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1.  平成23年10月期第1四半期の連結業績（平成22年11月1日～平成23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 ％

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
22年10月期第1四半期 33,335 7.4 699 238.5 714 ― 413 ―

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

23年10月期第1四半期 88.10 ―
22年10月期第1四半期 51.45 ―

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

23年10月期第1四半期 39,190 12,943 33.0 1,649.90
22年10月期 41,241 12,567 30.5 1,578.36

（参考） 自己資本  23年10月期第1四半期  12,943百万円 22年10月期  12,567百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年10月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00
23年10月期 ―
23年10月期 

（予想）
0.00 ― 35.00 35.00

3.  平成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(累計)は対前年同四半期増減率） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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)

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



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  有  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(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きの対象外であり、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に対する四半期レビュー手続き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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 （３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （ 社名 ）、 除外 1社 （ 社名 KOBE BUSSAN CAMBODIA Co.,Ltd. ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年10月期1Q 8,800,000株 22年10月期 8,800,000株
② 期末自己株式数 23年10月期1Q 955,300株 22年10月期 837,300株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年10月期1Q 7,891,388株 22年10月期1Q 8,030,900株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、円相場の高止まりやデフレ基調の持続等を背景に、企業におけ

る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、景気の先行きは依然として不透明な状況で推移しまし

た。食品業界におきましても、雇用情勢や所得環境の低迷等から消費者の節約志向は根強く、業態間の垣根を越えた

価格競争が続き、企業を取り巻く経営環境はさらに厳しいものとなりました。また、中国をはじめ新興国の経済成長

に伴う食糧需要の増加や異常気象による収穫量の減少、国際価格の高騰が進む一方で、低価格、高品質を求める消費

者ニーズに合った商品開発や安定供給が難しい状況となっております。 

 このような状況の下、当社グループは、食の製販一体体制を一層強化すべく、北海道での農業プロジェクトでは、

事業用地の取得拡大を図ってまいりました。「世界に勝つ農法で自給率50％」を目標に掲げ、大規模・機械化・技

術・知恵を取り入れたオリジナル農法の実践を推進し、安全・安心な原材料の確保からグループ工場におけるオリジ

ナル商品の製造、販売までを一元管理する製販一体を推し進めてまいりました。 

 これらにより、当第１四半期連結会計期間の業績につきましては、売上高は366億29百万円（前年同期比 ％

増）、営業利益は11億２百万円（同57.5％増）、経常利益は11億１百万円（同54.2％増）、四半期純利益は６億95百

万円（同68.3％増）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） 

 当第１四半期の業務スーパー事業における出店状況は、出店10店舗、退店１店舗、純増９店舗の結果、総店舗数は

552店舗となりました。新規出店の内訳といたしましては、直轄エリア５店舗、地方エリア５店舗であります。 

 商品戦略につきましては、海外からの自社輸入商品を強化するとともに、国内外における製造子会社での商品開

発、生産性の高効率化に注力することで、オリジナル商品のラインナップ増強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１四半期連結会計期間の売上高は365億91百万円（前年同期比10.5％

増）となりました。 

  

（神戸クック事業）  

 中食・外食分野を展開しております神戸クック事業につきましては、「Green’s K」の新規出店が2店舗あり、総店

舗数は10店舗となりました。グループ独自のノウハウを活かした店内調理システムであるパーツアッセンブル方式に

より、食材廃棄ロスを低減し、出来立てかつリーズナブルなメニューを提供してまいりました。また、業務スーパー

等の店舗に併設するスーパーイン形態の展開により来店客数が増加するなど、集客面での相乗効果等を見込んでおり

ます。全国で11店舗を展開する「神戸クックワールドビュッフェ」につきましては、新規出店はなかったものの、

「安全・安心・健康」をコンセプトに、メニューラインナップの強化、限定メニューの導入等を実施してまいりまし

た。  

 以上の結果、神戸クック事業における当第１四半期連結会計期間の売上高は２億69百万円（前年同期比0.6％増）と

なりました。   

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

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 億 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 億 百万円減少しました。ま

た、純資産は 億 百万円となり、３億 百万円増加しました。 

資産の減少の主なものは、現金及び預金の減少 億 百万円、売掛金の減少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 百万円減少しておりますが、その主なものは、買掛金が 億 百万円減少したこ

とによるものであります。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。 

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、 億 百万円の支出（前年同期は３億 百万円の支出）となりました。こ

れは、仕入債務の支払等が主なものとなっております。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、６億 百万円の支出（前年同期は３億 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、６億 百万円の支出（前年同期は２億 百万円の支出）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、 億 百万円減少し、 億

百万円となりました。    

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

9.9

391 90 20 51

129 43 75

23 15 37

24 26 17 95

10 90 40

39 18

18 82

23 37 182 68
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（３）連結業績予想に関する定性的情報  

 当四半期以降につきましても国内景気は厳しい状況が続くものとみられ、食品業界におきましても原材料価格の高

騰や企業間の低価格競争は継続するものと予想されます。このような厳しい環境下ではありますが、当社は商品の製

造から販売までを手掛ける「製販一体」の仕組みを活かした販売戦略により、当第１四半期における業績は好調に推

移しております。当社を取り巻く外部環境や変化に注視しつつ、農業プロジェクトへの投資、グループにおける製造

能力の強化、加速度的な店舗展開等を鑑み、修正の必要性が生じた場合は、適宜お知らせいたします。   

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 前連結会計年度末まで連結の範囲に含めておりましたKOBE BUSSAN CAMBODIA Co.,Ltd.は、事業活動を停止し、

連結財務諸表に及ぼす重要性が減少したため、当第１四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。

   

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 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。 

   

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

「資産除去債務に関する会計基準」の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

用しております。これによる損益への影響はありません。 

  

   

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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23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22年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 18,781,610 21,096,746 

売掛金 6,408,217 7,145,973 

商品及び製品 2,914,766 2,949,489 

仕掛品 63,870 12,286 

原材料及び貯蔵品 445,017 296,503 

その他 508,435 486,925 

貸倒引当金 △6,966 △70,864 

流動資産合計 29,114,951 31,917,062 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,035,152 2,946,360 

土地 3,338,166 3,256,190 

その他（純額） 1,603,119 1,348,785 

有形固定資産合計 7,976,438 7,551,336 

無形固定資産   

のれん 4,523 15,381 

その他 305,209 316,477 

無形固定資産合計 309,733 331,858 

投資その他の資産   

その他 2,242,002 1,444,983 

貸倒引当金 △452,619 △3,492 

投資その他の資産合計 1,789,383 1,441,491 

固定資産合計 10,075,555 9,324,686 

資産合計 39,190,506 41,241,748 
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成23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22年10月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 8,910,740 10,706,039 

短期借入金 486,741 458,340 

未払法人税等 458,068 1,163,001 

賞与引当金 51,859 70,929 

その他 1,060,177 984,155 

流動負債合計 10,967,587 13,382,466 

固定負債   

長期借入金 11,516,233 11,630,418 

退職給付引当金 63,650 63,450 

預り保証金 3,583,300 3,528,800 

その他 116,731 68,632 

固定負債合計 15,279,914 15,291,301 

負債合計 26,247,502 28,673,768 

純資産の部   

株主資本   

資本金 64,000 64,000 

資本剰余金 8,196,144 8,196,144 

利益剰余金 6,324,750 5,720,951 

自己株式 △1,055,492 △842,690 

株主資本合計 13,529,402 13,138,405 

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △586,398 △570,425 

評価・換算差額等合計 △586,398 △570,425 

純資産合計 12,943,004 12,567,979 

負債純資産合計 39,190,506 41,241,748 
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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21年11月１日 

 至 平成22年１月31日) 

当第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) 

売上高 33,335,965 36,629,113 

売上原価 31,475,841 34,252,807 

売上総利益 1,860,123 2,376,305 

販売費及び一般管理費 1,160,156 1,273,872 

営業利益 699,967 1,102,433 

営業外収益   

受取利息 2,873 7,632 

持分法による投資利益 － 384 

受取賃貸料 24,181 26,837 

補助金収入 19,789 750 

その他 15,494 42,488 

営業外収益合計 62,338 78,093 

営業外費用   

支払利息 9,467 43,339 

賃貸収入原価 20,605 23,367 

為替差損 2,702 － 

その他 15,195 12,151 

営業外費用合計 47,971 78,858 

経常利益又は経常損失（△） 714,334 1,101,669 

特別利益   

固定資産売却益 3,240 － 

貸倒引当金戻入額 4,782 65,492 

為替換算調整勘定取崩額 － 20,698 

その他 858 5 

特別利益合計 8,881 86,197 

特別損失   

固定資産除却損 2,157 2,010 

固定資産売却損 722 － 

特別損失合計 2,879 2,010 

税金等調整前四半期純利益 720,336 1,185,855 

法人税、住民税及び事業税 284,763 468,044 

法人税等調整額 22,353 22,559 

法人税等合計 307,117 490,603 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 695,251 

四半期純利益 413,219 695,251 
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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21年11月１日 

 至 平成22年１月31日) 

当第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) 

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 720,336 1,185,855 

減価償却費 184,615 204,246 

のれん償却額 10,857 10,857 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,914 △64,823 

受取利息及び受取配当金 △2,873 △7,632 

支払利息 9,467 43,339 

為替差損益（△は益） 52 △18,103 

有形固定資産売却損益（△は益） △2,518 － 

為替換算調整勘定取崩額 － △20,698 

持分法による投資損益（△は益） － △384 

売上債権の増減額（△は増加） 1,116,006 738,354 

たな卸資産の増減額（△は増加） △228,730 △162,167 

仕入債務の増減額（△は減少） △2,000,613 △1,796,491 

預り保証金の増減額（△は減少） 49,700 54,500 

その他 37,948 △56,602 

小計 △110,665 110,248 

利息及び配当金の受取額 2,873 7,632 

利息の支払額 △9,038 △35,729 

法人税等の支払額 △223,361 △1,173,019 

営業活動によるキャッシュ・フロー △340,191 △1,090,867 

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 △311,282 △524,327 

有形固定資産の売却による収入 17,033 － 

投資有価証券の取得による支出 － △125,745 

貸付金の回収による収入 6,199 41,737 

定期預金の預入による支出 △39,660 △100,880 

定期預金の払戻による収入 39,660 100,880 

その他 △30,136 △31,104 

投資活動によるキャッシュ・フロー △318,185 △639,438 

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 － 30,000 

長期借入金の返済による支出 － △115,784 

自己株式の取得による支出 － △212,802 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,063 △1,729 

配当金の支払額 △281,081 △318,508 

財務活動によるキャッシュ・フロー △282,144 △618,824 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,571 12,733 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △960,093 △2,336,397 

現金及び現金同等物の期首残高 11,965,264 20,606,480 

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ △1,139 

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,005,170 18,268,942 
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 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）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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