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1.  平成22年10月期第1四半期の連結業績（平成21年11月1日～平成22年1月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年10月期第1四半期 33,335 7.4 699 238.5 714 ― 413 ―
21年10月期第1四半期 31,052 27.8 206 157.3 △31 ― 21 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年10月期第1四半期 51.45 ―
21年10月期第1四半期 2.70 ―

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

22年10月期第1四半期 30,173 12,317 40.8 1,533.75
21年10月期 31,989 12,356 38.6 1,538.58

（参考） 自己資本  22年10月期第1四半期  12,317百万円 21年10月期  12,356百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年10月期 ― ― ― 35.00 35.00
22年10月期 ―
22年10月期 

（予想）
― ― 30.00 30.00

3.  平成22年10月期の連結業績予想（平成21年11月1日～平成22年10月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

第2四半期 
連結累計期間

61,300 △0.9 560 120.3 560 152.2 300 147.4 37.35

通期 130,500 3.6 1,200 57.3 1,200 108.3 670 174.2 83.42
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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  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （ 社名 ） 除外 ―社 （ 社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年10月期第1四半期 8,800,000株 21年10月期 8,800,000株
② 期末自己株式数 22年10月期第1四半期 769,100株 21年10月期 769,100株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年10月期第1四半期 8,030,900株 21年10月期第1四半期 8,085,000株
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 当第１四半期におけるわが国経済は、世界的な金融危機による景気低迷が続く中、外需や景気対策等の効果によ

り一部に底打ちの兆しがみられたものの、円相場の高止まりや消費の低迷によるデフレ圧力の強まりなどにより、 

その効果は限定的となりました。また、雇用情勢、企業収益も低迷するなど厳しい状況が続きました。 

 食品業界につきましても、消費者の生活防衛意識による低価格志向は依然として強く、デフレによる企業間の値

下げ競争は激しさを増しております。 

 このような環境の中、当社グループは、消費者ニーズに対応すべく自社グループにおいて商品の製造から販売ま

でを手掛ける製販一体の仕組みにより、安全安心かつ利益率の高い商品を扱った『食卓応援＆爆弾価格』や『挑戦

します！日本最安値』といった施策を展開し、『安価でクオリティーの高い商品』を増やすことで、業務スーパー

の市場競争力を強化してまいりました。国内企業の多くが前年実績を割り込んでいる中、11月から１月までの３ヶ

月間連続で、過去最高の出荷実績、及び利益を達成することができました。これらにより、第１四半期連結会計期

間の業績につきましては、売上高は 百万円(前年同期比7.4％増）、営業利益は 百万円（同238.5％増）、

経常利益が 百万円（前年同期は 百万円）、四半期純利益は 百万円（前年同期は 百万円）となりまし

た。 

  

事業の種類別セグメント売上高の概況は次の通りです。 

（業務スーパー事業） 

 業務スーパー事業につきましては、新規出店は、 店舗(退店 店舗)あり、総店舗数は 店舗となり、売上げ増

加に寄与してまいりました。新規出店の内訳としましては、直轄エリア 店舗、地方エリア 店舗と、全国的に偏り

なく出店することができました。当社は、近年の不況を鑑みる中で、現在の市場環境を勝ち残るには、『製販一

体』の仕組みが必要不可欠であると考え、『製』の部分を強化する為、2008年３月より、食品製造工場のＭ＆Ａを

積極的に展開してまいりました。そうすることで全国517店舗を数える『業務スーパー』という『販』の部分との相

乗効果が生まれ、『食卓応援＆爆弾価格』や『挑戦します！日本最安値』といった施策を打ち出すことができまし

た。以上の取り組みの結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は 百万円(前年同期比107.7％)と順調に推移

いたしました。 

  

（神戸クック事業） 

 神戸クック事業に関しまして、『神戸クックワールドビュッフェ』の新規出店は 店舗に留まりましたが、商品ラ

インナップの強化や、ディナータイムのみのメニューを導入するなどの施策を行っております。従来の「安全・安

心」に加え「美容・健康」を新たなコンセプトとし、当社の食に対する技術とノウハウを存分に活かし、物理的、

化学的に計算しつくした新メニュー開発に取り組むなど、より一層の事業の発展に取り組んでまいりました。ま

た、前期末にオープンした『Ｇreen's Ｋ』につきましては、これまでにない、デリと物販が融合した日本唯一の業

態として、テレビや新聞・雑誌などマスコミ各社に取り上げて頂き、目標値を上回る勢いで推移しております。以

上の結果、神戸クックにおける当第１四半期連結会計期間の売上高は 百万円(前年同期比151.2％)と順調に推移

いたしました。 

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

33,335 699

714 △31 413 21

13 3 517

6 7

33,126

1

267
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（１）資産、負債、純資産の状況 

当第１四半期末における総資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少しました。ま

た、純資産は 百万円となり、 百万円減少しました。 

資産の減少の主なものは、現金及び預金の減少 百万円、売掛金の減少 百万円などであります。負債は、

前連結会計年度末に比べ 百万円減少しておりますが、その主なものは、買掛金 百万円減少したことによ

るものであります。純資産の減少の主なものは、為替の影響により海外子会社の純資産が目減りしたためでありま

す。 

（２）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、 百万円の支出（前年同期は 百万円の支出）となりました。これ

は、仕入債務の支払等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、 百万円の支出（前年同期は 百万円の支出）となりました。これ

は、当社及び子会社工場の管理・製造設備増強に伴う有形固定資産の取得による支出が主なものとなっておりま

す。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の支出（前年同期は 百万円の収入）となりました。これ

は、配当金の支払いが主なものとなっております。 

以上の結果、現金及び現金同等物の当四半期末残高は、前連結会計年度末に比較し、 百万円減少し、 百

万円となりました。    

  

 業績予想につきましては、世界的な金融危機による景気低迷の出口が見えない中、国内企業の多くが軒並み赤字

決算や前年割れとなっておりますが、当社は、商品の製造から販売までを手掛ける『製販一体』の仕組みをより強

固なものにし、グループ全体の底上げを図っており、当四半期においては過去 高の業績を記録しております。円

相場の高止まりやデフレによる影響等、現在、当社を取り巻く外部環境の変化を注視しつつ、今後の事業拡大に伴

う売上寄与や費用発生等の見込みを精査しておりますが、現時点では業績予想は据え置いており、数値が固まり次

第、適宜お知らせいたします。  

  

 該当事項はありません。  

  

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸を

基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

  

該当事項はありません。  

２．連結財政状態に関する定性的情報

30,173 1,815

12,317 38

785 1,074

1,776 2,004

340 1,515

318 1,617

282 1,715

960 11,005

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期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
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成22年１月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,143,088 11,928,302 

売掛金 5,974,741 7,049,235 

商品及び製品 2,713,158 2,587,590 

仕掛品 70,688 52,867 

原材料及び貯蔵品 297,770 222,066 

その他 641,373 567,737 

貸倒引当金 △70,734 △76,644 

流動資産合計 20,770,086 22,331,155 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,854,884 2,906,732 

土地 3,237,688 3,284,778 

その他（純額） 1,241,034 1,108,878 

有形固定資産合計 7,333,608 7,300,391 

無形固定資産   

のれん 47,952 58,809 

その他 310,006 301,796 

無形固定資産合計 357,958 360,605 

投資その他の資産   

その他 1,724,295 2,008,507 

貸倒引当金 △12,618 △11,623 

投資その他の資産合計 1,711,676 1,996,884 

固定資産合計 9,403,243 9,657,881 

資産合計 30,173,330 31,989,037 
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成22年１月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年10月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 8,215,844 10,220,490 

短期借入金 2,218,085 2,109,442 

未払法人税等 287,032 226,014 

賞与引当金 47,412 60,004 

その他 790,401 667,711 

流動負債合計 11,558,775 13,283,663 

固定負債   

長期借入金 2,771,670 2,883,315 

退職給付引当金 53,020 56,600 

預り保証金 3,379,550 3,329,850 

その他 92,906 79,438 

固定負債合計 6,297,146 6,349,205 

負債合計 17,855,922 19,632,868 

純資産の部   

株主資本   

資本金 64,000 64,000 

資本剰余金 8,323,714 8,323,714 

利益剰余金 5,058,301 4,926,163 

自己株式 △727,343 △727,343 

株主資本合計 12,718,672 12,586,534 

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △401,264 △230,365 

評価・換算差額等合計 △401,264 △230,365 

純資産合計 12,317,407 12,356,169 

負債純資産合計 30,173,330 31,989,037 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 

 至 平成21年１月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年１月31日) 

売上高 31,052,560 33,335,965 

売上原価 29,757,541 31,475,841 

売上総利益 1,295,019 1,860,123 

販売費及び一般管理費 1,088,205 1,160,156 

営業利益 206,814 699,967 

営業外収益   

受取利息 5,623 2,873 

受取配当金 2,750 － 

受取賃貸料 12,560 24,181 

補助金収入 － 19,789 

その他 8,224 15,494 

営業外収益合計 29,157 62,338 

営業外費用   

支払利息 2,539 9,467 

賃貸収入原価 9,105 20,605 

為替差損 252,036 2,702 

その他 3,922 15,195 

営業外費用合計 267,603 47,971 

経常利益又は経常損失（△） △31,631 714,334 

特別利益   

固定資産売却益 802 3,240 

貸倒引当金戻入額 46,941 4,782 

投資有価証券売却益 29,028 － 

その他 － 858 

特別利益合計 76,772 8,881 

特別損失   

固定資産除却損 1,599 2,157 

固定資産売却損 － 722 

特別損失合計 1,599 2,879 

税金等調整前四半期純利益 43,541 720,336 

法人税、住民税及び事業税 114,248 284,763 

法人税等調整額 △92,602 22,353 

法人税等合計 21,646 307,117 

四半期純利益 21,894 413,219 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 

 至 平成22年１月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 43,541 720,336 

減価償却費 134,364 184,615 

のれん償却額 11,357 10,857 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △49,020 △4,914 

受取利息及び受取配当金 △8,373 △2,873 

支払利息 2,539 9,467 

為替差損益（△は益） 178,531 52 

有形固定資産売却損益（△は益） △802 △2,518 

売上債権の増減額（△は増加） 735,974 1,116,006 

たな卸資産の増減額（△は増加） △686,174 △228,730 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,780,809 △2,000,613 

預り保証金の増減額（△は減少） 32,450 49,700 

その他 △99,531 37,948 

小計 △1,485,951 △110,665 

利息及び配当金の受取額 8,373 2,873 

利息の支払額 △2,720 △9,038 

法人税等の支払額 △35,654 △223,361 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,515,952 △340,191 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,602,804 △311,282 

有形固定資産の売却による収入 2,227 17,033 

投資有価証券の取得による支出 △433 － 

投資有価証券の売却による収入 117,648 － 

貸付金の回収による収入 7,870 6,199 

定期預金の預入による支出 △119,840 △39,660 

定期預金の払戻による収入 － 39,660 

その他 △21,768 △30,136 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,617,099 △318,185 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 2,000,000 － 

長期借入金の返済による支出 △2,402 － 

自己株式の取得による支出 △39,291 － 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △1,063 

配当金の支払額 △242,643 △281,081 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,715,663 △282,144 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △278,868 △19,571 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,696,258 △960,093 

現金及び現金同等物の期首残高 9,140,989 11,965,264 

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,444,731 11,005,170 
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 該当事項はありません。 

  

 前第１四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年１月31日） 

（注）１．事業区分の方法 

事業区分は、内部管理上採用している方法によっております。 

２．各事業区分の主要な内容 

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年11月１日 至 平成22年１月31日） 

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。 

  

 前第１四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年１月31日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成21年11月１日 至 平成22年１月31日） 

 本邦の売上高は、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。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年１月31日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成21年11月１日 至 平成22年１月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

   

     該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

業務スーパー事業 

（千円） 

リラクゼーション・

ステイ事業  
（千円） 

神戸クック事業 

（千円）  
計 

（千円） 
消去又は全社 

（千円） 
連結 

（千円） 

売上高           

（1）外部顧客に対する 

売上高 
 30,719,886  155,735  176,939  31,052,560  ―  31,052,560

（2）セグメント間の内部 

     売上高又は振替高 
 45,591  ―  ―  45,591  △45,591  ― 

計  30,765,477  155,735  176,939  31,098,152  △45,591  31,052,560

営業利益又は営業損失(△)  441,933  △59,658  6,481  388,755  △181,941  206,814

事業区分  主要事業 

 業務スーパー事業 
 業務用食品の製造 

卸売（フランチャイズ方式）及び小売業  

 リラクゼーション・ステイ事業  ヴィラ・スピカ及び併設するカフェ＆ビュッフェ店の運営 

 神戸クック事業 

 中食・外食市場の開拓を企画 

惣菜販売 

カフェ＆ビュッフェ店の展開  

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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