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1.  平成25年10月期第1四半期の連結業績（平成24年11月1日～平成25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 ％

25年10月期第1四半期 39,704 2.6 851 △27.0 1,303 4.4 635 △2.8
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

（注）包括利益 25年10月期第1四半期 754百万円 （28.6％） 24年10月期第1四半期 586百万円 （―％）

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

25年10月期第1四半期 81.13 ―
24年10月期第1四半期 83.48 ―

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

25年10月期第1四半期 62,894 15,933 25.3 2,034.72
24年10月期 66,187 15,644 23.6 1,996.37
（参考） 自己資本  25年10月期第1四半期  15,917百万円 24年10月期  15,633百万円

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

24年10月期 ― 0.00 ― 60.00 60.00
25年10月期 ―
25年10月期（予想） 0.00 ― 50.00 50.00

3. 平成25年10月期の連結業績予想（平成24年11月 1日～平成25年10月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 82,390 5.3 2,450 8.4 2,420 △5.1 1,360 2.0 173.67
通期 170,600 8.4 5,080 20.0 5,030 6.8 2,890 36.1 369.06



(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 

（減価償却方法の変更） 
 
当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年11月１日以後に取得した有形固定資産について、改正
後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 
 

(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。  

※  注記事項

新規 2社 （社名） ほくと食品株式会社           
豊田乳業株式会社

、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
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） 25年10月期1Q 8,800,000 株 24年10月期 8,800,000 株
② 期末自己株式数 25年10月期1Q 969,228 株 24年10月期 969,228 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年10月期1Q 7,830,772 株 24年10月期1Q 7,830,834 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 

  当第１四半期連結累計期間において、ほくと食品株式会社及び豊田乳業株式会社を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 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年11月１日以後

に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽

微であります。 

   

   

１．サマリー情報（注記事項）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24年10月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 36,107,404 32,276,105 

売掛金 8,005,297 6,993,340 

商品及び製品 3,662,175 3,961,140 

仕掛品 686,668 582,432 

原材料及び貯蔵品 458,552 572,090 

その他 1,332,470 1,017,165 

貸倒引当金 △528 △202 

流動資産合計 50,252,041 45,402,071 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,492,458 4,741,549 

土地 5,708,924 5,981,382 

その他（純額） 3,818,150 4,629,714 

有形固定資産合計 14,019,533 15,352,647 

無形固定資産   

その他 376,024 370,373 

無形固定資産合計 376,024 370,373 

投資その他の資産   

その他 1,540,198 1,769,667 

貸倒引当金 △2 － 

投資その他の資産合計 1,540,196 1,769,667 

固定資産合計 15,935,755 17,492,687 

資産合計 66,187,796 62,894,758 

㈱神戸物産 （3038） 平成25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24年10月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年１月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 11,744,170 9,517,925 

短期借入金 456,741 456,251 

未払法人税等 1,737,261 485,197 

賞与引当金 86,081 74,310 

その他 1,376,354 1,357,287 

流動負債合計 15,400,608 11,890,971 

固定負債   

長期借入金 31,016,936 30,903,240 

退職給付引当金 94,400 98,500 

預り保証金 3,896,450 3,935,650 

資産除去債務 70,520 70,625 

その他 64,547 62,307 

固定負債合計 35,142,854 35,070,323 

負債合計 50,543,463 46,961,295 

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 9,155,375 9,320,875 

自己株式 △1,083,320 △1,083,320 

株主資本合計 16,332,199 16,497,699 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 9 4,293 

為替換算調整勘定 △699,093 △584,151 

その他の包括利益累計額合計 △699,083 △579,858 

新株予約権 11,218 15,622 

純資産合計 15,644,333 15,933,463 

負債純資産合計 66,187,796 62,894,758 
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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23年11月１日 

 至 平成24年１月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年11月１日 
 至 平成25年１月31日) 

売上高 38,697,183 39,704,000 

売上原価 35,905,900 37,099,406 

売上総利益 2,791,283 2,604,593 

販売費及び一般管理費 1,626,129 1,753,504 

営業利益 1,165,153 851,088 

営業外収益   

受取利息 5,891 31,654 

持分法による投資利益 104 2,903 

為替差益 164,028 214,279 

受取賃貸料 21,542 12,262 

補助金収入 37,893 39,613 

デリバティブ評価益 － 235,644 

その他 36,923 60,401 

営業外収益合計 266,384 596,759 

営業外費用   

支払利息 65,839 95,178 

賃貸収入原価 20,120 15,132 

デリバティブ評価損 52,286 － 

その他 44,539 34,149 

営業外費用合計 182,785 144,460 

経常利益 1,248,752 1,303,387 

特別利益   

固定資産売却益 624 － 

特別利益合計 624 － 

特別損失   

固定資産除却損 8,685 10,691 

固定資産売却損 － 9,879 

特別損失合計 8,685 20,571 

税金等調整前四半期純利益 1,240,691 1,282,816 

法人税、住民税及び事業税 539,229 506,727 

法人税等調整額 47,767 140,742 

法人税等合計 586,997 647,469 

少数株主損益調整前四半期純利益 653,694 635,346 

四半期純利益 653,694 635,346 
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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23年11月１日 
 至 平成24年１月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年11月１日 
 至 平成25年１月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 653,694 635,346 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 4,283 

為替換算調整勘定 △66,762 114,941 

その他の包括利益合計 △66,762 119,225 

四半期包括利益 586,931 754,571 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 586,931 754,571 

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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