。

　内需では、食料品を中心に価格転嫁が進んで消費者物価は上昇に転じるものの、家計収入が伸び悩むなか消費者マ

インドに悪影響を与え、消費が再び冷え込むことも予想されます。

  以上により、平成20年10月期の業績見通しにつきましては、売上高115,000百万円、営業利益2,050百万円、経常利

益2,050百万円、当期純利益1,285百万円を計画しております。
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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(神戸物産)及び、連結子会社４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、有限会社神戸物産フーズ)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(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図して惣菜小

売、カフェ＆ビュッフェ店を展開しております。また、同事業部では、外食事業の一環として宿泊施設(ヴィラ・ス

ピカ)を試験的に運営しております。　
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

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、商品の企画、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やすく販売する」、「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頂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

とを明確に意識し、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

  目標とする経営指針につきましては、株主価値の最大化を図るために資本効率を高め、売上高営業利益率及び売上

高経常利益率並びに株主資本利益率（ＲＯＥ）を現在の水準よりさらに向上させ企業価値の増大に努めてまいります。

(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・財務の基礎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、以前からの海外戦略として、エジプト・カンボジアの各プロジェクトも現在進行中であります。これにより

現在の生産地一極集中を解消し商品の安定供給や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

たい考えております。また、「技術の神戸物産」を標榜し、新しい工程・独自の技術を持って、引き続き低価格でク

オリティーの高い商品開発を進め、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

　当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

するニーズが今後も高まるなか、「神戸クック」の惣菜のデリバリー・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、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。 また、新規にリ

ラクゼーションステイ事業を立ち上げ、リラクゼーションを目的とした宿泊施設の運営を行ってまいります。現代社

会がストレス社会と呼ばれて久しいなか、無機質なモノに囲まれて生活している日常から離れ、思い思いのリラック

スしたひとときを楽しんで頂き、心と身体の自然なバランスを取り戻して頂ける空間の提供を目指してまいります。

(4）会社の対処すべき課題

  食に対する安全性が揺らいでいる昨今の状況下において、総合食品会社として、品質の管理において、より一層責

任をもって取り組んでまいります。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ま

いりました。今後さらに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、流通の段階における情報確認)の構築に全力を上げ、メーカーとして特に安心・安全の面でも消費者の皆様に充分

に信用してご利用頂けるよう努めてまいります。

(5）その他、会社の経営上重要な事項

  該当事項はありません。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  前連結会計年度
（平成18年10月31日）

当連結会計年度
（平成19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   12,928,954   11,242,249  

２．売掛金   4,200,734   4,023,619  

３．たな卸資産   2,942,071   2,947,345  

４．繰延税金資産   41,291   46,310  

５．その他   261,567   307,851  

貸倒引当金   △14,210   △9,932  

流動資産合計   20,360,409 86.8  18,557,444 75.7

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物及び構築物  1,127,951   3,126,003   

減価償却累計額  390,035 737,916  477,923 2,648,079  

(2）機械装置及び運搬具  197,745   429,949   

減価償却累計額  115,690 82,055  139,267 290,681  

(3）土地   1,379,187   1,379,187  

(4）建設仮勘定   307,181   747,719  

(5）その他  539,623   619,922   

減価償却累計額  317,087 222,535  382,228 237,694  

有形固定資産合計   2,728,877 11.6  5,303,362 21.6

２．無形固定資産   142,775 0.6  222,421 0.9

３．投資その他の資産        

(1）長期貸付金   171,102   206,175  

(2）その他 ※１  60,226   221,629  

貸倒引当金   △1,711   △6,995  

投資その他の資産合計   229,618 1.0  420,809 1.7

固定資産合計   3,101,270 13.2  5,946,592 24.3

資産合計   23,461,680 100.0  24,504,037 100.0

        

－ 9 －



  前連結会計年度
（平成18年10月31日）

当連結会計年度
（平成19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
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金   7,479,873   7,524,491  

２．未払法人税等   285,492   288,104  

３．賞与引当金   23,340   28,144  

４．その他   252,503   746,438  

流動負債合計   8,041,209 34.3  8,587,179 35.0

Ⅱ　固定負債        

１．繰延税金負債   13,341   737  

２．退職給付引当金   33,300   36,600  

３．預り保証金   2,836,350   3,130,000  

４．その他   78,605   58,040  

固定負債合計   2,961,596 12.6  3,225,378 13.2

負債合計   11,002,806 46.9  11,812,558 48.2

        

（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   8,302,549 35.4  8,323,714 34.0

３．利益剰余金   4,005,345 17.1  4,725,191 19.3

４．自己株式   △35,200 △0.2  △598,948 △2.4

株主資本合計   12,336,694 52.6  12,513,957 51.1

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．為替換算調整勘定   122,179 0.5  177,521 0.7

評価・換算差額等合計   122,179 0.5  177,521 0.7

純資産合計   12,458,874 53.1  12,691,478 51.8

負債純資産合計   23,461,680 100.0  24,504,037 100.0

        

－ 10 －



(2）連結損益計算書

  
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）

当連結会計年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19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   90,076,004 100.0  95,173,415 100.0

Ⅱ　売上原価   86,414,337 95.9  91,304,459 95.9

売上総利益   3,661,666 4.1  3,868,956 4.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１．広告宣伝費  38,610   23,483   

２．運賃  452,858   491,700   

３．販売促進費  160,070   367,207   

４．営業業務委託料  47,467   59,610   

５．賃金給料及び諸手当  619,982   737,239   

６．法定福利費  71,724   90,412   

７．賞与引当金繰入額  23,340   28,144   

８．退職給付費用  4,500   6,900   

９．減価償却費  78,214   103,668   

10．貸倒引当金繰入額  3,233   458   

11．その他  369,229 1,869,231 2.1 426,609 2,335,433 2.5

営業利益   1,792,434 2.0  1,533,522 1.6

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  22,276   27,155   

２．賃貸収入  36,424   48,211   

３．為替差益  36,532   31,915   

４．その他  12,547 107,780 0.1 19,756 127,039 0.1

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  397   －   

２．賃貸収入原価  18,885   31,750   

３．株式払込手数料  20,111   －   

４．デリバティブ評価損  26,822   25,005   

５．その他  3,947 70,165 0.1 6,657 63,414 0.0

経常利益   1,830,050 2.0  1,597,147 1.7

        

－ 11 －



  
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）

当連結会計年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19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
（％）

Ⅵ　特別利益        

１．貸倒引当金戻入益  －   218   

２．固定資産売却益 ※１ － － － 551 770 0.0

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産除却損 ※２ 12,880   14,921   

２．固定資産売却損 ※３ 2,742 15,622 0.0 － 14,921 0.0

税金等調整前当期純利
益

  1,814,427 2.0  1,582,996 1.7

法人税、住民税及び事
業税

 662,751   629,972   

法人税等調整額  19,735 682,486 0.7 △17,622 612,350 0.7

当期純利益   1,131,941 1.3  970,646 1.0
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(3）連結株主資本等変動計算書

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）

 
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（千円） ― ― 1,131,941 ― 1,131,941

自己株式の処分（千円） ― 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）(千円) ― ― ― ― ―

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（千円） ― ― 1,131,941

自己株式の処分（千円） ― ― 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）(千円) 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

当連結会計年度（自　平成18年11月１日　至　平成19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18年10月31日　残高（千円） 64,000 8,302,549 4,005,345 △35,200 12,336,694

連結会計年度中の変動額      

債務免除益の資本剰余金組入(注) ― 21,164 ― ― 21,164

剰余金の配当（千円） ― ― △250,800 ― △250,800

当期純利益（千円） ― ― 970,646 ― 970,646

自己株式の取得（千円） ― ― ― △563,748 △563,748

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）(千円) ― ― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計（千円）
（千円） ― 21,164 719,846 △563,748 177,262

平成19年10月31日　残高（千円） 64,000 8,323,714 4,725,191 △598,948 12,513,957

 

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

連結会計年度中の変動額    

債務免除益の資本剰余金組入(注) ― ― 21,164

剰余金の配当（千円） ― ― △250,800

当期純利益（千円） ― ― 970,646

自己株式の取得（千円） ― ― △563,748

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）(千円) 55,341 55,341 55,341

連結会計年度中の変動額合計(千円)
（千円） 55,341 55,341 232,604

平成19年10月31日　残高（千円） 177,521 177,521 12,691,478

 （注）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、当該国の会計基準に基づいて計上したもの

であります。
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  

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）

当連結会計年度

（自　平成18年11月１日

至　平成19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    
税金等調整前当期純利益  1,814,427 1,582,996
減価償却費  176,534 240,721
のれん償却額  ― 2,446
貸倒引当金の増減額（減少：△）  4,760 1,005
賞与引当金の増減額（減少：△）  3,657 4,804
退職給付引当金の増減額(減少:△)  4,500 3,300
受取利息及び受取配当金  △22,276 △27,155
支払利息  397 ―
デリバティブ評価損  26,822 25,005
有形固定資産売却益  ― △551
有形固定資産除却損  11,830 14,921
有形固定資産売却損  2,742 ―
売上債権の増減額（増加：△）  △646,288 176,996
たな卸資産の増減額（増加：△）  △400,898 △231
その他流動資産の増減額(増加:△)  26,566 △16,326
仕入債務の増減額（減少：△）  1,037,478 41,849
その他流動負債の増減額(減少:△)  15,793 △6,871
預り保証金の増減額（減少：△）  333,600 293,650
その他  △52,368 △18,714

小計  2,337,280 2,317,847

利息及び配当金の受取額  22,276 27,155
利息の支払額  △397 ―
法人税等の支払額  △852,811 △627,577

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,506,347 1,717,425

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  － △153,200
定期預金の払戻による収入  － 153,200
有形固定資産の取得による支出  △1,727,499 △2,277,016
有形固定資産の売却による収入  43,645 1,281
無形固定資産の取得による支出  △78,990 △104,800
貸付けによる支出  △170,000 △120,000
貸付金の回収による収入  17,303 43,367

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,915,541 △2,457,168

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    
自己株式の売却による収入  8,336,944 ―
自己株式の取得による支出  ― △563,748
配当金の支払額  ― △250,800

財務活動によるキャッシュ・フロー  8,336,944 △814,548

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  9,649 8,716

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額  7,937,399 △1,545,575

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

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期末残高 ※１ 12,634,354 11,088,849
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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）

当連結会計年度

（自　平成18年11月１日

至　平成19年10月31日）

１．連結の範囲に関する事項 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、小規模会社であり、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。

イ 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あっ

た㈲神戸物産フーズは、重要性が増したこ

とにより、当連結会計年度より連結の範囲

に含めております。

 

ロ　非連結子会社の名称

   Copy Pousan Egypt Limited   

   Partnership

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、小規模会社であり、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

イ 持分法を適用した非連結子会社または

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。

イ 持分法を適用した非連結子会社または

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

  Copy Pousan Egypt Limited Partner-

ship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。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　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。

　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、㈲神戸物産フーズ

の決算日は連結決算日と一致しております。

　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。
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項目

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）

当連結会計年度

（自　平成18年11月１日

至　平成19年10月31日）

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

　　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）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

 （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

(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。

建物　　　10年～39年

器具備品　４年～20年

イ　有形固定資産

　　　　　　同左

  

 

（会計方針の変更）

  当連結会計年度から、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）による定額法に基づいて

おります。

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。

―――――――
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項目

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）

当連結会計年度

（自　平成18年11月１日

至　平成19年10月31日）

(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

　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、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し回収

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期の

負担額を計上しております。

ロ　賞与引当金

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。

ハ　退職給付引当金

同左

(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、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。

同左

(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

(7）その他連結財務諸表作

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

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定はありません。 ──────

７．のれん及び負ののれんに

関する事項

────── 　当連結会計年度において発生したのれん

については、金額が僅少であったため一括

して償却しております。

８．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
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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）

当連結会計年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

 （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等の適用指針」（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）

当連結会計年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

 （連結損益計算書） 

 前連結会計年度において営業外収益の「その他」に含め

て表示しておりました「為替差益」は（前連結会計年度

794千円）については、当連結会計年度において営業外収

益の総額の100分の10を超えたため区分掲記しておりま

す。 

 ――――――
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度

（平成18年10月31日）

当連結会計年度

（平成19年10月31日）

※１　うち非連結子会社株式　　　　　　　　 500千円 ――――――

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。

２　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行７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
5,500,000千円

借入実行残高  　－千円

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
13,500,000千円

借入実行残高  　－千円

差引額 13,500,000千円

（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

※１　　　　　　　―――――― ※１　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

 

※２　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具  551千円

※２　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 973千円
機械装置及び運搬具 587千円
その他 10,269千円
解体撤去費用 1,050千円

合計 12,880千円

※３　固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 2,742千円

有形固定資産「その他」       14,921千円
 

    

※３　　　　　　　――――――
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（連結株主資本等変動計算書関係）

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減少であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

（1）配当金支払額　

　　 該当事項はありません。

(2）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

－ 20 －



当連結会計年度（自　平成18年11月１日　至　平成19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 440,000 236,900 － 676,900

合計 440,000 236,900 － 676,900

 （注）自己株式の株式数の増加236,900株は、取締役会決議による自己株式の取得であります。
 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。
 

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

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

 

(2）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20年1月30日

定時株主総会
普通株式 243,693  利益剰余金 30 平成19年10月31日 平成20年1月31日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

※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）

※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19年10月31日現在）

（千円） （千円）

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

現金及び預金勘定 11,242,249

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △153,400

現金及び現金同等物 11,088,849

（リース取引関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19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．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．未経過リース料期末残高相当額

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

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。

 （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）

前連結会計年度（自平成17年11月１日　至平成18年10月31日）及び当連結会計年度（自平成18年11月１日　至平成

19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．取引の状況に関する事項

 

 （１）取引内容

 当社グループが利用しているデリバティブ取引は通貨オプション取引であります。

 （２）取引に対する取組方針

 当社グループは、通常業務の遂行上発生する債務の範囲内でデリバティブ取引を利用しており、投機目的や

トレーディング目的で、デリバティブ取引を行っておりません。

 （３）取引の利用目的

 当社グループは、業務遂行上発生する為替変動リスクの低減手段として、デリバティブ取引を利用しており

ます。

 （４）取引にかかるリスクの内容

 デリバティブ取引は為替市場リスクを負っていますが、当社グループのデリバティブ取引は通常業務から生

じる債務の有する為替変動リスクを効果的に相殺しており、これら取引の損益に与える影響は限られておりま

す。また、当社グループでは、信用リスクを回避するためにデリバティブ取引の相手先は、信用力の高い大手

金融機関に限定しております。

 （５）取引にかかるリスク管理体制

当社グループは、取引の実行は経理グループが実施し、取引の管理は経営企画グループが実施しており、そ

れぞれ実行と管理の部署を分けて行っております。内部統制の観点から取引の結果は、定期的に経営会議・担

当取締役に報告されております。

 （６）「取引の時価等に関する事項」に係る補足説明等

デリバティブ取引における時価及び評価損益は、実際に将来受払いされる金額を表すものではありません。

 ２．取引の時価等に関する事項

 　　　通貨関連

区分 種類

前連結会計年度（平成18年10月31日）

契約額等
（千円）

契約額等のうち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おります。

 （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。

 当連結会計年度（自平成18年11月１日　至平成19年10月31日）

 １．取引の状況に関する事項

 

 （１）取引内容

 当社グループが利用しているデリバティブ取引は通貨オプション取引であります。

 （２）取引に対する取組方針

 当社グループは、通常業務の遂行上発生する債務の範囲内でデリバティブ取引を利用しており、投機目的や

トレーディング目的で、デリバティブ取引を行っておりません。

 （３）取引の利用目的

 当社グループは、業務遂行上発生する為替変動リスクの低減手段として、デリバティブ取引を利用しており

ます。
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 （４）取引にかかるリスクの内容

 デリバティブ取引は為替市場リスクを負っていますが、当社グループのデリバティブ取引は通常業務から生

じる債務の有する為替変動リスクを効果的に相殺しており、これら取引の損益に与える影響は限られておりま

す。 また、当社グループでは、信用リスクを回避するためにデリバティブ取引の相手先は、信用力の高い大手

金融機関に限定しております。

 （５）取引にかかるリスク管理体制

当社グループは、取引の実行は経理グループが実施し、取引の管理は経営企画グループが実施しており、そ

れぞれ実行と管理の部署を分けて行っております。

内部統制の観点から取引の結果は、定期的に経営会議・担当取締役に報告されております。

 （６）「取引の時価等に関する事項」に係る補足説明等

デリバティブ取引における時価及び評価損益は、実際に将来受払いされる金額を表すものではありません。

 ２．取引の時価等に関する事項

 　　　通貨関連

区分 種類

当連結会計年度（平成19年10月31日）

契約額等
（千円）

契約額等のうち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

    

4,365,700 1,090,600   

（－） （－） 56,674 △20,068

売建
　　プット
　　　　　米ドル

 

    

4,244,650 1,059,750   

（－） （－） △108,503 △4,936

合計 － － － △25,005

 （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おります。

 （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。

（退職給付関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

１．採用している退職給付制度の概要
　当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度を採用
しております。

１．採用している退職給付制度の概要
同左

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項

退職給付債務 33,300千円

退職給付引当金 33,300千円

退職給付債務       36,600千円

退職給付引当金       36,600千円

　（注）　退職給付債務の算定にあたり、期末自己都合
要支給額を退職給付債務とする簡便法を採用し
ております。

　（注）　　　　　　 同左

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項

勤務費用 4,500千円

退職給付費用 4,500千円

勤務費用     6,900千円

退職給付費用      6,900千円

　当社は簡便法を採用しているため、退職給付費用は
すべて勤務費用としております。

　当社は簡便法を採用しているため、退職給付費用は
すべて勤務費用としております。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
　当社は、簡便法の退職給付に係る期末自己都合要支
給額を退職給付債務とする方法を採用しているため、
基礎率等については記載しておりません。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
同左
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（税効果会計関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳

（繰延税金資産）  

①流動資産  

未払事業税 25,444千円

賞与引当金 9,770千円

たな卸資産にかかる未実現利益 4,978千円

その他 1,078千円

計 41,291千円

②固定資産  

退職給付引当金 13,939千円

計 13,939千円

繰延税金資産合計 55,230千円

  

（繰延税金負債）  

特別償却準備金 △27,280千円

繰延税金負債合計 △27,280千円

差引：繰延税金資産の純額 27,950千円

（繰延税金資産）  

①流動資産  

未払事業税     25,565千円

賞与引当金   11,715千円

たな卸資産にかかる未実現利益      7,691千円

その他      1,338千円

計    46,310千円

②固定資産  

　貸倒引当金 1,009千円

 一括償却資産 7,142千円

退職給付引当金 15,320千円

計   23,472千円

繰延税金資産合計   69,783千円

  

（繰延税金負債）  

特別償却準備金   △24,210千円

繰延税金負債合計   △24,210千円

差引：繰延税金資産の純額   45,572千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳

 （％）

法定実効税率 41.9

（調整）  

住民税均等割等 0.4

外国税率差 △4.5

その他 △0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 37.6

 （％）

法定実効税率 41.9

（調整）  

住民税均等割等 0.4

外国税率差 △3.9

寄付金損金不算入 0.3

その他 △0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 38.7

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

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）及び当連結会計年度（自平成18年11月１日　至

平成19年10月31日）

　前連結会計年度及び当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、営業利益及び全セグメントの資産の金額の

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

前連結会計年度（自平成17年11月１日　至平成18年10月31日）及び当連結会計年度（自平成18年11月１日　至

平成19年10月31日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占め

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

前連結会計年度（自平成17年11月１日　至平成18年10月31日）及び当連結会計年度（自平成18年11月１日　至

平成19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。
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（関連当事者との取引）

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）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容
取引の内
容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及びそ

の近親者
中田善二 － － － － － －

賃借料の

支払い
14,400 － －

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(1）賃借料については、近隣の相場を勘案して決定しております。

３．中田善二氏への賃借料の支払いをしている物件は、直営店である伊川谷店の店舗用地であります。

当連結会計年度（自平成18年11月１日　至平成19年10月31日）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

（％）

関係内容
取引の内
容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及びそ

の近親者
中田雅人 － － － － － －

賃借料の

支払い
14,400

流動負債

「その他」
9,100

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(1）中田雅人氏との不動産の賃貸および賃料の支払いは、故中田善二氏を被相続人とする相続人代表として故

人が当社と締結していた賃貸借契約に基づく取引であります。店舗用地の賃借料ついては、近隣の相場を

勘案して決定しております。

３．中田雅人氏への賃借料の支払いをしている物件は、直営店である伊川谷店の店舗用地であります。

（１株当たり情報）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

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

１株当たり純資産額        1,562.39円

１株当たり当期純利益金額      117.16円

　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。

　同左

　（注）　１株当たり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）

当連結会計年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

当期純利益（千円） 1,131,941 970,646

普通株主に帰属しない金額（千円） － ―

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,131,941 970,646

期中平均株式数（株） 7,304,000 8,284,829

（重要な後発事象）

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）及び当連結会計年度（自平成18年11月１日　至平成

19年10月31日）

　該当事項はありません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成18年10月31日）

当事業年度

（平成19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   12,430,399   10,519,015  
２．売掛金   4,200,734   4,005,984  
３．商品   2,770,370   2,778,509  
４．貯蔵品   101,595   64,442  
５．前渡金   32,336   33,124  
６．前払費用   8,808   36,817  
７．繰延税金資産   36,313   38,619  
８．未収消費税等   ―   33,733  
９．その他   85,363   139,604  

貸倒引当金   △14,210   △9,583  

流動資産合計   19,651,710 86.8  17,640,267 75.2
Ⅱ　固定資産        
１．有形固定資産        

(1）建物  706,792   2,233,789   
減価償却累計額  270,414 436,378  321,772 1,912,017  

(2）構築物  39,175   137,097   

減価償却累計額  16,851 22,323  23,566 113,530  

(3）機械及び装置  12,592   112,896   

減価償却累計額  7,779 4,813  11,062 101,834  

(4）車両及び運搬具  10,934   27,402   

減価償却累計額  7,378 3,556  7,958 19,443  

(5）器具及び備品  460,527   524,967   

減価償却累計額  269,775 190,752  322,392 202,574  

(6）土地   1,379,187   1,379,187  

(7) 建設仮勘定   1,296   740,357  

有形固定資産合計   2,038,307 9.0  4,468,946 19.1
２．無形固定資産        
(1）ソフトウエア   76,516   98,529  
(2）その他   1,147   57,725  

無形固定資産合計   77,663 0.4  156,255 0.6
３．投資その他の資産        
(1）関係会社株式   250,970   250,970  
(2）出資金   60   60  
(3）関係会社出資金   228,749   337,976  
(4）長期貸付金   171,102   206,175  
(5) 関係会社長期貸付金   164,794   335,684  
(6）長期前払費用   3,033   8,283  

(7）破産債権、再生債権、更

生債権その他これらに準

ずる債権

  ―   4,823  

(8）その他   51,988   51,297  
貸倒引当金   △1,711   △6,885  

投資その他の資産合計   868,987 3.8  1,188,385 5.1

固定資産合計   2,984,958 13.2  5,813,587 24.8

資産合計   22,636,668 100.0  23,453,855 100.0
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前事業年度

（平成18年10月31日）

当事業年度

（平成19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

（％）

（負債の部）        
Ⅰ　流動負債        
１．買掛金   7,417,398   7,451,565  
２．未払金   177,493   686,996  
３．未払費用   7,803   8,373  
４．未払法人税等   280,301   281,194  
５．未払消費税等   34,060   ―  
６．前受金   7,417   8,370  
７．預り金   ―   12,044  
８．前受収益   1,411   3,492  
９．賞与引当金   23,340   27,987  

１０．その他   ―   36,609  

流動負債合計   7,949,226 35.1  8,516,633 36.3
Ⅱ　固定負債        
１．繰延税金負債   13,341   737  
２．退職給付引当金   33,300   36,600  
３．預り保証金   2,836,350   3,130,000  
４．その他   78,605   58,040  

固定負債合計   2,961,596 13.1  3,225,378 13.8

負債合計   10,910,823 48.2  11,742,012 50.1
        
（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 36.2  8,196,144 34.9
３．利益剰余金        
(1）利益準備金  10,000   16,000   
(2）その他利益剰余金        

特別償却準備金  37,890   33,626   
別途積立金  7,500   7,500   
繰越利益剰余金  3,445,511   3,993,520   

利益剰余金合計   3,500,901 15.5  4,050,647 17.3

４．自己株式   △35,200 △0.2  △598,948 △2.6

株主資本合計   11,725,845 51.8  11,711,843 49.9

純資産合計   11,725,845 51.8  11,711,843 49.9

負債純資産合計   22,636,668 100.0  23,453,855 100.0
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

当事業年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19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   90,078,301 100.0  94,951,064 100.0

Ⅱ　売上原価        

１．商品期首たな卸高  2,370,002   2,770,370   

２．当期商品仕入高  87,094,657   91,486,192   

合計  89,464,660   94,256,562   

３．他勘定振替高  ※１ ―   △106,257   

４．商品期末たな卸高  2,770,370 86,694,290 96.2 2,778,509 91,371,795 96.2

売上総利益   3,384,011 3.8  3,579,268 3.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費        

１．広告宣伝費  38,610   23,483   

２．運賃  439,060   466,100   

３．販売促進費  160,070   367,207   

４．営業業務委託料  47,467   59,610   

５．賃金給料及び諸手当  591,988   701,085   

６．法定福利費  69,929   87,339   

７．賞与引当金繰入額  23,340   27,987   

８．退職給付費用  4,500   6,900   

９．減価償却費  76,090   100,030   

10．貸倒引当金繰入額  3,233   ―   

11．その他  350,297 1,804,589 2.0 395,619 2,235,362 2.4

営業利益   1,579,421 1.8  1,343,905 1.4
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前事業年度

（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

当事業年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19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
（％）

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  17,757   21,055   

２．賃貸収入  36,424   48,211   

３．為替差益  39,402   38,440   

４．その他  12,092 105,676 0.1 17,082 124,789 0.1

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息  397   ―   

２．賃貸収入原価  18,885   31,750   

３．株式交付費  20,111   ―   

４．デリバティブ評価損  26,822   25,005   

５．貸倒引当金繰入  1,526   766   

６．その他  2,084 69,829 0.1 5,783 63,306 0.1

経常利益   1,615,269 1.8  1,405,389 1.4

Ⅵ　特別利益        

１．固定資産売却益 ※２ ―   551   

２．貸倒引当金戻入益  ― ―  218 770 0.0

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産除却損 ※３ 11,954   14,921   

２．固定資産売却損 ※４ 2,742 14,696 0.0 ― 14,921 0.0

税引前当期純利益   1,600,572 1.8  1,391,238 1.4

法人税、住民税及び事
業税

 648,736   605,602   

法人税等調整額  24,713 673,450 0.8 △14,909 590,693 0.6

当期純利益   927,121 1.0  800,545 0.8
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（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（千円）

― ― ― ― 6,489 ― △6,489 ―

利益処分による特別償却
準備金の取崩（千円）

― ― ― ― △4,240 ― 4,240 ―

特別償却準備金の繰入
（千円）

― ― ― ― 20,132 ― △20,132 ―

特別償却準備金の取崩
（千円）

― ― ― ― △5,607 ― 5,607 ―

当期純利益（千円） ― ― ― ― ― ― 927,121 927,121

自己株式の処分（千円） ― 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）
（千円）

― ― ― ― ― ― ― ―

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（千円）

― ― ―

利益処分による特別償却
準備金の取崩（千円）

― ― ―

特別償却準備金の繰入

（千円）
― ― ―

特別償却準備金の取崩

（千円）
― ― ―

当期純利益（千円） ― 927,121 927,121

自己株式の処分（千円） 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）

（千円）

― ― ―

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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当事業年度（自　平成18年11月１日　至　平成19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

事業年度中の変動額         

特別償却準備金の繰入
（千円）

― ― ― ― 5,277 ― △5,277 ―

特別償却準備金の取崩
（千円）

― ― ― ― △9,541 ― 9,541 ―

剰余金の配当（千円） ― ― ― ― ― ― △250,800 △250,800

利益準備金の積立（千円） ― ― ― 6,000 ― ― △6,000 ―

当期純利益（千円） ― ― ― ― ― ― 800,545 800,545

自己株式の取得（千円） ― ― ― ― ― ― ― ―

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）
（千円）

― ― ― ― ― ― ― ―

事業年度中の変動額合計
（千円）

― ― ― 6,000 △4,263 ― 548,009 549,745

平成19年10月31日　残高
（千円）

64,000 8,196,144 8,196,144 16,000 33,626 7,500 3,993,520 4,050,647

 
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

事業年度中の変動額    

特別償却準備金の繰入
（千円）

― ― ―

特別償却準備金の取崩
（千円）

― ― ―

剰余金の配当（千円） ― △250,800 △250,800

利益準備金の積立（千円） ― ― ―

当期純利益（千円） ― 800,545 800,545

自己株式の取得（千円） △563,748 △563,748 △563,748

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）
（千円）

― ― ―

事業年度中の変動額合計
（千円）

△563,748 △14,002 △14,002

平成19年10月31日　残高
（千円）

△598,948 11,711,843 11,711,843
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

当事業年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

１．有価証券の評価基準及び評価方

法

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。

子会社株式

同左

２．デリバティブの評価基準及び評

価方法

時価法によっております。

 

同左

 

３．たな卸資産の評価基準及び評価

方法

(1）商品

　個別法による原価法によっております。

(1）商品

同左

 (2）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。

(2）直営店舗の商品

同左

 (3）貯蔵品

　最終仕入原価法によっております。

(3）貯蔵品

同左

４．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。

建物　　　　　10年～39年

器具及び備品　４年～20年

(1）有形固定資産

同左

（会計方針の変更）

  当事業年度から、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

 定率法によっております。

 なお、ソフトウェア（自社開発）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 

５．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。

―――――――

６．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

　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、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を

勘案し回収不能見込額を計上しております。

 (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。

(2）賞与引当金

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

債務の金額は事業年度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

７．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

８．その他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。

消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

当事業年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

（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等の適用指針」（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。

 ――――――
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年10月31日）

当事業年度
（平成19年10月31日）

　１　　　　　　　 ────── 　１　保証債務

　下記の関係会社の信用状開設に対し、保証を行って

おります。

㈲神戸物産フーズ 78,000千円

　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。

　２　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行７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
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
13,500,000千円

借入実行残高 ― 

差引額 13,500,000千円

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年11月１日

至　平成18年10月31日）

当事業年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

※１　　　　　　　　―――――― ※１　他勘定振替の内訳は次のとおりであります。

販売費及び一般管理費の

「販売促進費」
106,257千円

  

※２　　　　　　　　―――――― ※２　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

車輌及び運搬具      551千円

  

※３　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※３　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 973千円

器具及び備品 9,930千円

解体撤去費用 1,050千円

合計 11,954千円

器具及び備品      14,921千円

  

※４　固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

車輌及び運搬具 2,742千円

※４　　　　　　　　――――――
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（株主資本等変動計算書関係）

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。

当事業年度（自　平成18年11月１日　至　平成19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）

当事業年度末
株式数
（株）

自己株式     

普通株式 440,000 236,900 － 676,900

合計 440,000 236,900 － 676,900

 （注）普通株式の自己株式の増加236,900株は、取締役会決議による自己株式の増加であります。

（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

当事業年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19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．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．未経過リース料期末残高相当額

 　　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

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。

（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。
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（有価証券関係）

　前事業年度（自平成17年11月１日　至平成18年10月31日）及び当事業年度（自平成18年11月１日　至平成19年10月

31日）における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。

（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

当事業年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（繰延税金資産）  

①流動資産  

未払事業税 25,444千円

賞与引当金 9,770千円

その他 1,098千円

計 36,313千円

②固定資産  

退職給付引当金 13,939千円

計 13,939千円

繰延税金資産合計 50,252千円

  

（繰延税金負債）  

特別償却準備金 △27,280千円

繰延税金負債合計 △27,280千円

差引：繰延税金資産の純額 22,971千円

（繰延税金資産）  

①流動資産  

未払事業税 25,565千円

賞与引当金 11,715千円

その他 1,338千円

計 38,619千円

②固定資産  

貸倒引当金 1,009千円

一括償却資産 7,142千円

退職給付引当金 15,320千円

計  23,472千円

繰延税金資産合計  62,092千円

  

（繰延税金負債）  

特別償却準備金   △24,210千円

繰延税金負債合計   △24,210千円

差引：繰延税金資産の純額   37,881千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異が法定実効税率の100分の５以下であるた

め記載を省略しています。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

同左
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

当事業年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

１株当たり純資産額 1,402.61円

１株当たり当期純利益金額 126.93円

１株当たり純資産額 1,441.79円

１株当たり当期純利益金額 92.63円

　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。

　同左

　（注）　１株当たり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。

 
前事業年度

（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

当事業年度
（自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日）

当期純利益（千円） 927,121 800,545

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 927,121 800,545

期中平均株式数（株） 7,304,000 8,284,829

（重要な後発事象）

前事業年度（自平成17年11月１日　至平成18年10月31日）及び当事業年度（自平成18年11月１日　至平成19年10月

31日）

 　　 該当事項はありません。

６．その他
(1）役員の異動

　①新任取締役

　　取締役　岡崎　裕輔　氏　（平成19年１月26日付）

 

　　取締役　浅見　一夫　氏　（平成19年１月26日付）

  ②退任取締役

　　取締役　入江　美知江氏　（平成19年３月１日付）

 

　　取締役　矢合　康浩　氏　（平成19年５月１日付）

(2）その他

 該当事項はありません。
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