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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

22年10月期 138,234 9.7 2,851 273.8 2,843 393.6 948 288.2
21年10月期 125,998 17.6 762 △25.2 575 △27.8 244 △44.9

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 ％ ％ ％

22年10月期 118.12 ― 7.6 7.8 2.1
21年10月期 30.30 ― 1.9 2.0 0.6
（参考） 持分法投資損益 22年10月期  ―百万円 21年10月期  ―百万円

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 41,241 12,567 30.5 1,578.35
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  12,567百万円 21年10月期  12,356百万円

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

22年10月期 3,823 △1,835 6,694 20,606
21年10月期 2,107 △3,413 4,594 11,965

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年10月期 ― 0.00 ― 35.00 35.00 281 115.1 2.2
22年10月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00 318 33.9 2.6
23年10月期 

（予想）
― 0.00 ― 35.00 35.00 17.2

3.  23年10月期の連結業績予想（平成22年11月1日～平成23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） 

 

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 70,980 4.5 1,450 11.0 1,400 2.0 770 43.6 97.69

通期 145,000 4.9 3,020 5.9 2,920 2.7 1,600 68.7 202.98
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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）  有  

(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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 2社 （社名 宮城製粉、神戸クック ） 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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年10月期 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 837,300株 21年10月期 769,100株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年10月期の個別業績（平成21年11月1日～平成22年10月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

22年10月期 137,886 10.7 2,834 227.8 2,792 302.6 1,134 170.5
21年10月期 124,589 17.3 864 △10.5 639 △6.2 419 3.2

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

22年10月期 141.26 ―
21年10月期 52.00 ―

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 41,018 12,660 30.9 1,589.92
21年10月期 31,248 11,922 38.2 1,484.58
（参考） 自己資本 22年10月期  12,660百万円 21年10月期  11,922百万円

2.  23年10月期の個別業績予想（平成22年11月1日～平成23年10月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率） 

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

第2四半期 
累計期間

70,500 4.2 1,400 4.6 1,380 0.8 750 57.5 95.15

通期 144,000 4.4 3,000 5.8 2,900 3.9 1,600 41.1 202.98
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(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、急速な円高やデフレを背景に企業の収益水準の回復や設備投資への意欲

は低調に推移するなど、景気の回復を実感できない不透明な状況で推移いたしました。 

  食品業界におきましても、食の「安全・安心」に対するニーズが高まる中、所得・雇用環境の停滞による消費者

の低価格志向や生活防衛意識の高まりと企業間の販売価格競争の激化が相俟って、企業を取り巻く経営環境は更に

厳しいものとなりました。 

  このような状況の下、当社グループは原材料の調達から商品の製造、加工、販売までを行う製販一体システムを

更に強化すべく、国内外における10社13工場の製造コスト削減及び効率化を図ると共に「安全・安心」を追求した

オリジナル商品の開発に取り組んでまいりました。また、高品質で価値のある商品をベストプライスでご提供する

ための販売施策を実施するなど、製販一体体制の強みを活かした生産・販売戦略を推進し、収益基盤の拡大に取り

組んでまいりました。  

  これらの結果、当連結会計年度の売上高は 億 百万円（前年比 ％増）、営業利益は 億 百万円（同

％増）、経常利益は 億 百万円（同 ％増）、当期純利益は 億 百万円（同 ％増）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おける出店状況は 店舗の新規出店、 店舗の退店の結果、純増 店舗で、総店舗数は 店

舗となりました。デフレによる市場環境の中、低価格、高品質な商品を求める消費者ニーズに対応すべく、当社グ

ループのオリジナル商品を中心に構成した「業務スーパー生誕10周年記念セール」「10周年記念決算セール」等の

販売施策の実施により順調に客足を伸ばしたことで、当社から業務スーパー店舗への商品出荷実績は前年対比で

110％を達成するなど好調に推移をいたしました。 

  これらの結果、業務スーパー事業における売上高は 億 百万円となりました。 

  

②神戸クック事業 

  神戸クック事業につきましては、中食と食品物販の融合店である「Green's K」の新規出店が 店舗あり、総店舗

数は全国で 店舗、外食店舗である「神戸クックワールドビュッフェ」は新規出店が 店舗あり、総店舗数は全国で

店舗となりました。 

  当社グループ工場にて加工した食材を「パーツ」として店舗で組み合わせる「パーツアッセンブル方式」の店内

調理システムを確立したことで調理工程の簡素化、食材廃棄ロスの低減、リーズナブルな提供価格を実現し、多く

のお客様にご愛顧頂いております。 

  これらの結果、神戸クック事業における売上高は 億 百万円となりました。  

   

（次期の見通し） 

  次期の見通しといたしましては、景気の後退局面は継続するものと見られ、雇用情勢の悪化を背景とした所得の

先行き不透明感からも、個人消費の低迷は一層厳しくなると予想され、経営環境は依然として予断を許さない状況

が続くものと思われます。 

  このような状況の下、業務スーパーは全国540店舗を超え、多くの加盟店で利益、来店客数共に増加基調で推移し

ております。当社は、さらなる店舗数の続伸を目指し、商品開発におきましても、当社グループの強みである製販

一体体制を強化し、原材料の調達から製造、販売までを一元管理した安全・安心なオリジナル商品を提供してまい

ります。 

 以上により平成23年10月期の連結業績の見通しは売上高 億円、連結営業利益 億 百万円、連結経常利益

億 百万円、連結当期純利益 億円を予想しております。  

１．経営成績

1,382 34 9.7 28 51

273.8 28 43 393.6 9 48 288.2

47 11 36 543

1,377 57

7

8 1

11

10 76

1,450 30 20 29

20 16
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(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末における総資産は 億 百万円となり、前連結会計年度末と比べ 億 百万円の増加となりまし

た。流動資産は前連結会計年度末と比べ、 億 百万円増加し 億 百万円、固定資産は前連結会計年度末に比べ、

億 百万円減少し 億 百万円となりました。 

流動資産の増加の主な要因は、現金借入等による現金及び預金が 億 百万円増加したことによるものであります。 

固定資産の減少の主な要因は、事業撤退による減損損失が 億 百万円発生したことによるものであります。 

 当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ、 億 百万円増加し 億 百万円となりました。流動負債

は前連結会計年度末に比べ、 百万円増加し 億 百万円となり、固定負債は前連結会計年度末に比べ、 億 百万

円増加し 億 百万円となりました。 

流動負債の増加の主な要因は、未払法人税等が 億 百万円増加したことによるものであります。 

固定負債の増加の主な要因は、長期借入金が 億 百万円増加したことによるものであります。 

 当連結会計年度末の純資産は、利益剰余金が 億 百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末と比べて 億

百万円増加の 億 百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の ％から ％となり、１株当たり純資産が 円 銭から

円 銭となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況  

 当連結会計年度のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー 億 百万円の収入に

対し、投資活動によるキャッシュ・フロー 億 百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フロー 億 百万円の

収入により、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は 億 百万円となり、期首残高より 億 百万円増加

致しました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における営業活動による資金の増加は 億 百万円となり前連結会計年度に比べ 億 百万円の増

加となりました。これは主に当期純利益の増加であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における投資活動による資金の減少は 億 百万円となり前連結会計年度に比べ 億 百万円の支

出の減少となりました。これは主に有形固定資産の取得に伴う支出が昨年に比べ減少したためであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における財務活動による資金の増加は 億 百万円となり前連結会計年度に比べ 億 百万円の収

入の増加となりました。これは主に借入の実行によるものであります。 

  

（キャッシュ・フロー関連指標の推移）  

    自己資本比率：純資産/総資産 

 時価ベースの自己資本比率：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/キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー/利払い 

（注）１. いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

   ２. 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

   ３. 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを利用し 

     ております。 

   ４. 有利子負債は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全ての負債を対象として 

     おります。  

   ５．利払いについては、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。 

412 41 92 52

95 85 319 17

3 33 93 24

91 68

6 89

90 40 286 73

98 133 82 89 42

152 91

9 36

87 47

7 94 2

11 125 67

38.6 30.5 1,538 58 1,578

35

38 23

18 35 66 94

206 6 86 41

38 23 17 15

18 35 15 78

66 94 20 99

  平成18年10月期 平成19年10月期 平成20年10月期 平成21年10月期 平成22年10月期 

 自己資本比率（％）      53.1      51.8      48.3      38.6      30.5

 時価ベースの自己資本比率 

 （％） 
     85.9      59.0      26.8      35.2          30.6

 キャッシュ・フロー対有利子 

 負債比率（％） 
      －       －       7.3      236.9         316.2

 インタレスト・カバレッジ・ 

 レシオ（倍）  
    3,786.6       －     2,967.6        94.1          66.5
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(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、株主様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、安定した配当を継続的に行うことを

基本方針としております。内部留保の使途につきましては、財務体質の強化を図りながら生産性向上に向けた設備投

資や新規事業への投資に充当してまいります。 

 また、当期におきましては、機動的な資本政策を遂行するため、 株の自己株式の市場買付を実施致しまし

た。なお、当期の期末配当金につきましては、上場来 高益を達成するなど業績が順調に推移したことから、財政状

態を含め総合的に判断し、平成22年12月15日に開示致しました「剰余金の配当に関するお知らせ」のとおり１株につ

き 円の配当に関する議案を定時株主総会に付議致します。  

次期の配当予想は、年間配当35円とさせていただきましたが、今後の業績動向次第では、再度検討を行う場合があり

ます。 

   

68,200

40
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(１)企業集団の概況 

 当社グループは、当社、連結子会社18社、非連結子会社1社、持分法適用関連会社1社および持分法非適用関連会社3社

で構成されております。 

 主な事業内容は、業務スーパー事業として業務用食材等の製造、卸売、及び小売業を営み、業務スーパー店舗をFC方式

で展開しております。また、神戸クック事業は、中食・外食市場の開拓を企画して、ワールドビュッフェ、Green's Kを

FC展開しております。農業プロジェクト（事業）は、国内外で確保した農地の圃場整備を行い、農作物の栽培、収穫に向

け取り組んでおります。当社グループの事業に係わる各社の位置づけおよび事業の系統図は次のとおりです。 

  ※1 実線矢印は商品の供給であります。 

  ※2 点線矢印は原材料の供給であります。  

  ※3 上記の他、連結子会社１社、非連結子会社1社、持分法適用関連会社1社、持分法非適用関連会社3社について

は、重要性が乏しいため記載を省略しております。 

  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 ①経営理念 

 当社グループは、「安価でクオリティーの高い商品」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、経営理念に基づき、あらゆるステークホルダー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 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 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

上高経常利益率なら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。 

「食」における製販一体企業として、「製」の部分を追求すべく、国内外で運営する自社グループ大規模農場

で、製品の原材料となる農作物を作付け、収穫し、そして、グループ内食品製造工場で、それを使用して製品化い

たします。その後、全国の業務スーパーにて、 終消費者であるお客様に販売するまで、つまり、川上から川下ま

でを自社グループ内で一貫して手掛けることに全社を挙げて取り組んでまいります。 

  また、「安全・安心」を追求した商品の安定供給や効率のよい生産体制の構築を目指し引続き国内工場のＭ＆Ａ

戦略を積極的に展開し、当社グループの保有する技術、知識を落とし込むことで、「技術の神戸物産」を標榜いた

します。そして、新しい工程・独自の技術の創造・実践により、引き続き安価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 

 当社グループは、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。今後とも、更なる店舗網の拡大を目指し、メニュー開発、商品開発を推し進めてまいります。 

外食分野を担う「神戸クックワールドビュッフェ」は、宮城、福島、兵庫、岡山、広島の５県にて計11店舗を展

開しており、今後も直轄エリアを中心に、出店を進めてまいります。 

また、中食分野のひとつである「Green's K」につきましては、株式会社オークワと合弁会社を設立し、オークワ

店舗内において効率良く出店していくことが可能となりました。また、業務スーパーに併設することによって、業

務スーパーの売上に大きく貢献していることから、今後積極的な店舗展開を見込んでおります。株式会社ローソン

との合弁事業である「神戸ほっとデリ」につきましては、全国展開実施を表明しており、こちらも店舗数の大幅な

増加を見込んでおります。今後は、加速度的に新規出店していける業態にすべく、一層のイニシャルコストの低

下、研修スケジュールの短縮・簡略化などを行ってまいります。 

(4）会社の対処すべき課題 

食の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 品質の管理にはより一層の責任を持っ

て取り組んでまいります。 

 当社グループでは、商品開発管理部門を中心とした、グループ会社間との製販一体の連携をより強固なものと

し、商品開発体制、衛生管理体制の充実、充分な品質管理の強化及び取扱商品の自主検査の徹底を図ってまいりま

した。今後、独自の厳しい品質保持システムをより一層強化すると共に、トレーサビリティーの構築に全力を挙

げ、メーカーとして「安全・安心」の面でも、消費者の皆様に充分に信頼してご利用頂けるよう努めてまいりま

す。また、これから世界が直面する「食糧難」、日本が抱える「少子高齢化」等の問題に正面から向き合い、一人

でも多くのお客様の健康と笑顔の源となるべく、新たな商品の開発に全力を注いでまいります。  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年10月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,928,302 21,096,746 

売掛金 7,049,235 7,145,973 

商品及び製品 2,587,590 2,949,489 

仕掛品 52,867 12,286 

原材料及び貯蔵品 222,066 296,503 

繰延税金資産 74,978 148,090 

その他 492,759 338,835 

貸倒引当金 △76,644 △70,864 

流動資産合計 22,331,155 31,917,062 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,846,766 4,050,689 

減価償却累計額 △940,033 △1,104,329 

建物及び構築物（純額） 2,906,732 2,946,360 

機械装置及び運搬具 1,294,263 1,642,293 

減価償却累計額 △481,424 △680,302 

機械装置及び運搬具（純額） 812,839 961,990 

土地 3,284,778 3,256,190 

リース資産 7,233 11,085 

減価償却累計額 △1,332 △4,267 

リース資産（純額） 5,901 6,817 

建設仮勘定 26,576 135,361 

その他 830,917 866,439 

減価償却累計額 △567,354 △621,824 

その他（純額） 263,562 244,615 

有形固定資産合計 7,300,391 7,551,336 

無形固定資産   

のれん 58,809 15,381 

リース資産 3,158 1,263 

その他 298,638 315,214 

無形固定資産合計 360,605 331,858 

投資その他の資産   

投資有価証券 113,720 346,755 

長期貸付金 61,305 107,247 

繰延税金資産 629 99,221 

投資不動産 1,099,813 － 

その他 733,039 891,759 

貸倒引当金 △11,623 △3,492 

投資その他の資産合計 1,996,884 1,441,491 

固定資産合計 9,657,881 9,324,686 

資産合計 31,989,037 41,241,748 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年10月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年10月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 10,220,490 10,706,039 

短期借入金 2,109,442 458,340 

リース債務 4,252 4,241 

未払法人税等 226,014 1,163,001 

繰延税金負債 632 834 

賞与引当金 60,004 70,929 

その他 662,827 979,079 

流動負債合計 13,283,663 13,382,466 

固定負債   

長期借入金 2,883,315 11,630,418 

リース債務 4,806 3,839 

繰延税金負債 8,569 1,146 

退職給付引当金 56,600 63,450 

預り保証金 3,329,850 3,528,800 

その他 66,063 63,646 

固定負債合計 6,349,205 15,291,301 

負債合計 19,632,868 28,673,768 

純資産の部   

株主資本   

資本金 64,000 64,000 

資本剰余金 8,323,714 8,196,144 

利益剰余金 4,926,164 5,720,951 

自己株式 △727,343 △842,690 

株主資本合計 12,586,534 13,138,405 

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △230,365 △570,425 

評価・換算差額等合計 △230,365 △570,425 

純資産合計 12,356,169 12,567,979 

負債純資産合計 31,989,037 41,241,748 
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年11月１日 

 至 平成21年10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年11月１日 

 至 平成22年10月31日) 

売上高 125,998,761 138,234,312 

売上原価 120,497,938 130,205,496 

売上総利益 5,500,822 8,028,815 

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 6,429 127,125 

運賃 1,377,266 1,765,390 

販売促進費 191,585 359,039 

営業業務委託料 320,821 338,147 

賃金給料及び諸手当 1,231,999 1,121,017 

法定福利費 157,361 160,559 

賞与引当金繰入額 53,530 53,902 

退職給付費用 15,440 12,850 

減価償却費 384,722 321,975 

その他 998,697 917,188 

販売費及び一般管理費合計 4,737,854 5,177,196 

営業利益 762,967 2,851,618 

営業外収益   

受取利息 17,574 24,794 

受取配当金 2,756 8 

賃貸収入 56,056 107,228 

補助金収入 4,200 63,003 

燃料販売収入 － 39,690 

デリバティブ評価益 140,219 － 

持分法による投資利益 － 206 

その他 22,857 49,265 

営業外収益合計 243,663 284,196 

営業外費用   

支払利息 22,404 57,457 

賃貸収入原価 35,423 106,444 

為替差損 242,536 49,206 

支払手数料 97,875 13,805 

燃料販売原価 － 37,569 

その他 32,407 28,022 

営業外費用合計 430,647 292,507 

経常利益 575,983 2,843,308 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 54,975 12,366 

投資有価証券売却益 29,028 － 

前期損益修正益 － 6,507 

固定資産売却益 1,860 3,240 

その他 858 1,045 

特別利益合計 86,723 23,160 

特別損失   

固定資産除却損 26,881 30,481 

固定資産売却損 486 10,151 

貸倒損失 － 6,065 

減損損失 － 689,767 

その他 1,034 － 

特別損失合計 28,402 736,466 

税金等調整前当期純利益 634,304 2,130,002 

法人税、住民税及び事業税 410,800 1,361,276 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年11月１日 

 至 平成21年10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年11月１日 

 至 平成22年10月31日) 

法人税等調整額 △20,551 △179,572 

法人税等合計 390,248 1,181,704 

少数株主利益 △250 － 

当期純利益 244,305 948,298 
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年11月１日 

 至 平成21年10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年11月１日 

 至 平成22年10月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 64,000 64,000 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 64,000 64,000 

資本剰余金   

前期末残高 8,323,714 8,323,714 

過年度誤謬による期首残高修正額 － △127,570 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 8,323,714 8,196,144 

利益剰余金   

前期末残高 4,924,501 4,926,164 

過年度誤謬による期首残高修正額 － 127,570 

当期変動額   

剰余金の配当 △242,643 △281,081 

当期純利益 244,305 948,298 

当期変動額合計 1,662 667,217 

当期末残高 4,926,164 5,720,951 

自己株式   

前期末残高 △644,134 △727,343 

当期変動額   

自己株式の取得 △83,208 △115,346 

当期変動額合計 △83,208 △115,346 

当期末残高 △727,343 △842,690 

株主資本合計   

前期末残高 12,668,081 12,586,534 

当期変動額   

剰余金の配当 △242,643 △281,081 

当期純利益 244,305 948,298 

自己株式の取得 △83,208 △115,346 

当期変動額合計 △81,546 551,870 

当期末残高 12,586,534 13,138,405 

-12-



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年11月１日 

 至 平成21年10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年11月１日 

 至 平成22年10月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 3,743 － 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,743 － 

当期変動額合計 △3,743 － 

当期末残高 － － 

為替換算調整勘定   

前期末残高 280,905 △230,365 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △511,271 △340,059 

当期変動額合計 △511,271 △340,059 

当期末残高 △230,365 △570,425 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 284,649 △230,365 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △515,014 △340,059 

当期変動額合計 △515,014 △340,059 

当期末残高 △230,365 △570,425 

純資産合計   

前期末残高 12,952,730 12,356,169 

当期変動額   

剰余金の配当 △242,643 △281,081 

当期純利益 244,305 948,298 

自己株式の取得 △83,208 △115,346 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △515,014 △340,059 

当期変動額合計 △596,561 211,810 

当期末残高 12,356,169 12,567,979 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年11月１日 

 至 平成21年10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年11月１日 

 至 平成22年10月31日) 

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 634,304 2,130,002 

減価償却費 651,567 828,256 

減損損失 － 689,767 

のれん償却額 44,762 43,428 

有価証券評価損益（△は益） 1,000 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △110,284 △13,910 

賞与引当金の増減額（△は減少） 23,483 10,924 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,140 6,850 

受取利息及び受取配当金 △20,330 △24,802 

デリバティブ評価損益（△は益） △140,219 － 

支払利息 22,404 57,457 

為替差損益（△は益） 227,733 5,252 

持分法による投資損益（△は益） － △206 

投資有価証券売却損益（△は益） △28,994 － 

有形固定資産除却損 26,881 28,530 

少数株主損益 △250 － 

有形固定資産売却損益（△は益） △1,374 6,529 

売上債権の増減額（△は増加） △405,288 △55,838 

たな卸資産の増減額（△は増加） 586,148 △409,810 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △14,716 △3,859 

仕入債務の増減額（△は減少） 403,010 491,791 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 234,098 324,259 

預り保証金の増減額（△は減少） 154,500 198,950 

その他 28,602 △43,281 

小計 2,325,177 4,270,291 

利息及び配当金の受取額 20,330 24,802 

利息の支払額 △16,582 △48,265 

法人税等の支払額 △221,203 △423,803 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,107,722 3,823,025 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年11月１日 

 至 平成21年10月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年11月１日 

 至 平成22年10月31日) 

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 △289,400 △303,600 

定期預金の払戻による収入 144,300 224,400 

有形固定資産の取得による支出 △2,503,150 △1,335,247 

有形固定資産の売却による収入 5,767 25,229 

無形固定資産の取得による支出 △87,136 △79,560 

投資有価証券の取得による支出 △109,433 △241,790 

投資有価証券の売却による収入 117,878 － 

貸付けによる支出 △80 △100,000 

貸付金の回収による収入 26,362 28,775 

事業譲受による支出 △718,964 △54,496 

その他 △3 840 

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,413,859 △1,835,448 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） 2,000,000 △2,109,442 

長期借入れによる収入 2,930,000 9,700,000 

長期借入金の返済による支出 △6,002 △494,556 

自己株式の取得による支出 △83,208 △115,346 

配当金の支払額 △242,643 △281,081 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △3,227 △4,830 

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,594,918 6,694,742 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △464,505 △41,103 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,824,274 8,641,215 

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期末残高 11,965,264 20,606,480 
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 該当事項はありません。  

   

継続企業の前提に関する注記
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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20年11月１日 

至 平成21年10月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成21年11月１日 

至 平成22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  16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 

㈱プライムリード 

㈱オースターエッグ 

㈱ターメルトフーズ 

㈱ベストリンケージ 

KOBE BUSSAN EGYPT Limited 

Partnership 

KOBE BUSSAN CAMBODIA Co.,Ltd. 

㈱ソイキューブ  

㈱神戸物産エコグリーン北海道 

秦食品㈱ 

㈱マスゼン 

㈱肉の太公 

㈱麦パン工房  

上記のうち、㈱ソイキューブ、秦食品㈱、

㈱マスゼン、㈱肉の太公、㈱麦パン工房に

ついては当連結会計年度において新たに設

立したため、㈱神戸物産エコグリーン北海

道については、重要性が増したため、当連

結会計年度より連結の範囲に含めておりま

す。 

イ 連結子会社の数  18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 

㈱プライムリード 

㈱オースターエッグ 

㈱ターメルトフーズ 

㈱ベストリンケージ 

KOBE BUSSAN EGYPT Limited 

Partnership 

KOBE BUSSAN CAMBODIA Co.,Ltd. 

㈱ソイキューブ  

㈱神戸物産エコグリーン北海道 

秦食品㈱ 

㈱マスゼン 

㈱肉の太公 

㈱麦パン工房 

㈱神戸クック 

宮城製粉㈱  

上記のうち、㈱神戸クックについては当連

結会計年度において新たに設立したため、

宮城製粉㈱については、重要性が増したた

め、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 

宮城製粉㈱ 

ロ 非連結子会社の名称 

Kobe Bussan Green Egypt Co.,Ltd. 
  （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
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、かつ全体として重要性がない
ため連結の範囲に含めておりません。 

(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
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。 

イ 持分法を適用した関連会社の数 １社 

 関連会社の名称  

 石垣食品㈱ 

 当連結会計年度において石垣食品㈱は新

たに株式を取得したため、持分法の適用の

範囲に含めております。  

  ロ 持分法を適用しない非連結子会社また

は関連会社 

 宮城製粉㈱及び㈱神戸ほっとデリは、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、かつ全体として重要性

がないため、持分法の範囲から除外してお

ります。 

ロ 持分法を適用しない非連結会社または

関連会社 

 ㈱神戸ほっとデリ、㈱OK's クリエイト

及び㈱オーデリカ's K、Kobe Bussan 

Green Egypt Co.,Ltd.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、かつ全体として重要性がないため、

持分法の範囲から除外しております。 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年11月１日 
至 平成21年10月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年11月１日 

至 平成22年10月31日） 

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、KOBE BUSSAN EGYPT Limited 
Partnership、KOBE BUSSAN CAMBODIA 
Co.,Ltd.の決算日は12月31日、㈱プライム
リード、㈱オースターエッグ、㈱ターメル
トフーズ、㈱ベストリンケージ、㈱ソイキ
ューブ、㈱神戸物産エコグリーン北海道、
秦食品㈱、㈱マスゼン、㈱肉の太公、㈱麦
パン工房の決算日は９月30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、㈱プライムリード、
㈱オースターエッグ、㈱ターメルトフー
ズ、㈱ベストリンケージ、㈱ソイキュー
ブ、㈱神戸物産エコグリーン北海道、秦食
品㈱、㈱マスゼン、㈱肉の太公、㈱麦パン
工房については、決算日現在の財務諸表を
使用しております。 
 KOBE BUSSAN EGYPT Limited 
Partnership、KOBE BUSSAN CAMBODIA 
Co.,Ltd.については７月31日現在、大連福
来休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、連結決算日と上記の決算日
等との間に生じ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、KOBE BUSSAN EGYPT Limited 
Partnership、KOBE BUSSAN CAMBODIA 
Co.,Ltd.の決算日は12月31日、㈱プライム
リード、㈱オースターエッグ、㈱ターメル
トフーズ、㈱ベストリンケージ、㈱ソイキ
ューブ、㈱神戸物産エコグリーン北海道、
秦食品㈱、㈱マスゼン、㈱肉の太公、㈱麦
パン工房、宮城製粉㈱の決算日は９月30
日、㈲神戸物産フーズ、㈱神戸クックの決
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、㈱プライムリード、
㈱オースターエッグ、㈱ターメルトフー
ズ、㈱ベストリンケージ、㈱ソイキュー
ブ、㈱神戸物産エコグリーン北海道、秦食
品㈱、㈱マスゼン、㈱肉の太公、㈱麦パン
工房、宮城製粉㈱については、決算日現在
の財務諸表を使用しております。 
 KOBE BUSSAN EGYPT Limited 
Partnership、KOBE BUSSAN CAMBODIA 
Co.,Ltd.については７月31日現在、大連福
来休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、連結決算日と上記の決算日
等との間に生じ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 有価証券 
（イ）その他有価証券 

時価のあるもの 
決算日の市場価格等に基づく時価法を

採用しております。なお、評価差額は全
部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定しております。 

イ 有価証券 
（イ）その他有価証券 

時価のあるもの 
同左 

  時価のないもの 
移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

時価のないもの 
同左 

  ロ デリバティブ 
  時価法によっております。 

ロ デリバティブ 
同左 

  ハ たな卸資産 
（イ）商品 

個別法による原価法（貸借対照表
価額は収益性の低下に基づく簿価切
下げの方法）によっております。 

ハ たな卸資産 
（イ）商品 

同左 

  （ロ）直営店舗の商品 
売価還元法による低価法によって

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（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく簿価
切下げの方法）によっております。 

（ハ）製品・原材料 
同左  

  （会計方針の変更） 
当連結会計年度より「棚卸資産の評価

に関する会計基準」（企業会計基準第９
号 平成18年７月５日公表分）を適用し
ております。 

これにより、営業利益、経常利益及び
税金等調整前当期純利益は、それぞれ

千円減少しております。 
なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。  

27,401

────── 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年11月１日 

至 平成21年10月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年11月１日 

至 平成22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（リース資産を除く） 

 当社及び国内連結子会社は主として

定率法（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）、在外連結子会社は定額法

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   ３年～39年 

器具備品 ３年～20年 

イ 有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  ロ 無形固定資産（リース資産を除く） 

 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（リース資産を除く） 

同左 

  ハ リース資産 

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。 

ハ リース資産 

同左 

(3）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、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。 

イ 貸倒引当金 

同左 

  ロ 賞与引当金 

 当社及び国内連結子会社11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 

 当社及び国内連結子会社13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 

 当社及び国内連結子会社11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 

 当社及び国内連結子会社13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。 

（4）重要なヘッジ会計の

方法  

────── イ ヘッジ会計の方法 

 金利スワップ取引については特例処

理の要件を満たしているため、特例処

理を採用しております。 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

 借入金支払利息を対象に金利スワッ

プ取引によりヘッジを行っておりま

す。 

ハ ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクを回避する

目的で金利スワップ取引を行っており

ます。 

ニ ヘッジの有効性評価の方法  

 特例処理の要件を満たしているた

め、有効性の評価を省略しておりま

す。  
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項目 

前連結会計年度 

（自 平成20年11月１日 

至 平成21年10月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成21年11月１日 

至 平成22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、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）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。 

  

────── 

６．のれん及び負ののれんに

関する事項 

 のれん及び負ののれんの償却について

は、金額に重要性が乏しい場合を除き、合

理的な見積りに基づき、発生年度より20年

以内で均等償却しております。 

同左 

７．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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 【表示方法の変更】 

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

前連結会計年度 
（自 平成20年11月１日 

至 平成21年10月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年11月１日 

至 平成22年10月31日） 

（1）リース取引に関する会計基準 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

りましたが、当連結会計年度より「リース取引に関する

会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30

日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、前連結会

計年度末における未経過リース料期末残高相当額を取得

価額とし、期首に取得したものとしてリース資産に計上

する方法によっております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

（2）連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い 

当連結会計年度より「連結財務諸表作成における在外

子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報

告第18号 平成18年５月17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。 

（1）企業結合に関する会計基準等の適用 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 

平成20年12月26日）、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「持

分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20

年12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分

離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指

針第10号 平成20年12月26日）が平成22年４月１日以後

開始する連結会計年度において 初に実施される企業結

合及び事業分離等から適用されることに伴い、平成22年

４月１日以後実施される企業結合及び事業分離等につい

て、当連結会計年度からこれらの会計基準を適用してお

ります。  

前連結会計年度 

（自 平成20年11月１日 

至 平成21年10月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成21年11月１日 

 至 平成22年10月31日） 

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内

閣府令第50号）が適用になることに伴い、前連結会計年

度において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」

「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、

前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び

製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」はそれぞれ

3,285,881千円、5,239千円、180,849千円であります。 

  

（連結貸借対照表関係） 

 前連結会計年度において、投資その他の資産に区分掲記

しておりました「投資不動産」は重要性がなくなったた

め、当連結会計年度では、投資その他の資産の「その他」

に含めて表示しております。なお、当連結会計年度の投資

その他の資産の「その他」に含まれる「投資不動産」は

785,008千円であります。 

 （連結損益計算書関係） 

 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「燃料販売収入」は、当連結会計

年度において営業外収益総額の100分の10を超えたため、区

分掲記しております。なお、前連結会計年度の営業外収益

の「その他」に含まれる「燃料販売収入」は2,889千円であ

ります。 

 前連結会計年度において、営業外費用の「その他」に含

めて表示しておりました「燃料販売原価」は、当連結会計

年度において営業外費用総額の100分の10を超えたため、区

分掲記しております。なお、前連結会計年度の営業外費用

の「その他」に含まれる「燃料販売原価」は2,664千円であ

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21年10月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年10月31日） 

※１ 担保資産に供している資産 

上記物件は長期借入金 千円及び買掛金

千円の担保に供しております。 

建物及び構築物 千円1,448

土地 千円30,424

投資その他の資産 

「その他」（定期預金） 
千円3,000

合計 千円34,873

62,291 1,134

※１ 担保資産に供している資産 

上記物件は長期借入金 千円及び買掛金 千

円の担保に供しております。 

建物及び構築物 千円991

土地 千円30,424

投資その他の資産 

「その他」（定期預金） 
千円3,000

合計 千円34,415

54,124 939

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。 

投資有価証券（株式） 千円109,000

うち、共同支配企業に対

する投資の金額 
千円100,000

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。 

投資有価証券（株式） 千円342,035

うち、共同支配企業に対

する投資の金額 
千円190,000

※３ 当社は、運転資金及び設備投資資金等の効率的な調

達を行うため取引銀行15行と当座貸越契約、貸出コミッ

トメント契約及びタームローン契約を締結しておりま

す。これらの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。 

※３ 当社は、運転資金及び設備投資資金等の効率的な調

達を行うため取引銀行21行と当座貸越契約、貸出コミ

ットメント契約及びタームローン契約を締結しており

ます。これらの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、貸出コ

ミットメント及びターム

ローンの総額 

千円20,900,000

借入実行残高 千円4,930,000

差引額 千円15,970,000

当座貸越極度額、貸出コ

ミットメント及びターム

ローンの総額 

千円26,200,000

借入実行残高 千円3,630,000

差引額 千円22,570,000

※４ のれん及び負ののれんは相殺して、固定資産にのれ

んとして計上しています。 

 相殺前ののれん及び負ののれんの金額は、次のとお

りであります。 

のれん 千円104,652

負ののれん 千円45,842

※４ のれん及び負ののれんは相殺して、固定資産にのれ

んとして計上しています。 

 相殺前ののれん及び負ののれんの金額は、次のとお

りであります。 

  

のれん 千円34,884

負ののれん 千円19,503
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年11月１日 
至 平成21年10月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年11月１日 
至 平成22年10月31日） 

※１ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具 千円946

有形固定資産「その他」 千円914

合計 千円1,860

※１ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具 千円3,240

合計 千円3,240

※２ 固定資産除却損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 千円1,977

有形固定資産「その他」 千円15,379

無形固定資産「その他」 千円9,524

合計 千円26,881

建物及び構築物 千円7,316

機械装置及び運搬具 千円6,091

有形固定資産「その他」 千円15,122

無形固定資産「その他」 千円1,800

投資その他の資産「その他」 千円150

合計 千円30,481

※３ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 ※３ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

有形固定資産「その他」 千円486

※４ 当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて、減損損失を計上いたしました。 

   当社グループは原則として、事業用資産について

は、損益管理が合理的に行える単位を基礎にグルーピ

ングを行っており、遊休資産及び処分予定資産につい

ては、当該資産ごとにグルーピングを行っておりま

す。 

   KOBE BUSSAN CAMBODIA Co.,Ltd.については、事業

から撤退したことにより、帳簿価額を回収可能価額ま

で減損し、当該減少額を減損価額として特別損失に計

上しております。 

   当社所有の遊休資産については、当連結会計年度に

おいて事業の用に供さなくなったため、帳簿価額を正

味売却価額まで減損し、当該減少額を減損損失として

特別損失に計上しております。 

   当社所有の処分予定資産については、翌連結会計年

度において売却する予定であるため、帳簿価額を正味

売却価額まで減損し、当該減少額を減損損失として特

別損失に計上しております。 

   なお、正味売却価額は実勢価格、または契約予定金

額によっております。  

  

建物及び構築物 千円5,388

機械装置及び運搬具 千円187

有形固定資産「その他」 千円4,194

投資その他の資産「その他」 千円380

合計 千円10,151

場所  用途  種類  金額  

カンボジア 

コンポンチャム州 

（KOBE BUSSAN 

 CAMBODIA CO.,Ltd.） 

事業用資産 
長期前払費

用等 
千円 425,795

兵庫県加古川市 

（当社）  
遊休資産 土地等   千円 7,572

北海道白老郡白老町 

（当社）  
処分予定資産 建物等  千円 256,400
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前連結会計年度（自 平成20年11月１日 至 平成21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 

 （注）自己株式の株式数の増加 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 

  

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
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  711,900  57,200  ―  769,100

合計  711,900  57,200  ―  769,100

57,200

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21年１月29日 

定時株主総会 
普通株式  242,643  30 平成20年10月31日 平成21年１月30日   

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22年１月27日 

定時株主総会 
普通株式  281,081  利益剰余金  35 平成21年10月31日 平成22年１月28日 
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当連結会計年度（自 平成21年11月１日 至 平成22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 

 （注）自己株式の株式数の増加 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 

  

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

  
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  769,100  68,200  ―  837,300

合計  769,100  68,200  ―  837,300

68,200

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22年１月27日 

定時株主総会 
普通株式  281,081  35 平成21年10月31日 平成22年１月28日   

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23年１月27日 

定時株主総会 
普通株式  318,508  利益剰余金  40 平成22年10月31日 平成23年１月28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20年11月１日 
至 平成21年10月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年11月１日 
至 平成22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21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22年10月31日現在） 

（千円） （千円） 

現金及び預金勘定  11,928,302

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △231,200

その他（証券会社預け金）  268,162

現金及び現金同等物  11,965,264

現金及び預金勘定  21,096,746

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △570,860

その他（証券会社預け金）    80,593

現金及び現金同等物  20,606,480

※３ 事業譲受により増加した資産及び負債の主な内訳 

① 秦食品株式会社が事業譲受により取得した資産及び

負債の内訳並びに事業譲受による支出は以下のとおり

であります。 

（千円） 

  

② 株式会社マスゼンが事業譲受により取得した資産及

び負債の内訳並びに事業譲受による支出は以下のとお

りであります。 

（千円） 

  

③ 株式会社肉の太公が事業譲受により取得した資産及

び負債の内訳並びに事業譲受による支出は以下のとお

りであります。 

（千円） 

   

固定資産  647,142

（うち消耗品費等 ）26,089

負ののれん  △10,000

差引：事業譲受による支出  611,052

流動資産  38,291

固定資産  96,708

（うち消耗品費等 ）50,215

差引：事業譲受による支出  84,784

固定資産  23,809

（うち消耗品費等 ）1,298

差引：事業譲受による支出  22,510

※２ 事業譲受により増加した資産及び負債の主な内訳 

  宮城製粉株式会社が事業譲受により取得した資産及

び負債の内訳並びに事業譲受による支出は以下のとお

りであります。 

（千円） 

固定資産  77,136

（うち、リース会社からの取得金額  ）22,640

差引：事業譲受による支出  54,496
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当連結会計年度（自 平成21年11月１日 至 平成22年10月31日） 

１．金融商品の状況に関する事項 

（1）金融商品に対する取り組み方針 

 当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借り入れに

よる方針です。デリバティブは、仕入債務の為替変動リスク及び借入金の金利変動リスクを回避するために利

用し、投機的な取引は行わない方針であります。  

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制  

 営業債権である売掛金及び業務上の関係を有する企業への資金援助である貸付金は、取引先の信用リスクに

晒されています。当該リスクに関しては、当社グループの社内規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管

理を行うとともに、主な取引先の信用状況を四半期ごとに把握する体制としています。 

 投資有価証券は、業務上関係を有する非上場企業の株式であり、信用リスクに晒されておりますが、定期的

に発行体の財務状況等を把握し管理しております。 

 営業債務である買掛金は、そのほとんどが１カ月以内に決済されます。その一部は外貨建てのものがあり、

為替変動リスクに晒されていますが、先物為替予約取引等によりヘッジする場合があります。 

 借入金のうち、短期借入金（１年内返済予定長期借入金を除く）は主に運転資金に係る資金調達であり、長

期借入金は主に子会社の設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されてお

りますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るた

めに、金利スワップ取引をヘッジ手段として利用しております。ヘッジの有効性の評価については、金利スワ

ップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。 

 デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行っており、またデリバテ

ィブ取引の利用にあたっては、信用リスクを軽減するために格付けの高い金融機関とのみ取引を行っておりま

す。 

 預り保証金はフランチャイズ契約に基づき、取引先から預っている取引保証金であり、利息等は付与してお

らず、フランチャイズ契約を解消する場合に返金する義務があります。  

  

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 「２．金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額

自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。  

（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年11月１日 
至 平成21年10月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年11月１日 

至 平成22年10月31日） 

１．ファイナンス・リース取引 

所有権移転外ファイナンスリース取引 

①リース資産の内容 

有形固定資産 

主として、業務スーパー事業における工場及び物流

センターの装置及び車輌であります。 

無形固定資産 

主として、業務スーパー事業における業務管理ソフ

トウエアであります。 

②リース資産の減価償却方法 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「４．会計処理基準に関する事項（２）重要な減価償

却資産の減価償却の方法」に記載のとおりでありま

す。 

１．ファイナンス・リース取引 

所有権移転外ファイナンスリース取引 

①リース資産の内容 

有形固定資産 

同左  

  

無形固定資産 

 同左 

  

②リース資産の減価償却方法 

 同左 

（金融商品関係）
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２．金融商品の時価等に関する事項 

 平成22年10月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、指標には含まれておりません。((注2)参

照)。  

(※1)負債計上されているものについては、（ ）で示しております。 

(※2)１年内回収予定の長期貸付金については、長期貸付金に含めて表示しております。 

(※3)１年内返済予定の長期借入金については、長期借入金に含めて表示しております。 

（注１）金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項 

 （1)現金及び預金 

   短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。  

 (2)売掛金 

   時価は無リスクの利子率で割引計算した額から貸倒引当金を差し引いた額としております。 

  (3)長期貸付金 

   時価は元利金の受取見込額を契約利率で割り引いた現在価値から貸倒引当金を差し引いた額としておりま 

     す。  

  (4)買掛金 

   短期間で決済されるため、時価帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。  

 （5）短期借入金  

   このうち、1年内返済予定の長期借入金については、（6）長期借入金の時価の算定方法を利用しておりま

す。このほかについては、短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価額

によっております。 

 (6)長期借入金 

     長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引い

て算定する方法によっております。変動金利による長期借入金の一部は金利スワップの特例処理の対象とさ

れており（下記(7)②）、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を同様の借入を行った場

合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっております。 

  
連結貸借対照表計上額（※1） 

（千円）  

時価（※1） 

（千円）  

差額 

（千円）  

 （1）現金及び預金          21,096,746          21,096,746              －

 （2）売掛金           7,145,973     

    貸倒引当金           (76,217)     

               7,069,756           7,068,645            (1,111)

 （3）長期貸付金（※2）            153,912     

    貸倒引当金            (1,445)     

                152,467            152,467              －

 （4）買掛金         (10,706,039)         (10,706,039)              －

 （5）短期借入金              －              －              －

 （6）長期借入金(※3)         (12,088,759)         (12,058,405)            30,354

 （7）デリバティブ取引              －              －              －

-28-



  

 (7)デリバティブ取引 

① ヘッジ会計が適用されていないもの：該当事項はありません。 

② ヘッジ会計が適用されているもの：ヘッジ会計の方法ごとの連結決算日における契約額または契約において定

められた元本相当額等は、次のとおりです。  

(※)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されたため、

その時価は、当該長期借入金を時価に含めて記載しております（上記（6）参照）。  

  

（注2）投資有価証券（連結貸借対照表計上額 千円）及び預り保証金（連結貸借対照表計上額 千円）

は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認

められるため、表に含めておりません。  

（注3）金銭債権の連結決算日後の償還予定額 

（注4）長期借入金の連結決算日後の返済予定額  

   

（賃貸等不動産に関する注記） 

 賃貸等不動産の状況に関する事項 

 重要性がないため記載を省略しております。 

ヘッジ会計 

の方針  

デリバティブ 

取引の種類等 

主なヘッジ対象 

  

契約額等（千円）  
時価 

  

当該時価の 

算定方法   
うち 

１年超  

 金利スワップ 

 の特例処理 

金利スワップ取引 

支払固定・受取変動 
長期借入金   5,892,858  5,464,290 (※)  － 

346,755 3,528,800

  
１年以内 

（千円）  

１年超 

５年以内 

（千円）  

５年超 

10年以内 

（千円）  

10年超 

（千円）  

 現金及び預金       21,096,746             －            －             －

 売掛金        7,145,973             －            －             －

 長期貸付金           46,665        100,972         6,025            250

合計       28,289,385        100,972         6,025            250

   
１年以内 

（千円）  

１年超 

５年以内 

（千円）  

５年超 

10年以内 

（千円）  

10年超 

（千円）  

 長期借入金         458,340       2,092,902      9,531,970          5,546
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前連結会計年度（自平成20年11月１日 至平成21年10月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

当連結会計年度（自平成21年11月１日 至平成22年10月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

（有価証券関係）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

 117,878  29,028  34

  連結貸借対照表計上額（千円） 

（1）その他有価証券   

非上場株式  4,720

（2）子会社株式及び関連会社株式  109,000

合計  113,720

  連結貸借対照表計上額（千円） 

（1）その他有価証券   

非上場株式  4,720

（2）子会社株式及び関連会社株式  342,035

合計  346,755
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 前連結会計年度（自 平成20年11月１日 至 平成21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為替予約取引及び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、取引の実行は経営管理システム部門が実施し、取引の管理はSTB部門が実施しており、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 

    期末残高がないため、該当事項はありません。 

  

 当連結会計年度（自 平成21年11月１日 至 平成22年10月31日） 

 １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 

該当事項はありません。 

  

 ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 

注記事項「金融商品関係 ２．金融商品の時価等に関する事項」をご参照下さい。   

（デリバティブ取引関係）
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（退職給付関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年11月１日 
至 平成21年10月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年11月１日 
至 平成22年10月31日） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社及び国内連結子会社11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 

 当社及び国内連結子会社13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。 

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 千円56,600

退職給付引当金 千円56,600

退職給付債務 千円63,450

退職給付引当金 千円63,450

 （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） 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。 

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 千円15,440

退職給付費用 千円15,440

勤務費用 千円12,850

退職給付費用 千円12,850

 当社及び国内連結子会社11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。 

 当社及び国内連結子会社13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 

 当社及び国内連結子会社11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 

 当社及び国内連結子会社13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。 
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（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（平成21年10月31日） 

当連結会計年度 
（平成22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 

（繰延税金資産） 

①流動資産 

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 千円19,147

貸倒引当金 千円5,189

賞与引当金 千円25,070

たな卸資産評価損 千円11,470

連結上の未実現利益 千円11,885

その他 千円6,625

計 千円79,388

未払事業税 千円101,223

貸倒引当金 千円160

賞与引当金 千円29,552

たな卸資産評価損 千円1,173

連結上の未実現利益 千円15,890

その他 千円7,383

計 千円155,383

②固定資産 ②固定資産 

 貸倒引当金 千円2,293

 一括償却資産 千円9,499

退職給付引当金 千円23,691

繰越欠損金 千円146,368

その他 千円3,183

計 千円185,036

繰延税金資産 小計 千円264,425

評価性引当額 千円△150,872

繰延税金資産 合計 千円113,553

 貸倒引当金 千円829

連結子会社への投資に係る一時差異 千円223,639

一括償却資産 千円4,843

減損損失 千円110,498

退職給付引当金 千円25,889

繰越欠損金 千円196,650

その他 千円10,202

計 千円572,553

繰延税金資産 小計 千円727,937

評価性引当額 千円△428,220

繰延税金資産 合計 千円299,716

    

（繰延税金負債） 

①流動負債  

②固定負債  

連結上の未実現利益 千円△632

計 千円△632

（繰延税金負債） 

①流動負債  

②固定負債  

連結上の未実現利益 千円△834

計 千円△834

特別償却準備金 千円△46,514

計 千円△46,514

繰延税金負債合計 千円△47,146

差引：繰延税金資産の純額 千円66,406

特別償却準備金 千円△52,404

その他 千円△1,146

計 千円△53,551

繰延税金負債合計 千円△54,386

差引：繰延税金資産の純額 千円245,330

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 2.5

外国税率差 △3.4

寄付金損金不算入 2.2

赤字子会社による税率差異 19.5

その他 △1.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 61.5

  

  （％）

法定実効税率 41.9

（調整） 

住民税均等割等 0.2

外国税率差 △1.3

寄付金損金不算入 0.3

赤字子会社による税率差異 13.7

交際費否認 0.3

その他 0.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 55.5
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     前連結会計年度（自 平成20年11月１日 至 平成21年10月31日）  

パーチェス法の適用 

１．㈱マスゼンによる㈱升善の事業譲受 

（1）相手企業の名称及び取得した事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式並びに結

合後企業の名称 

①相手企業の名称及び取得した事業内容 

②企業結合を行った理由 

当社グループの国内拠点が西日本地域に集中しており、東日本地域での生産基盤を確立できると判断したため、

事業譲受を行った。 

③企業結合日 

平成21年５月11日  

④企業結合の法的形式及び結合後企業の名称 

（2）連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期間 

平成21年５月11日から平成21年10月31日  

（3）取得した事業の取得原価及びその内訳 

（4）発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

のれん及び負ののれんは発生しておりません。  

（5）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

（6）企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響

の概算額 

（概算額の算定方法及び重要な前提条件） 

概算額の算定については、当社グループの内部管理に使用している関連会社の損益計算書より、連結会計年度の

開始の日に遡って按分し算出したものであります。 

なお、影響の概算額については監査証明を受けておりません。 

（企業結合関係）

相手企業 ㈱升善 

事業内容 食料品の製造及び販売 

企業結合の法的形式 事業譲受 

結合後企業の名称 ㈱マスゼン 

取得の対価（現金） 千円135,000

取得に直接要した費用 千円－

取得原価 千円135,000

流動資産 千円38,291

固定資産 千円96,708

計 千円135,000

売上高 千円283,768

営業損失 千円50,963

経常損失 千円50,516

税金等調整前当期純損失 千円50,516

当期純損失 千円50,582

１株当たり当期純損失 円 6.27
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２．秦食品㈱による秦食品工業㈱の事業譲受 

（1）相手企業の名称及び取得した事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式並びに結

合後企業の名称 

①相手企業の名称及び取得した事業内容 

②企業結合を行った理由 

当社グループが有する製販一体のノウハウと秦食品工業㈱の技術を融合させることにより、安全・安心で完全に

差別化された商品開発が可能と判断したため、事業譲受を行った。 

③企業結合日 

平成21年６月17日  

④企業結合の法的形式及び結合後企業の名称 

（2）連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期間 

平成21年６月17日から平成21年10月31日  

（3）取得した事業の取得原価及びその内訳 

（4）発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

①負ののれんの金額 

千円 

②発生原因 

事業譲受時の受入純資産額が取得原価を上回ったため、差額を負ののれんとして計上しております。 

③償却方法及び償却期間  

５年間による均等償却 

（5）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

（6）企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響

の概算額 

（概算額の算定方法及び重要な前提条件） 

概算額の算定については、当社グループの内部管理に使用している関連会社の損益計算書より、連結会計年度の

開始の日に遡って按分し算出したものであります。 

なお、影響の概算額については監査証明を受けておりません。 

相手企業 秦食品工業㈱ 

事業内容 食料品の製造及び販売 

企業結合の法的形式 売買契約 

結合後企業の名称 秦食品㈱ 

取得の対価（現金） 千円637,142

取得に直接要した費用 千円－

取得原価 千円637,142

10,000

固定資産 千円647,142

計 千円647,142

売上高 千円499,953

営業損失 千円24,278

経常損失 千円28,206

税金等調整前当期純損失 千円28,206

当期純損失 千円28,256

１株当たり当期純損失 円 3.50
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３．㈱肉の太公による㈱ハナマサ太公の事業譲受 

（1）相手企業の名称及び取得した事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式並びに結

合後企業の名称 

①相手企業の名称及び取得した事業内容 

②企業結合を行った理由 

食肉加工・食肉用調味料等の分野で、競争力のある商品開発が可能であると判断したため、事業譲受を行った。

③企業結合日 

平成21年７月16日  

④企業結合の法的形式及び結合後企業の名称 

（2）連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期間 

平成21年７月16日から平成21年10月31日  

（3）取得した事業の取得原価及びその内訳 

（4）発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

のれん及び負ののれんは発生しておりません。  

（5）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

（6）企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響

の概算額 

（概算額の算定方法及び重要な前提条件） 

概算額の算定については、当社グループの内部管理に使用している関連会社の損益計算書より、連結会計年度の

開始の日に遡って按分し算出したものであります。 

なお、影響の概算額については監査証明を受けておりません。 

  

相手企業 ㈱ハナマサ太公 

事業内容 食料品の製造及び販売 

企業結合の法的形式 事業譲受 

結合後企業の名称 ㈱肉の太公 

取得の対価（現金） 千円23,809

取得に直接要した費用 千円－

取得原価 千円23,809

固定資産 千円23,809

計 千円23,809

売上高 千円163,551

営業損失 千円49,359

経常損失 千円52,289

税金等調整前当期純損失 千円52,289

当期純損失 千円52,359

１株当たり当期純損失 円 6.49
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     当連結会計年度（自 平成21年11月１日 至 平成22年10月31日）  

パーチェス法の適用 

１．平成21年５月設立の当社子会社である宮城製粉㈱による平成５年４月設立の宮城製粉㈱の事業譲受 

（1）相手企業の名称及び取得した事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式並びに結

合後企業の名称 

①相手企業の名称及び取得した事業内容 

②企業結合を行った理由 

相手先企業の知識や経験と、当社グループの食品メーカーとしてのノウハウを融合させ、より競争力のある、完

全に差別化されたオリジナル商品の開発を進めることが可能と判断したため、事業譲受を行った。 

③企業結合日 

平成22年５月20日  

④企業結合の法的形式及び結合後企業の名称 

（2）連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期間 

平成22年５月20日から平成22年９月30日  

（3）取得した事業の取得原価及びその内訳 

（4）発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

のれん及び負ののれんは発生しておりません。  

（5）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

（6）企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響

の概算額 

（概算額の算定方法及び重要な前提条件） 

概算額の算定については、当社グループの内部管理に使用している関連会社の損益計算書より、連結会計年度の

開始の日に遡って按分し算出したものであります。 

なお、影響の概算額については監査証明を受けておりません。 

  

相手企業 宮城製粉㈱ 

事業内容 食料品の製造及び販売 

企業結合の法的形式 事業譲受 

結合後企業の名称 宮城製粉㈱ 

取得の対価（現金） 千円77,136

取得に直接要した費用 千円－

取得原価 千円77,136

固定資産 千円77,136

計 千円77,136

売上高 千円323,755

営業損失 千円38,951

経常損失 千円57,130

税金等調整前当期純損失 千円61,210

当期純損失 千円61,498

１株当たり当期純損失 円 7.66
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前連結会計年度（自 平成20年11月１日 至 平成21年10月31日） 

 （単位：千円） 

 （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区分によっております。 

 ２．各事業区分の主な内容 

なお、リラクゼーション・ステイ事業は平成21年８月24日をもって事業を廃止しております。  

 ３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は 千円であり、その主なものは本

社管理部門に係る人件費、減価償却費、事務関連費等であります。 

 ４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は 千円であり、その主なものは本社管理部門

の現金及び預金、及び固定資産等であります。 

５．会計処理方法の変更 

当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表

分）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、業務スーパー事

業で 千円減少しております。 

  

当連結会計年度（自 平成21年11月１日 至 平成22年10月31日） 

業務スーパー事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額

に占める割合がいずれも ％超であるため、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。  

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
業務スーパー 

事業 

リラクゼーシ
ョン・ステイ

事業 

神戸クック 
事業 

計 消去又は全社 連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益 

売上高 

（1）外部顧客に対する 

売上高 
 124,894,249  331,606  772,905  125,998,761  ―  125,998,761

（2）セグメント間の内部 

 売上高または振替高 
 168,165  ―  ―  168,165  △168,165  ―

計  125,062,414  331,606  772,905  126,166,927  △168,165  125,998,761

営業費用  123,302,750  569,859  682,154  124,554,763  681,029  125,235,793

営業利益又は営業損失(△)  1,759,664  △238,252  90,751  1,612,163  △849,195  762,967

Ⅱ 資産、減価償却費及び 

  資本的支出 

 資産  29,760,360  ―  178,789  29,939,150  2,049,887  31,989,037

 減価償却費  415,511  87,407  49,397  552,315  99,252  651,567

 資本的支出  2,948,474  18,150  131,237  3,097,862  127,183  3,225,045

事業区分 主要事業 

 業務スーパー事業 業務用食材の製造・卸売  

 神戸クック事業 中食・外食市場の開拓を企画  

 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  

681,029

2,049,887

27,401

90
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前連結会計年度（自 平成20年11月１日 至 平成21年10月31日） 

（単位：千円）

（注）１．国又は地域は、経済活動の類似性により区分しております。 

２．その他地域の内訳は、エジプト及びカンボジアであります。 

３．営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 千円であり、そ

の主なものは、本社管理部門に係る人件費、減価償却費、事務関連費等であります。 

４．資産のうち、消去または全社の項目に含めた全社資産は 千円であり、その主なものは本社

管理部門の現金及び預金、及び固定資産等であります。 

   ５．会計処理方法の変更 

    当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日

    公表分）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、 

    「日本」で 千円減少しております。 

  

当連結会計年度（自 平成21年11月１日 至 平成22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。 

前連結会計年度（自 平成20年11月１日 至 平成21年10月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年11月１

日 至 平成22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。 

ｂ．所在地別セグメント情報

  日本 中国 その他 計 消去又は全社 連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益 

売上高 

（1）外部顧客に対する売上高  

  

  

 125,998,761

  

 －

  

  

 －

  

  

 125,998,761

  

  

 －

  

  

 125,998,761

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  980,840  －  980,840  △980,840  －

計  125,998,761  980,840  －  126,979,601  △980,840  125,998,761

営業費用  123,362,825  887,658  168,834  124,419,319  816,474  125,235,793

営業利益又は営業損失(△)  2,635,935  93,181  △168,834  2,560,282  △1,797,315  762,967

Ⅱ 資産  26,550,062  1,705,295  1,683,792  29,939,150  2,049,887  31,989,037

681,029

2,049,887

27,401

ｃ．海外売上高
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前連結会計年度（自 平成20年11月１日 至 平成21年10月31日） 

   （追加情報） 

当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び

「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用し

ております。 

なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

役員及び個人主要株主等 

 （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。 

(2) 商品の販売及びロイヤルティの受取並びに保証金、加盟金の受入における条件は、フランチャイズ契約に

基づくものであり、その条件は他の加盟店と同一であります。 

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。 

４．当社の取締役岡﨑裕輔の近親者が議決権の過半数を間接保有しております。  

５．預り保証金は取引にあたり受け入れている担保であります。  

  

（関連当事者情報）

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 －  － 当社従業員 － － － 

賃借料の

支払い 

（注３） 

 14,400 前払費用  1,200

役員及びその

近親者が議決

権の過半数を

所有している

会社（当該会

社の子会社を

含む） 

 

㈱エブリイ

（注４） 

広島県

福山市 
 20,000 小売業 － － 

当社のフ

ランチャ

イジー 

商品の販

売及びロ

イヤリテ

ィの受取 

 4,751,728 売掛金  338,446

保証金の

受入 
 －

預り 

保証金

（注５） 

 30,950

㈱ホーミイ

ダイニング

（注４） 

広島県

福山市 
 10,000 飲食店業 － － 

当社のフ

ランチャ

イジー 

商品の販

売及びロ

イヤリテ

ィの受取 

 153,506 売掛金  6,959

保証金の

受入 
 12,250

預り 

保証金

（注５） 

 26,600

加盟金の

受入 
 1,500 －   －
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当連結会計年度（自 平成21年11月１日 至 平成22年10月31日） 

   役員及び個人主要株主等 

 （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、近隣の相場または一般的な取引条件を勘案して決定しております。 

(2) 商品の販売及びロイヤルティの受取並びに保証金、加盟金の受入における条件は、フランチャイズ契約に

基づくものであり、その条件は他の加盟店と同一であります。 

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。 

４．当社の取締役岡﨑裕輔の近親者が議決権の過半数を間接保有しております。  

５．預り保証金は取引にあたり受け入れている担保であります。  

６．鎌田三義氏への賃借料の支払をしている物品は、㈱神戸物産エコグリーン北海道で使用している農機具の賃

借料であります。  

 （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。 

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 －  － 当社従業員 － － － 

賃借料の

支払い 
（注３） 

 14,400 前払費用  1,200

役員及びその

近親者が議決

権の過半数を

所有している

会社（当該会

社の子会社を

含む） 

  

㈱エブリイ

（注４） 

広島県

福山市 
 20,000 小売業 － － 

当社のフ

ランチャ

イジー 

商品の販

売及びロ

イヤリテ

ィの受取 

 5,029,007 売掛金  335,553

保証金の

受入 
 －

預り 

保証金

（注５） 
 30,950

㈱ホーミイ

ダイニング

（注４） 

広島県

福山市 
 10,000 飲食店業 － － 

当社のフ

ランチャ

イジー 

商品の販

売及びロ

イヤリテ

ィの受取 

 103,956 売掛金  －

保証金の

払戻 
 26,600

預り 

保証金

（注５） 

 －

子会社の役員 鎌田三義 －  － 子会社取締役 － － － 
賃借料の

支払い 

（注６） 

 16,947 未払金  1,545

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年11月１日 
至 平成21年10月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年11月１日 
至 平成22年10月31日） 

１株当たり純資産額 円 1,538.58

１株当たり当期純利益金額 円 30.30

１株当たり純資産額 円 1,578.35

１株当たり当期純利益金額 円 118.12

 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 

  
前連結会計年度 

（自 平成20年11月１日 
至 平成21年10月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年11月１日 

至 平成22年10月31日） 

当期純利益（千円）  244,305  948,298

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）  244,305  948,298

期中平均株式数（株）  8,062,782  8,027,988
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前連結会計年度（自 平成20年11月１日 至 平成21年10月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年11月１日 

至 平成22年10月31日） 

 該当事項はありません。  

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年10月31日) 

当事業年度 
(平成22年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,515,827 18,634,727 

売掛金 6,980,591 7,154,111 

商品及び製品 2,475,912 2,805,746 

原材料及び貯蔵品 45,629 44,885 

前渡金 41,599 78,888 

前払費用 14,171 8,435 

繰延税金資産 60,402 122,708 

関係会社短期貸付金 369,755 398,275 

立替金 513,539 － 

その他 341,358 272,763 

貸倒引当金 △74,659 △68,854 

流動資産合計 21,284,129 29,451,688 

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,313,085 2,323,695 

減価償却累計額 △590,267 △674,887 

建物（純額） 1,722,818 1,648,808 

構築物 152,755 152,107 

減価償却累計額 △60,088 △74,771 

構築物（純額） 92,666 77,335 

機械及び装置 112,896 112,896 

減価償却累計額 △56,152 △69,990 

機械及び装置（純額） 56,744 42,905 

車両運搬具 24,171 25,641 

減価償却累計額 △19,322 △22,702 

車両運搬具（純額） 4,849 2,939 

工具、器具及び備品 706,093 753,006 

減価償却累計額 △476,661 △535,436 

工具、器具及び備品（純額） 229,431 217,570 

土地 1,447,287 1,442,578 

リース資産 2,400 6,252 

減価償却累計額 △600 △1,777 

リース資産（純額） 1,800 4,474 

建設仮勘定 407 － 

有形固定資産合計 3,556,005 3,436,612 

無形固定資産   

ソフトウエア 199,847 222,682 

その他 32,351 30,461 
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年10月31日) 

当事業年度 
(平成22年10月31日) 

無形固定資産合計 232,199 253,144 

投資その他の資産   

投資有価証券 4,720 4,720 

関係会社株式 495,656 617,248 

出資金 60 60 

関係会社出資金 1,736,906 1,907,946 

長期貸付金 61,305 107,247 

従業員に対する長期貸付金 1,262 1,262 

関係会社長期貸付金 2,677,165 4,069,145 

破産更生債権等 53,887 450,057 

長期前払費用 6,032 5,054 

繰延税金資産 － 322,621 

投資不動産 1,099,813 785,008 

その他 48,357 57,465 

貸倒引当金 △9,349 △451,076 

投資その他の資産合計 6,175,818 7,876,763 

固定資産合計 9,964,022 11,566,520 

資産合計 31,248,152 41,018,208 

負債の部   

流動負債   

買掛金 10,227,614 10,961,086 

短期借入金 2,104,642 449,541 

リース債務 600 1,220 

未払金 322,636 459,231 

未払費用 22,094 69,824 

未払法人税等 194,751 1,082,136 

前受金 8,730 11,684 

預り金 9,767 15,292 

前受収益 4,890 2,540 

賞与引当金 49,544 46,390 

その他 95,754 119,909 

流動負債合計 13,041,025 13,218,859 

固定負債   

長期借入金 2,825,357 11,584,862 

リース債務 1,200 3,253 

繰延税金負債 8,569 － 

退職給付引当金 56,000 60,800 

預り保証金 3,329,050 3,427,700 

その他 64,472 62,678 

固定負債合計 6,284,648 15,139,294 
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年10月31日) 

当事業年度 
(平成22年10月31日) 

負債合計 19,325,673 28,358,153 

純資産の部   

株主資本   

資本金 64,000 64,000 

資本剰余金   

その他資本剰余金 8,196,144 8,196,144 

資本剰余金合計 8,196,144 8,196,144 

利益剰余金   

利益準備金 16,000 16,000 

その他利益剰余金   

特別償却準備金 64,604 72,786 

別途積立金 7,500 7,500 

繰越利益剰余金 4,301,573 5,146,315 

利益剰余金合計 4,389,677 5,242,601 

自己株式 △727,343 △842,690 

株主資本合計 11,922,478 12,660,055 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － － 

評価・換算差額等合計 － － 

純資産合計 11,922,478 12,660,055 

負債純資産合計 31,248,152 41,018,208 
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年11月１日 

 至 平成21年10月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年11月１日 

 至 平成22年10月31日) 

売上高 124,589,508 137,886,206 

売上原価   

商品期首たな卸高 3,137,416 2,503,313 

当期商品仕入高 118,956,766 130,937,129 

合計 122,094,183 133,440,442 

商品期末たな卸高 2,503,313 2,808,549 

商品評価損 27,401 △24,598 

商品売上原価 119,618,270 130,607,295 

売上総利益 4,971,237 7,278,910 

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 6,157 123,123 

運賃 1,324,084 1,719,630 

販売促進費 191,417 357,611 

営業業務委託料 316,743 331,135 

賃金給料及び諸手当 1,091,582 902,523 

法定福利費 135,346 125,340 

賞与引当金繰入額 49,544 46,390 

退職給付費用 15,100 10,800 

減価償却費 333,237 280,063 

その他 643,370 547,584 

販売費及び一般管理費合計 4,106,584 4,444,206 

営業利益 864,652 2,834,704 

営業外収益   

受取利息 28,584 73,236 

受取配当金 2,753 3 

賃貸収入 52,410 95,556 

補助金収入 4,200 － 

燃料販売収入 － 39,690 

デリバティブ評価益 140,219 － 

その他 22,843 15,222 

営業外収益合計 251,011 223,709 

営業外費用   

支払利息 22,009 57,407 

為替差損 242,232 47,050 

賃貸収入原価 35,423 94,701 

支払手数料 97,875 13,805 

燃料販売原価 － 37,569 

その他 24,580 15,827 

営業外費用合計 422,122 266,362 

経常利益 693,541 2,792,051 
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年11月１日 

 至 平成21年10月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年11月１日 

 至 平成22年10月31日) 

特別利益   

投資有価証券売却益 29,028 － 

貸倒引当金戻入額 60,349 13,064 

固定資産売却益 1,716 － 

特別利益合計 91,094 13,064 

特別損失   

固定資産除却損 24,900 22,010 

固定資産売却損 486 9,963 

投資有価証券売却損 34 － 

事業撤退損 － 534,255 

減損損失 － 263,972 

投資有価証券評価損 1,000 － 

特別損失合計 26,421 830,202 

税引前当期純利益 758,214 1,974,913 

法人税、住民税及び事業税 349,583 1,234,405 

法人税等調整額 △10,627 △393,496 

法人税等合計 338,955 840,908 

当期純利益 419,258 1,134,004 
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年11月１日 

 至 平成21年10月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年11月１日 

 至 平成22年10月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 64,000 64,000 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 64,000 64,000 

資本剰余金   

その他資本剰余金   

前期末残高 8,196,144 8,196,144 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 8,196,144 8,196,144 

資本剰余金合計   

前期末残高 8,196,144 8,196,144 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 8,196,144 8,196,144 

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 16,000 16,000 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 16,000 16,000 

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 68,051 64,604 

当期変動額   

特別償却準備金の繰入 18,520 27,599 

特別償却準備金の取崩 △21,966 △19,417 

当期変動額合計 △3,446 8,181 

当期末残高 64,604 72,786 

別途積立金   

前期末残高 7,500 7,500 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 7,500 7,500 

繰越利益剰余金   

前期末残高 4,121,511 4,301,573 

当期変動額   

特別償却準備金の繰入 △18,520 △27,599 

特別償却準備金の取崩 21,966 19,417 

剰余金の配当 △242,643 △281,081 

当期純利益 419,258 1,134,004 

当期変動額合計 180,061 844,741 

当期末残高 4,301,573 5,146,315 

-48-



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年11月１日 

 至 平成21年10月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年11月１日 

 至 平成22年10月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 4,213,062 4,389,677 

当期変動額   

特別償却準備金の繰入 － － 

特別償却準備金の取崩 － － 

剰余金の配当 △242,643 △281,081 

当期純利益 419,258 1,134,004 

当期変動額合計 176,615 852,923 

当期末残高 4,389,677 5,242,601 

自己株式   

前期末残高 △644,134 △727,343 

当期変動額   

自己株式の取得 △83,208 △115,346 

当期変動額合計 △83,208 △115,346 

当期末残高 △727,343 △842,690 

株主資本合計   

前期末残高 11,829,071 11,922,478 

当期変動額   

剰余金の配当 △242,643 △281,081 

当期純利益 419,258 1,134,004 

自己株式の取得 △83,208 △115,346 

当期変動額合計 93,406 737,576 

当期末残高 11,922,478 12,660,055 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 3,743 － 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,743 － 

当期変動額合計 △3,743 － 

当期末残高 － － 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 3,743 － 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,743 － 

当期変動額合計 △3,743 － 

当期末残高 － － 

純資産合計   

前期末残高 11,832,815 11,922,478 

当期変動額   

剰余金の配当 △242,643 △281,081 

当期純利益 419,258 1,134,004 

自己株式の取得 △83,208 △115,346 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,743 － 

当期変動額合計 89,662 737,576 

当期末残高 11,922,478 12,660,055 
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 該当事項はありません。  

   

継続企業の前提に関する注記
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重要な会計方針

項目 

前事業年度 
（自 平成20年11月１日 

至 平成21年10月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年11月１日 

至 平成22年10月31日） 

１．有価証券の評価基準及び
評価方法 

（1）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）子会社株式 
同左 

  （2）その他有価証券 
 時価のあるもの 
 決算日の市場価格等に基づく時価法を
採用しております。なお、評価差額は、
全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定しておりま
す。 

（2）その他有価証券 
 時価のあるもの 

同左 

   時価のないもの 
 移動平均法による原価法を採用してお
ります。 

 時価のないもの 
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（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方
法）によっております。 

(1）商品 
同左  

  (2）直営店舗の商品 
売価還元法による低価法によっており

ます。 

(2）直営店舗の商品 
同左  

  (3）貯蔵品 
 終仕入原価法によっております。 

(3）貯蔵品 
同左  

  (会計方針の変更) 
当事業年度より「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」（企業会計基準第９号 平成
18年７月５日公表分）を適用しておりま
す。 

これにより、営業利益、経常利益及び税
引前当期純利益は、それぞれ 千円減
少しております。  

27,401

――――――― 

４．固定資産の減価償却の方
法 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 
 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     ３年～39年 
器具及び備品 ３年～20年 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 
同左 

   (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 

   (3）リース資産 
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。  

 (3）リース資産 
同左  
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項目 
前事業年度 

（自 平成20年11月１日 
至 平成21年10月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年11月１日 

至 平成22年10月31日） 

５．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、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。 

(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 

６．ヘッジ会計の方法 ――――――― イ ヘッジ会計の方法 

 金利スワップ取引については特例処

理の要件を満たしているため、特例処

理を採用しております。 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

 借入金支払利息を対象に金利スワッ

プ取引によりヘッジを行っておりま

す。 

ハ ヘッジ方針 

 借入金の金利変動リスクを回避する

目的で金利スワップ取引を行っており

ます。 

ニ ヘッジの有効性評価の方法  

 特例処理の要件を満たしているた

め、有効性の評価を省略しておりま

す。  

７．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20年11月１日 

至 平成21年10月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年11月１日 
至 平成22年10月31日） 

（リース取引に関する会計基準） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来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

したが、当事業年度より「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取

引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制

度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通常の

売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、前事業年度末

における未経過リース料期末残高相当額を取得価額とし、

期首に取得したものとしてリース資産に計上する方法によ

っております。 

これによる損益に与える影響はありません。  

――――――― 

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年11月１日 

至 平成21年10月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年11月１日 
至 平成22年10月31日） 

（貸借対照表） 

１． 「関係会社短期貸付金」は、前事業年度において流

動資産「その他」に含めて表示しておりましたが、当

事業年度末において資産の総額の100分の1を超えたた

め、区分掲記しました。 

  なお、前事業年度末の「関係会社短期貸付金」の金

額は 千円であります。 176,727

（貸借対照表） 

 前事業年度において、流動資産に区分掲記しておりまし

た「立替金」は資産の総額の100分の1以下となったため、

当事業年度では、流動資産の「その他」に含めて表示して

おります。なお、当事業年度の流動資産の「その他」に含

まれる「立替金」は72,682千円であります。  

２． 前事業年度において区分掲記しておりました「未払

消費税等」（当事業年度 千円）は重要性がなく

なったため、流動負債の「その他」に含めて表示して

おります。 

  

68,228

  

（損益計算書） 

 前事業年度において区分掲記しておりました「消耗品

費」（当事業年度 千円）は販売費及び一般管理費

の総額の100分の5以下となったため、販売費及び一般管

理費の「その他」に含めて表示しております。 

77,103

（損益計算書） 

１． 前事業年度において、営業外収益の「その他」に含

めて表示しておりました「燃料販売収入」は、当事業

年度において営業外収益総額の100分の10を超えたた

め、区分掲記しております。なお、前事業年度の営業

外収益の「その他」に含まれる「燃料販売収入」は

2,889千円であります。 

２． 前事業年度において、営業外費用の「その他」に含

めて表示しておりました「燃料販売原価」は、当事業

年度において営業外費用総額の100分の10を超えたた

め、区分掲記しております。なお、前事業年度の営業

外費用の「その他」に含まれる「燃料販売原価」は

2,664千円であります。 
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年10月31日） 

当事業年度 
（平成22年10月31日） 

 ※１ 関係会社項目 

 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。 

流動資産       

立替金 千円506,120

流動負債   

買掛金 千円576,055

※１ 関係会社項目 

 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。 

流動資産       

売掛金 千円204,214

前渡金 千円29,787

立替金 千円72,321

その他 千円34,958

流動負債   

買掛金 千円862,299

未払金 千円44,681

その他 千円28,288

 ２ 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 千円78,000

㈱プライムリード 千円30,000

計 千円108,000

 ２ 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 千円78,000

㈱プライムリード 千円30,000

計 千円108,000

 ３ 当社は、運転資金及び設備投資資金等の効率的な調

達を行うため取引銀行15行と当座貸越契約、貸出コミ

ットメント契約及びタームローン契約を締結しており

ます。これらの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。 

 ３ 当社は、運転資金及び設備投資資金等の効率的な調

達を行うため取引銀行21行と当座貸越契約、貸出コミ

ットメント契約及びタームローン契約を締結しており

ます。これらの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、貸出コミットメ

ント及びタームローン契約の総額 
千円20,900,000

借入実行残高 千円4,930,000

差引額 千円15,970,000

当座貸越極度額、貸出コミットメ

ント及びタームローン契約の総額 
千円25,200,000

借入実行残高 千円3,630,000

差引額 千円21,570,000
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（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年11月１日 

至 平成21年10月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年11月１日 
至 平成22年10月31日） 

※１ 関係会社からの営業外収益の合計額が100分の10を

超えており、その合計額は、 千円であります。 28,610

※１ 関係会社からの営業外収益の合計額が100分の10を

超えており、その合計額は、 千円であります。 76,287

※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ――――――― 

車両及び運搬具 千円802

工具、器具及び備品 千円914

合計 千円1,716

  

※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。 

工具、器具及び備品 千円15,376

ソフトウエア 千円9,524

合計 千円24,900

建物 千円5,500

構築物 千円115

工具、器具及び備品 千円14,443

無形固定資産「その他」 千円1,800

投資その他の資産 千円150

合計 千円22,010

※４ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

  

  

  

  

※５         ――――――― 

工具、器具及び備品 千円486

※４ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

※５ 当事業年度において、当社グループは以下の資産グ

ループについて、減損損失を計上いたしました。 

   当社は原則として、事業用資産については、損益管

理が合理的に行える単位を基礎にグルーピングを行っ

ており、遊休資産及び処分予定資産については、当該

資産ごとにグルーピングを行っております。 

   遊休資産については、当事業年度において事業の用

に供さなくなったため、帳簿価額を正味売却価額まで

減損し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上

しております。 

   処分予定資産については、翌事業年度において売却

する予定であるため、帳簿価額を正味売却価額まで減

額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上し

ております。 

   なお、正味売却価額は実勢価格、または契約予定金

額によっております。  

建物及び構築物 千円5,388

工具、器具及び備品 千円4,194

投資その他の資産 千円380

合計 千円9,963

場所  用途  種類  金額  

兵庫県加古川市 

（当社）  
遊休資産 土地等  千円 7,572

北海道白老郡白老町 

（当社）  
処分予定資産 建物等  千円 256,400

-55-



前事業年度（自 平成20年11月１日 至 平成21年10月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

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

  

当事業年度（自 平成21年11月１日 至 平成22年10月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

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

  

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
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  711,900  57,200  －  769,100

合計  711,900  57,200  －  769,100

57,200

  
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  769,100  68,200  －  837,300

合計  769,100  68,200  －  837,300

68,200

（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成20年11月１日 

至 平成21年10月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年11月１日 
至 平成22年10月31日） 

１．ファイナンスリース取引に係る注記 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

①リース資産の内容 

業務スーパー事業における物流センターの車輌であ

ります。 

②リース資産の減価償却の方法 

 重要な会計方針「４．固定資産の減価償却の方法」

に記載のとおりであります。 

１．ファイナンスリース取引に係る注記 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

①リース資産の内容 

同左  

  

②リース資産の減価償却の方法 

同左 
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 前事業年度（自 平成20年11月１日 至 平成21年10月31日） 

 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。  

  

 当事業年度（自 平成21年11月１日 至 平成22年10月31日） 

 子会社株式及び関連会社株式 

 （注）時価を把握することが困難と認められる子会社株式及び関連会社株式 

  

（有価証券関係）

  

  

貸借対照表計上額 

（千円）  

時価 

（千円）  

差額 

（千円）  

 石垣食品株式会社        70,400        61,600        △8,800

区分 
貸借対照表計上額 

（千円）  

  子会社株式 

  関連会社株式  

         

        

472,248

145,000

（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成21年10月31日） 

当事業年度 
（平成22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 

（繰延税金資産） 

①流動資産 

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 千円16,888

貸倒引当金 千円5,132

賞与引当金 千円20,739

たな卸資産評価損 千円11,470

その他 千円6,172

計 千円60,402

未払事業税 千円95,977

賞与引当金 千円19,419

たな卸資産評価損 千円1,173

その他 千円6,138

計 千円122,708

②固定資産 ②固定資産 

貸倒引当金 千円1,820

一括償却資産 千円9,499

減価償却超過額 千円2,764

投資有価証券評価損 千円418

退職給付引当金 千円23,441

計 千円37,945

繰延税金資産合計 千円98,347

一括償却資産 千円4,843

減価償却超過額 

事業撤退損  

千円

千円

10,175

223,639

投資有価証券評価損 千円418

退職給付引当金 

減損損失  

千円

千円

25,450

110,498

計 千円375,026

繰延税金資産合計 千円497,735

（繰延税金負債） （繰延税金負債） 

特別償却準備金 千円△46,514

繰延税金負債合計 千円△46,514

差引：繰延税金資産の純額 千円51,833

特別償却準備金 千円52,404

繰延税金負債合計 千円52,404

差引：繰延税金資産の純額 千円445,330

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  2.0

寄付金損金不算入  1.8

その他  △1.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率  44.7

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  0.2

寄付金損金不算入 

交際費否認  

 

 

0.3

0.4

その他  △0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率  42.6

（１株当たり情報）
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 （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20年11月１日 至 平成21年10月31日）及び当事業年度（自 平成21年11月１日 至 平成

22年10月31日） 

    該当事項はありません。 

  

前事業年度 
（自 平成20年11月１日 

至 平成21年10月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年11月１日 
至 平成22年10月31日） 

１株当たり純資産額 円 1,484.58

１株当たり当期純利益金額 円 52.00

１株当たり純資産額 円 1,589.92

１株当たり当期純利益金額 円 141.26

 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 

  
前事業年度 

（自 平成20年11月１日 
至 平成21年10月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年11月１日 

至 平成22年10月31日） 

当期純利益（千円）  419,258  1,134,004

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）  419,258  1,134,004

期中平均株式数（株）  8,062,782  8,027,988

（重要な後発事象）

-58-



(1）役員の異動 

  ①代表取締役の異動 

    該当事項はありません。 

  

  ②その他役員の異動  

   ・退任取締役    沼田 勝  （平成21年11月17日付） 

 （注）上記の人事異動につきましては平成21年11月17日に発表をしております。  

   ・新任取締役候補  沼田 博和 （現 STB生産部門長） 

   ・新任監査役候補  田畑 房男  

 （注）新任監査役候補者 田畑 房男氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

  

  ③・就任予定日 

    平成23年1月27日 

６．その他

-59-




