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（訂正・数値データ訂正）

「平成 25 年 10 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

平成 25 年 12 月 12 日に発表いたしました「平成 25 年 10 月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」について、

記載内容の一部に誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。

なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

[訂正の理由]
平成 25 年 10 月期の財務諸表における「繰延税金資産」及び「繰延税金負債」の一部及び、「燃料販売原

価」について訂正すべき事項がありました。合わせて一部数値及び文章を訂正するものであります。

[訂正箇所]
○サマリー情報

１．平成25年10月期の連結業績（平成24年11月1日～平成25年10月31日）             （百万円未満切捨て）

【訂正前】

（2）連結財政状態

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 91,288 20,768 18.3 2,383.97

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 16,740 百万円   24 年 10 月期 15,633 百万円

【訂正後】

（2）連結財政状態

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 90,973 20,768 18.4 2,383.97

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 16,740 百万円   24 年 10 月期 15,633 百万円
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１．経営成績・財政状態に関する分析

（1）経営成績に関する分析

【訂正前】

（省略）

この結果、当連結会計年度の売上高は1,794億99百万円（前年同期比14.0％増）、営業利益は19億56百万円（同53.8％

減）、経常利益は40億10百万円（同14.9％減）、当期純利益は29億29百万円（同37.9％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。

（省略）

②神戸クック事業

  神戸クック事業につきましては、日本最大級の大型バイキングチェーンである「神戸クックワールドビュッフェ」の

総店舗数は全国で12店舗、日常の食卓の代行をコンセプトとし中食と食品物販の融合店である「Green's K」の総店舗数

は全国で14店舗、「ビュッフェ」と「セルフクック」を融合させた「Green's K 鉄板ビュッフェ」の総店舗数は全国で

11店舗となりました。

（省略）

【訂正後】

（省略）
この結果、当連結会計年度の売上高は1,794億99百万円（前年同期比14.0％増）、営業利益は19億56百万円（同53.8％

減）、経常利益は40億12百万円（同14.8％減）、当期純利益は29億29百万円（同37.9％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。

（省略）

②神戸クック事業
  神戸クック事業につきましては、日本最大級の大型バイキングチェーンである「神戸クックワールドビュッフェ」の
総店舗数は全国で12店舗、日常の食卓の代行をコンセプトとし中食と食品物販の融合店である「Green's K」の総店舗数
は全国で14店舗、「ビュッフェ」と「セルフクック」を融合させた「Green's K 鉄板ビュッフェ」の総店舗数は全国で
12店舗となりました。

（省略）
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（2）財政状態に関する分析

【訂正前】
  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912億88百万円となり、前連結会計年度末と比べ251億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、15億31百万円増加し517億83百万円、固定資産は前連結会計年度末に比べ、235億69百
万円増加し395億5百万円となりました。
（省略）
当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ、199億76百万円増加し705億20百万円となりました。流動負債

は前連結会計年度末に比べ、37億44百万円増加し191億44百万円となり、固定負債は前連結会計年度末に比べ、162億32
百万円増加し513億75百万円となりました。

（省略）

②キャッシュ・フローの状況
（省略）

（キャッシュ・フロー関連指標の推移）

平成21年10月期 平成22年10月期 平成23年10月期 平成24年10月期 平成25年10月期

自己資本比率（％）     38.6     30.5     28.7     23.6          18.3

時価ベースの自己資本比率

（％）
    35.2     30.6     34.7         24.8          17.1

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％）
  236.9   316.2   76.4        961.3      10,186.8

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
        94.1     66.5       12.5         12.7           1.2

  （省略）

【訂正後】
  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909億73百万円となり、前連結会計年度末と比べ247億85百万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、15億31百万円増加し517億83百万円、固定資産は前連結会計年度末に比べ、232
億54百万円増加し391億90百万円となりました。
（省略）
当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ、196億62百万円増加し702億5百万円となりました。流動負債は

前連結会計年度末に比べ、37億44百万円増加し191億44百万円となり、固定負債は前連結会計年度末に比べ、159億17百
万円増加し510億60百万円となりました。

（省略）

②キャッシュ・フローの状況
（省略）

（キャッシュ・フロー関連指標の推移）

平成21年10月期 平成22年10月期 平成23年10月期 平成24年10月期 平成25年10月期

自己資本比率（％）     38.6     30.5     28.7     23.6          18.4

時価ベースの自己資本比率

（％）
    35.2     30.6     34.7         24.8          17.2

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％）
  236.9   316.2   76.4        961.3      10,186.8

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
        94.1     66.5       12.5         12.7           1.2

（省略）
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２．企業集団の状況

(１)企業集団の概況（連結子会社）

【訂正前】

名称 住所

資本金又は

出資金

(千円)

主要な事業の内容
議決権の所

有割合(%)
関係内容

（連結子会社）

（省略）

株式会社ベストリンケージ

(注)４
兵庫県姫路市 10,000 業務スーパー事業 100.0

「業務スーパー」での販売商品(PB及びNB

商品)の卸。

仕入債務について当社が連帯保証を行っ

ております。

役員の兼任あり。

（省略）

【訂正後】

名称 住所

資本金又は

出資金

(千円)

主要な事業の内容
議決権の所

有割合(%)
関係内容

（連結子会社）

（省略）

株式会社ベストリンケージ

(注)４
兵庫県加古郡稲美町 10,000 業務スーパー事業 100.0

「業務スーパー」での販売商品(PB及びNB

商品)の卸。

仕入債務について当社が連帯保証を行っ

ております。

役員の兼任あり。

（省略）
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４．連結財務諸表

（１）連結貸借対照表

【訂正前】

（単位：千円）

前連結会計年度

(平成24年10月31日)

当連結会計年度

(平成25年10月31日)

資産の部

（中略）

投資その他の資産

（中略）

繰延税金資産 251,376 1,538,841

（中略）

投資その他の資産合計 1,540,196 8,497,571

固定資産合計 15,935,755 39,505,007

資産合計 66,187,796 91,288,298

負債の部

（中略）

固定負債

  （中略）

  繰延税金負債 27,487 386,002

  （中略）

  固定負債合計 35,142,854 51,375,295

負債合計 50,543,463 70,520,158

純資産の部

（中略）

純資産合計 15,644,333 20,768,140

負債純資産合計 66,187,796 91,288,298

【訂正後】

（単位：千円）

前連結会計年度

(平成24年10月31日)

当連結会計年度

(平成25年10月31日)

資産の部

（中略）

投資その他の資産

（中略）

繰延税金資産 251,376 1,224,289

（中略）

投資その他の資産合計 1,540,196 8,183,019

固定資産合計 15,935,755 39,190,455

資産合計 66,187,796 90,973,746

負債の部

（中略）

固定負債

  （中略）

  繰延税金負債 27,487 71,450

  （中略）

  固定負債合計 35,142,854 51,060,743

負債合計 50,543,463 70,205,606

純資産の部

（中略）

純資産合計 15,644,333 20,768,140

負債純資産合計 66,187,796 90,973,746
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

（連結損益計算書）

【訂正前】

（単位：千円）

前連結会計年度

(自 平成23年11月１日

至 平成24年10月31日)

当連結会計年度

(自 平成24年11月１日

至 平成25年10月31日)

売上高 157,412,316 179,499,474

売上原価 146,420,806 159,940,418

売上総利益 10,991,509 19,559,055

（中略）

営業利益 4,234,528 1,956,497

営業外収益

（中略）

デリバティブ評価益 － 338,972

（中略）

営業外収益合計 979,581 2,727,917

営業外費用

（中略）

支払手数料 7,402 2,083

（中略）

燃料販売原価 75,026 －

その他 20,414 136,193

営業外費用合計 504,344 672,273

経常利益 4,709,765 4,012,141

（下略）

【訂正後】

（単位：千円）

前連結会計年度

(自 平成23年11月１日

至 平成24年10月31日)

当連結会計年度

(自 平成24年11月１日

至 平成25年10月31日)

売上高 157,412,316 179,499,474

売上原価 146,420,806 159,940,418

売上総利益 10,991,509 19,559,055

（中略）

営業利益 4,234,528 1,956,497

営業外収益

（中略）

デリバティブ評価益 － 337,593

（中略）

営業外収益合計 979,581 2,726,538

営業外費用

（中略）

支払手数料 7,402 5,076

（中略）

燃料販売原価 75,026 89,334

その他 20,414 42,486

営業外費用合計 504,344 670,894

経常利益 4,709,765 4,012,141

（下略）
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書（投資活動によるキャッシュ・フロー）

【訂正前】

（単位：千円）

前連結会計年度

(自 平成23年11月１日

至 平成24年10月31日)

当連結会計年度

(自 平成24年11月１日

至 平成25年10月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

（中略）

投資有価証券の取得による支出 △8,176 33,720

投資有価証券の売却による収入 1,500 912,107

（中略）

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,147,018 △13,412,748

【訂正後】

（単位：千円）

前連結会計年度

(自 平成23年11月１日

至 平成24年10月31日)

当連結会計年度

(自 平成24年11月１日

至 平成25年10月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

（中略）

投資有価証券の取得による支出 △8,176 △687,892

投資有価証券の売却による収入 1,500 1,633,720

（中略）

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,147,018 △13,412,748
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（５）連結財務諸表に関する注記事項

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

【訂正前】

２．持分法の適用に関する事項

（省略）

ロ 持分法を適用しない非連結子会社または関連会社

    主要な関連会社の名称

      ㈱ＯＫ’sクリエイト

      ㈱オーデリカ’sＫ

（省略）

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

（省略）

<決算日10月31日>

㈲神戸物産フーズ、㈱エコグリーン埼玉、㈱グリーンポートリー

連結財務諸表の作成に当たって、㈱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㈱、㈱

クックイノベンチャー、関原酒造㈱、㈱ジー・コミュニケーション、㈱ジー・テイスト、㈱クック・オペレーシ

ョン、㈱ジー・フード、ギンガシステム㈱、㈱ノーウェア、㈲シャンディーについては、決算日現在の財務諸表

を使用しております。

KOBE BUSSAN EGYPT Limited Partnershipについては7月31日現在、神戸物産（香港）有限公司、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、珈琲まめ工房㈱、㈱富士麺業、豊田乳業㈱、

㈱川口工業、㈱神戸機械製作所、ほくと食品㈱については10月31日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。



【訂正後】

２．持分法の適用に関する事項

（省略）

ロ 持分法を適用しない非連結子会社または関連会社

    主要な非連結子会社の名称

   Kobe Bussan Green Egypt Co.,Ltd.

    主要な関連会社の名称

      ㈱ＯＫ’sクリエイト

      ㈱オーデリカ’sＫ

（省略）

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

（省略）

<決算日10月31日>

㈲神戸物産フーズ、㈱エコグリーン埼玉、㈱グリーンポートリー

連結財務諸表の作成に当たって、㈱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㈱、㈱

クックイノベンチャーについては、決算日現在の財務諸表を使用しております。

KOBE BUSSAN EGYPT Limited Partnershipについては7月31日現在、神戸物産（香港）有限公司、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、関原酒造㈱、㈱ジー・コミュニケーション、

㈱ジー・テイスト、㈱クック・オペレーション、㈱ジー・フード、ギンガシステム㈱、㈱ノーウェア、㈲シャン

ディーについては9月30日現在、珈琲まめ工房㈱、㈱富士麺業、豊田乳業㈱、㈱川口工業、㈱神戸機械製作所、ほ

くと食品㈱については10月31日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。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

   当連結会計年度（自 平成24年11月１日 至 平成25年10月31日）

３．配当に関する事項

(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

【訂正前】

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26年1月28日

定時株主総会
普通株式 491,522 利益剰余金 70 平成25年10月31日 平成26年1月29日

  

【訂正後】

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26年1月28日

定時株主総会
普通株式 491,552 利益剰余金 70 平成25年10月31日 平成26年1月29日
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５．個別財務諸表

（２）損益計算書

【訂正前】

（単位：千円）

前事業年度

(自 平成23年11月１日

至 平成24年10月31日)

当事業年度

(自 平成24年11月１日

至 平成25年10月31日)

売上高 160,072,724 167,078,899

売上原価

商品期首たな卸高 3,603,439 3,498,795

当期商品仕入高 150,069,748 159,084,103

合計 153,673,188 162,582,899

他勘定振替高 160,748 △15,677

商品期末たな卸高 3,498,795 4,767,753

商品評価損 △14,434 △52,553

商品売上原価 149,999,210 157,778,269

売上総利益 10,073,514 9,300,629

販売費及び一般管理費

（中略）

販売費及び一般管理費合計 5,239,316 6,292,221

営業利益 4,834,197 3,008,408

営業外収益

（中略）

デリバティブ評価益 － 338,972

（中略）

営業外収益合計 782,047 1,566,075

営業外費用

（中略）

デリバティブ評価損 12,146 1,378

支払手数料 7,402 1,567

（中略）

その他 8,601 3,821

営業外費用合計 1,206,979 791,354

経常利益 4,409,265 3,783,130

（下略）



【訂正後】

（単位：千円）

以上

前事業年度

(自 平成23年11月１日

至 平成24年10月31日)

当事業年度

(自 平成24年11月１日

至 平成25年10月31日)

売上高 160,072,724 167,078,899

売上原価

商品期首たな卸高 3,603,439 3,498,795

当期商品仕入高 150,069,748 159,084,103

合計 153,673,188 162,582,899

他勘定振替高 160,748 52,553

商品期末たな卸高 3,498,795 4,767,753

商品評価損 △14,434 15,677

商品売上原価 149,999,210 157,778,269

売上総利益 10,073,514 9,300,629

販売費及び一般管理費

（中略）

販売費及び一般管理費合計 5,239,316 6,292,221

営業利益 4,834,197 3,008,408

営業外収益

（中略）

デリバティブ評価益 － 337,593

（中略）

営業外収益合計 782,047 1,564,696

営業外費用

（中略）

デリバティブ評価損 12,146 －

支払手数料 7,402 4,560

（中略）

その他 8,601 828

営業外費用合計 1,206,979 789,975

経常利益 4,409,265 3,783,130

（下略）


