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1.  平成24年10月期第2四半期の連結業績（平成23年11月1日～平成24年4月30日） 

(注)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

(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2四半期 78,207 3.9 2,260 12.0 2,549 19.2 1,333 5.3
23年10月期第2四半期 75,264 10.8 2,019 54.5 2,138 55.9 1,266 136.1

（注）包括利益 24年10月期第2四半期 1,342百万円 （9.0％） 23年10月期第2四半期 1,231百万円 （―％）

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2四半期 170.25 ―
23年10月期第2四半期 161.02 ―

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2四半期 54,789 14,883 27.2 1,900.59
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2四半期  14,881百万円 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 ― 0.00
24年10月期（予想） ― 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、対前期増減率） 

（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

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）  ：  有  

(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 1社 （社名） 珈琲まめ工房株式会社 、 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2Q 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2Q 969,206 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2Q 7,830,828 株 23年10月期2Q 7,862,397 株



   

   

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

２．サマリー情報（その他）に関する事項 ………………………………………………………………………………  3

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  3

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  3

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  3

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要 …………………………………………………………………………  3

４．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（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 ………………………………………………………  6

四半期連結損益計算書    

第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

四半期連結包括利益計算書    

第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  7

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  8

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  8

㈱神戸物産 （3038） 平成24年10月期 第2四半期決算短信

1



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

文中の将来に関する事項は、当四半期連結累計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。  

  

（1）業績の状況 

 当第２四半期連結累計期間（平成23年11月１日～平成24年４月30日）における我が国の経済は、東日本大震災に

よる影響から持ち直し傾向にありますが、依然として厳しく、また欧州の信用不安及び原油高等の経済情勢により

景気の先行きは不透明な状況にあります。食品業界においても、前年に引き続き消費者の節約志向やデフレの影響

による低価格志向が依然として続く一方、原材料の高騰等により、厳しい経営環境が続いております。 

 このような状況の中、当社グループは「第６次産業『真』の製販一体」というグループ目標を達成するため、国

内外の農畜産事業の強化、「安全・安心」を徹底するための商品管理、消費者ニーズを捉えたオリジナル商品の製

造に注力し、ムダ、ロス、非効率を徹底的に排除したローコストオペレーションの実践により、高品質で魅力のあ

る商品をベストプライスで御提供できるよう努めてまいりました。その一環として当第２四半期連結累計期間に珈

琲豆を焙煎する施設を取得し、珈琲まめ工房㈱を連結子会社として設立しております。 

 「業務スーパー」での販売はもちろん、現在展開中の「中食・外食」業態にて、独自製法で自社焙煎したオリジ

ナルコーヒーを提供することを目的として取得しております。 

引き続き自社グループで原材料の調達から加工、販売までを行うことにより、『真』の製販一体体制を強化し、

より「安全・安心」な商品をベストプライスで御提供してまいります。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は 億７百万円（前年同期比 ％

増）、営業利益は 億 百万円（同 ％増）、経常利益は 億 百万円（同 ％増）、四半期純利益は 億

百万円（同 ％増）となりました。  

  

 ①業務スーパー事業 

 当第２四半期連結累計期間における出店状況は、新規出店が 店舗、退店が６店舗、純増 店舗の結果、総店舗

数 店舗を達成いたしました。これに伴い、「600店舗達成記念セール」のクーポン割引を実施し、また関連工場

である㈱神戸物産エコグリーン北海道で加工した国産牛のセール販売、及び秦食品㈱の冷凍うどんのお試しセール

等、積極的な販売施策を講じることにより、リピーター及び新規顧客の獲得に取り組んでまいりました。 

以上の結果、業務スーパー事業における当第２四半期連結累計期間の売上高は 億２百万円（前年同期比 ％

増）となりました。 

  

    ②神戸クック事業 

 当第２四半期連結累計期間における出店状況につきましては、「神戸クックワールドビュッフェ」の新規出店が

店舗あり総店舗数は 店舗となりました。また、「Green's K鉄板ビュッフェ」につきましては、新規出店が６店

舗、退店が１店舗あり、総店舗数は13店舗となりました。さらなるリピーター及び新規顧客獲得のため、既存 店

舗すべての店舗について、店舗内の改装、新規什器の導入、メニューの改善等の施策を逐次講じる等、常に顧客ニ

ーズの変化に対応できるよう取り組んでおります。 

以上の結果、神戸クック事業における当第２四半期連結累計期間の売上高は９億４百万円（前年同期比 ％

増）となりました。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  資産、負債、純資産の状況 

当第２四半期末における総資産は 億 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 億 百万円増加しました。

また、純資産は 億 百万円となり、９億92百万円増加しました。 

資産の増加の主なものは、現金及び預金の増加 億 百万円、売掛金の増加７億 百万円などであります。負債

は、前連結会計年度末に比べ 億 百万円増加しておりますが、その主なものは、買掛金の増加３億 百万円、長

期借入金の増加 億 百万円などであります。純資産の増加の主なものは、利益剰余金の増加によるものでありま

す。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成24年10月期の業績予想につきましては平成23年12月15日に公表した数値から変更はございません。ただし、

今後の経営環境の変化及び情勢を見据えた上、修正等の必要が生じた場合、速やかに開示致します。 

（注）上記の予測は、現時点で入手可能な情報に基づき、当社が判断した見通しであり、リスクや不確実性を含ん

でおりますので、実際の業績は、さまざまな要素により異なる結果となる可能性があります。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 第２四半期連結会計期間より、珈琲まめ工房㈱は新たに設立したため、連結の範囲に含めております。 

   

   

（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。 

   

   

  該当事項はありません。   

   

   

547 89 63 16
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41 23 36

53 23 95

42 71

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要

㈱神戸物産 （3038） 平成24年10月期 第2四半期決算短信

3



４．四半期連結財務諸表 
（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２四半期連結会計期間 
(平成24年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 24,016,191 28,139,768 

売掛金 7,442,593 8,178,722 

商品及び製品 3,730,992 3,646,026 

仕掛品 381,228 321,209 

原材料及び貯蔵品 438,969 471,417 

その他 604,921 658,764 

貸倒引当金 △2,663 △7,339 

流動資産合計 36,612,232 41,408,569 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,828,462 4,295,549 

土地 4,197,202 4,923,546 

その他（純額） 2,262,818 2,577,721 

有形固定資産合計 10,288,483 11,796,816 

無形固定資産   

その他 334,535 379,873 

無形固定資産合計 334,535 379,873 

投資その他の資産   

その他 1,241,259 1,263,081 

貸倒引当金 △2,521 △58,873 

投資その他の資産合計 1,238,738 1,204,208 

固定資産合計 11,861,757 13,380,897 

資産合計 48,473,989 54,789,467 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年10月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年４月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 11,483,321 11,878,934 

短期借入金 456,741 456,741 

未払法人税等 875,799 1,163,196 

賞与引当金 75,554 35,755 

その他 1,130,090 1,354,969 

流動負債合計 14,021,507 14,889,598 

固定負債   

長期借入金 16,673,677 20,945,306 

退職給付引当金 76,700 90,600 

資産除去債務 － 93,973 

預り保証金 3,772,950 3,815,950 

その他 38,130 70,913 

固定負債合計 20,561,458 25,016,743 

負債合計 34,582,965 39,906,342 

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 8,364,827 

自己株式 △1,083,184 △1,083,271 

株主資本合計 14,560,973 15,541,699 

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △669,949 △660,673 

その他の包括利益累計額合計 △669,949 △660,673 

新株予約権 － 2,098 

純資産合計 13,891,024 14,883,125 

負債純資産合計 48,473,989 54,789,467 
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年11月１日 

 至 平成23年４月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年11月１日 
 至 平成24年４月30日) 

売上高 75,264,930 78,207,319 

売上原価 70,420,474 72,624,363 

売上総利益 4,844,455 5,582,955 

販売費及び一般管理費 2,825,433 3,322,548 

営業利益 2,019,022 2,260,407 

営業外収益   

受取利息 37,056 17,253 

受取配当金 139 － 

受取賃貸料 51,914 43,003 

補助金収入 48,387 93,271 

為替差益 93,286 328,324 

その他 55,911 116,120 

営業外収益合計 286,695 597,973 

営業外費用   

支払利息 80,873 121,852 

賃貸収入原価 45,788 40,172 

持分法による投資損失 1,624 1,077 

デリバティブ評価損 － 52,670 

その他 38,506 92,779 

営業外費用合計 166,793 308,552 

経常利益 2,138,924 2,549,828 

特別利益   

固定資産売却益 2,433 8,924 

投資有価証券売却益 － 1,080 

貸倒引当金戻入額 70,878 － 

為替換算調整勘定取崩額 20,698 － 

その他 5 － 

特別利益合計 94,016 10,004 

特別損失   

固定資産除却損 3,106 9,255 

固定資産売却損 3,783 1,637 

特別損失合計 6,889 10,892 

税金等調整前四半期純利益 2,226,051 2,548,940 

法人税、住民税及び事業税 854,976 1,172,911 

法人税等調整額 105,061 42,828 

法人税等合計 960,037 1,215,740 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,266,013 1,333,200 

四半期純利益 1,266,013 1,333,200 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年11月１日 
 至 平成23年４月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年11月１日 

 至 平成24年４月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,266,013 1,333,200 

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 △34,753 9,275 

その他の包括利益合計 △34,753 9,275 

四半期包括利益 1,231,259 1,342,476 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,231,259 1,342,476 

少数株主に係る四半期包括利益 － － 

㈱神戸物産 （3038） 平成24年10月期 第2四半期決算短信

7



 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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