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1.  平成24年10月期第1四半期の連結業績（平成23年11月1日～平成24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 ％

24年10月期第1四半期 38,697 5.6 1,165 5.7 1,248 13.4 653 △6.0
23年10月期第1四半期 36,629 9.9 1,102 57.5 1,101 54.2 695 68.3

（注）包括利益 24年10月期第1四半期 586百万円 （―％） 23年10月期第1四半期 679百万円 （―％）

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

24年10月期第1四半期 83.48 ―
23年10月期第1四半期 88.10 ―

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

24年10月期第1四半期 47,913 14,125 29.5 1,803.84
23年10月期 48,473 13,891 28.7 1,773.89
（参考） 自己資本  24年10月期第1四半期  14,125百万円 23年10月期  13,891百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

年間配当金
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

23年10月期 ― 0.00 ― 45.00 45.00
24年10月期 ―
24年10月期（予想） 0.00 ― 40.00 40.00

3.  平成24年10月期の連結業績予想（平成23年11月1日～平成24年10月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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(累計) 79,200 5.2 2,110 4.5 2,240 4.7 1,320 4.3 168.56
通期 160,200 6.3 3,870 7.6 3,800 6.1 1,910 8.9 243.91



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信 
の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であ 
ると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性がありま 
す。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年10月期1Q 8,800,000 株 23年10月期 8,800,000 株
② 期末自己株式数 24年10月期1Q 969,166 株 23年10月期 969,166 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年10月期1Q 7,830,834 株 23年10月期1Q 7,891,388 株
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

   

   

１．サマリー情報（その他）に関する事項
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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年10月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 24,016,191 23,062,719 

売掛金 7,442,593 6,587,736 

商品及び製品 3,730,992 3,801,622 

仕掛品 381,228 465,818 

原材料及び貯蔵品 438,969 424,926 

その他 604,921 758,882 

貸倒引当金 △2,663 △1,299 

流動資産合計 36,612,232 35,100,406 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,828,462 4,117,142 

土地 4,197,202 4,602,386 

その他（純額） 2,262,818 2,502,811 

有形固定資産合計 10,288,483 11,222,340 

無形固定資産   

その他 334,535 365,991 

無形固定資産合計 334,535 365,991 

投資その他の資産   

その他 1,241,259 1,283,851 

貸倒引当金 △2,521 △58,832 

投資その他の資産合計 1,238,738 1,225,018 

固定資産合計 11,861,757 12,813,351 

資産合計 48,473,989 47,913,757 

㈱神戸物産 （3038） 平成24年10月期 第1四半期決算短信

3



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年10月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年１月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 11,483,321 9,018,260 

短期借入金 456,741 456,741 

未払法人税等 875,799 534,225 

賞与引当金 75,554 58,546 

その他 1,130,090 1,273,198 

流動負債合計 14,021,507 11,340,971 

固定負債   

長期借入金 16,673,677 18,559,492 

退職給付引当金 76,700 80,500 

預り保証金 3,772,950 3,770,150 

その他 38,130 37,075 

固定負債合計 20,561,458 22,447,217 

負債合計 34,582,965 33,788,189 

純資産の部   

株主資本   

資本金 64,000 64,000 

資本剰余金 8,196,144 8,196,144 

利益剰余金 7,384,014 7,685,321 

自己株式 △1,083,184 △1,083,184 

株主資本合計 14,560,973 14,862,280 

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △669,949 △736,712 

その他の包括利益累計額合計 △669,949 △736,712 

純資産合計 13,891,024 14,125,567 

負債純資産合計 48,473,989 47,913,757 
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年11月１日 

 至 平成23年１月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年11月１日 
 至 平成24年１月31日) 

売上高 36,629,113 38,697,183 

売上原価 34,252,807 35,905,900 

売上総利益 2,376,305 2,791,283 

販売費及び一般管理費 1,273,872 1,626,129 

営業利益 1,102,433 1,165,153 

営業外収益   

受取利息 7,632 5,891 

持分法による投資利益 384 104 

為替差益 12,969 164,028 

受取賃貸料 26,837 21,542 

補助金収入 750 37,893 

その他 29,519 36,923 

営業外収益合計 78,093 266,384 

営業外費用   

支払利息 43,339 65,839 

賃貸収入原価 23,367 20,120 

デリバティブ評価損 － 52,286 

その他 12,151 44,539 

営業外費用合計 78,858 182,785 

経常利益 1,101,669 1,248,752 

特別利益   

固定資産売却益 － 624 

貸倒引当金戻入額 65,492 － 

為替換算調整勘定取崩額 20,698 － 

その他 5 － 

特別利益合計 86,197 624 

特別損失   

固定資産除却損 2,010 8,685 

特別損失合計 2,010 8,685 

税金等調整前四半期純利益 1,185,855 1,240,691 

法人税、住民税及び事業税 468,044 539,229 

法人税等調整額 22,559 47,767 

法人税等合計 490,603 586,997 

少数株主損益調整前四半期純利益 695,251 653,694 

四半期純利益 695,251 653,694 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年11月１日 
 至 平成23年１月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年11月１日 

 至 平成24年１月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 695,251 653,694 

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 △15,973 △66,762 

その他の包括利益合計 △15,973 △66,762 

四半期包括利益 679,278 586,931 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 679,278 586,931 

少数株主に係る四半期包括利益 － － 
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該当事項はありません。   

   

   

該当事項はありません。   

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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