
第35期定時株主総会招集ご通知に際しての

インターネット開示事項

連結株主資本等変動計算書

連 結 注 記 表

株主資本等変動計算書

個 別 注 記 表

（2019年11月１日から2020年10月31日まで）

株式会社  神戸物産

連結株主資本等変動計算書及び連結注記表並びに株主資本等変動計算書及び

個別注記表につきましては、法令及び定款第14条に基づき、インターネット上

の当社ウェブサイト（アドレスhttps://www.kobebussan.co.jp/）に掲載する

ことにより株主の皆様に提供しております。



連結株主資本等変動計算書

( 2019年11月１日から
2020年10月31日まで )

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当期首残高 64 8,405 47,118 △9,641 45,946

当期変動額

剰余金の配当 △2,150 △2,150

親会社株主に帰属する
当期純利益

15,047 15,047

自己株式の処分 133 175 309

連結除外に伴う利益剰
余金増加額

228 228

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

－

当期変動額合計 － 133 13,124 175 13,434

当期末残高 64 8,539 60,243 △9,465 59,380

その他の包括利益累計額

新 株 予 約 権
非支配
株主持分

純 資 産 合 計
その他有価証
券評価差額金

為替換算
調整勘定

その他の
包括利益

累計額合計

当期首残高 △1 △1,672 △1,673 787 5,507 50,568

当期変動額

剰余金の配当 － △2,150

親会社株主に帰属する
当期純利益

－ 15,047

自己株式の処分 － 309

連結除外に伴う利益剰
余金増加額

－ 228

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

14 37 51 722 △5,507 △4,733

当期変動額合計 14 37 51 722 △5,507 8,700

当期末残高 13 △1,634 △1,621 1,510 － 59,268

注：記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記)

1.連結の範囲に関する事項

（1）連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

連結子会社の数  23社

主要な連結子会社の名称   秦食品㈱

㈱グリーンポートリー

㈱朝びき若鶏

（連結範囲の変更）

当連結会計年度において、㈱クックイノベンチャーの全株式を譲渡したこと及び当社か

ら派遣していた役員の退任等により支配を喪失したため、2020年４月１日をみなし売却日

として㈱クックイノベンチャー、㈱ジー・コミュニケーション、㈱ジー・テイスト及びそ

の他連結子会社11社を連結の範囲から除外しております。

（2）非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由

主要な非連結子会社の名称  ㈱銀座とよだ

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、いずれも連結計算書類に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要性がないため、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

持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称及び持分法を適用しない理由

主要な非連結子会社及び関連会社の名称

（非連結子会社）  ㈱銀座とよだ

持分法を適用しない理由

持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社については、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計算

書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の範囲から

除外しております。
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3.連結子会社の事業年度等に関する事項

<決算日12月31日>

㈱神戸物産エコグリーン北海道、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、KOBE BUSSAN EGYPT Limited Partnership

<決算日１月31日>

珈琲まめ工房㈱

<決算日３月31日>

関原酒造㈱

<決算日５月31日>

豊田乳業㈱

<決算日７月31日>

㈱朝びき若鶏、KOBE BUSSAN USA,INC.、J.J.DINING,INC.、KB GLOBAL PARTNERS,INC.

<決算日９月30日>

㈱オースターフーズ、㈱ターメルトフーズ、秦食品㈱、㈱マスゼン、㈱肉の太公、㈱麦パ

ン工房、宮城製粉㈱、Kobebussan Myanmar Co.,Ltd.

<決算日10月31日>

㈱神戸物産フーズ、㈱グリーンポートリー、菊川㈱

連結計算書類の作成に当たって、㈱オースターフーズ、㈱ターメルトフーズ、秦食品㈱、

㈱マスゼン、㈱肉の太公、㈱麦パン工房、宮城製粉㈱、KOBE BUSSAN USA,INC.、

J.J.DINING,INC.、KB GLOBAL PARTNERS,INC.については、各社の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、大連福来休食品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、㈱神戸物産エコグリーン北海道、関原酒造㈱ついては９月30日現在、珈琲まめ工房㈱、

豊田乳業㈱、㈱朝びき若鶏及びKobebussan Myanmar Co.,Ltd.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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4.会計方針に関する事項

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）を採用しております。

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。

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。

②デリバティブ

時価法によっております。

③たな卸資産

商品

主として個別法による原価法（貸借対照表価額について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。

直営店の商品

主として売価還元法による原価法（貸借対照表価額について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。

製品・仕掛品・原材料

主として総平均法による原価法（貸借対照表価額について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。

貯蔵品

主として 終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額について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。

（2）重要な減価償却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）

当社及び国内連結子会社は主として定率法（1998年４月１日以降に取得した建物（附属

設備を除く）及び2016年４月１日以降に取得した建物附属設備、構築物については定額法）、

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。

建物及び構築物      ３～39年

機械装置及び運搬具  ２～17年

②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）による定額法によっております。

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。
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（3）重要な引当金の計上基準

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。

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連結会計年度の負担額を

計上しております。

③店舗閉鎖損失引当金

店舗閉鎖に伴い発生する損失に備えるため、合理的に見込まれる損失額を計上しており

ます。

④役員株式給付引当金

役員向け株式交付信託による当社株式の交付に備えるため、社内規程に基づき、各取締

役に付与したポイントに応じた株式の支給見込額を計上しております。

（4）その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①重要な外貨建の資産また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。

②重要なヘッジ会計の方法

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ものについては、特例処

理を採用しております。

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。

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。

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ものについては、有効性の評価を省略しております。

③のれんの償却に関する事項

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。
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④退職給付に係る会計処理の方法

退職給付に係る負債は、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見

込額に基づき、退職給付債務の額を計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属

させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時において費用処理しております。

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、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用いた簡便法を適用しております。

⑤消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

（表示方法の変更）

（連結損益計算書）

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取保険金」（当連

結会計年度31百万円）は、金額的重要性が低下したため、当連結会計年度より「その他」に含

めて表示しております。

(連結貸借対照表に関する注記)

1.有形固定資産の減価償却累計額 20,067百万円

2.担保に供されている資産

現金及び預金

投資その他の資産「その他」(定期預金)

計

167百万円

3百万円

170百万円

上記資産は、未払金０百万円、宮城県大規模開発行為に関連して167百万円を担保に供して

おります。
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（連結損益計算書に関する注記）

＜減損損失＞

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。

（単位：百万円）

場所 用途 種類 金額

北海道地域 店舗

（５店舗）

建物及び構築物 53

機械装置及び運搬具 0

その他（有形固定資産） 1

その他（無形固定資産） 0

事務所 建物及び構築物 2

その他（有形固定資産） 0

東北地域 店舗

（27店舗）

建物及び構築物 119

機械装置及び運搬具 0

その他（有形固定資産） 3

その他（無形固定資産） 1

漁業 機械装置及び運搬具 9

その他（投資その他の資産） 2

関東地域 店舗

（36店舗）

建物及び構築物 479

機械装置及び運搬具 0

その他（有形固定資産） 10

リース資産 8

その他（投資その他の資産） 6

東海地域 店舗

（９店舗）

建物及び構築物 97

その他（有形固定資産） 4

その他（投資その他の資産） 25

工場 建物及び構築物 13

機械装置及び運搬具 9

リース資産 0

中部地域 店舗

（10店舗）

建物及び構築物 121

その他（有形固定資産） 2

リース資産 4

その他（無形固定資産） 0

関西地域 店舗

（７店舗）

建物及び構築物 23

その他（有形固定資産） 2

工場 建物及び構築物 9

機械装置及び運搬具 68

製造設備 建設仮勘定 9

中国地域 店舗

（７店舗）

建物及び構築物 59

四国地域 店舗

（３店舗）

建物及び構築物 5

その他（有形固定資産） 0

九州地域 店舗

（４店舗）

建物及び構築物 64

のれん のれん 279

合計 1,503

－ 7 －



当社グループは原則として、事業用資産については、店舗・工場等の単位を基礎にグルーピ

ングを行っており、投資不動産、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。

営業活動から生ずる損益が継続してマイナスまたはマイナスとなる見込みである資産グル

ープ、並びに移転または閉鎖することが決定しており、除却資産等が生ずることが確実な資産

グループについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、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、回収可能価額は正味売却価額あるいは使用価値により測定しております。正味売却価

額は、処分見込価額を基に算定した金額により評価しており、使用価値は将来キャッシュ・フ

ローに基づく金額により評価しております。また、将来キャッシュ・フローに基づく金額がマ

イナスの場合は、回収可能価額は零と算定しております。

(連結株主資本等変動計算書に関する注記)

1.当連結会計年度の末日における発行済株式の総数    普通株式    136,800,000株

2.剰余金の配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議
株式の
種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2020年１月30日

定時株主総会
普通株式 2,150 40 2019年10月31日 2020年１月31日

(注)1.2020年１月30日定時株主総会決議による配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保

有する自社の株式に対する配当金１百万円を含めております。

2.当社は、2019年11月１日付で、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行いました

が、１株当たり配当額については、基準日が2019年10月31日であるため、株式分割前の

金額を記載しております。

（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になる

もの

2021年１月28日開催の定時株主総会の議案として、配当に関する事項を次のとおり提案し

ております。

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

普通株式 3,242 利益剰余金 30 2020年10月31日 2021年１月29日

(注)1.2021年１月28日定時株主総会決議による配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保

有する自社の株式に対する配当金２百万円を含めております。

2.当社は、2020年11月１日付で、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行いました

が、１株当たり配当額については、基準日が2020年10月31日であるため、株式分割前の

金額を記載しております。

3.当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目

的となる株式の種類及び数                         普通株式    1,174,400株
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(金融商品に関する注記)

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及び安全性の高い金融資産に限定し、

また、資金調達については銀行借入及び社債発行による方針です。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

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客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。

投資有価証券のうち時価のあるものは、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、

定期的に時価を把握する体制としております。また時価のないものは、信用リスクに晒さ

れておりますが、１年ごと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ヶ月以内に決済されます。その一部に外貨

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年内返済予定の長期借入金を除く）は主に運転資金に係

る資金調達であり、長期借入金は主に当社及び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。
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2.金融商品の時価等に関する事項

2020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含まれ

ておりません（（注2）参照）。

連結貸借対照表
計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

(1)現金及び預金 69,810 69,810 －

(2)受取手形及び売掛金 17,546

貸倒引当金 △14

17,531 17,531 －

(3)投資有価証券

その他有価証券 1,949 1,949 －

(4)敷金及び保証金 219

貸倒引当金 △56

163 163 0

(5)買掛金 22,161 22,161 －

(6)未払法人税等 4,812 4,812 －

(7)長期借入金(*) 49,289 49,351 61

(8)デリバティブ取引 83 83 －

(＊)短期借入金として表示している１年内返済予定の長期借入金14,598百万円については、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、（2）受取手形及び売掛金

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。なお、売掛金に対応する貸倒引当金は控除しております。

（3）投資有価証券

投資有価証券の時価について、株式は取引所の価格によっております。

（4）敷金及び保証金

敷金及び保証金の時価は一定期間ごとに分類し、将来キャッシュ・フローを国債の利回り

等適切な指標で割り引いた現在価値により算定しております。なお、保証金に対応する貸倒

引当金は控除しております。

（5）買掛金、（6）未払法人税等

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。
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（7）長期借入金

社債及び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(8)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。

（8）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：取引の対象物の種類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。

区分 取引の種類
契約額等
(百万円)

契約額等の
うち１年超
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

市場取引

以外の取引

為替予約取引

買建 　　　4,619 　　　3,449 　　　　　83 　　　　　83

米ドル

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。

ヘッジ会計
の方法

デリバティブ
取引の種類等

主なヘッジ対象

契約額等(百万円)

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 12,315 4,782 (＊)

(＊)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

理されているため、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(7)

参照)。

(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分
連結貸借対照表計上額

(百万円)

非上場株式(※1) 27

敷金及び保証金(※2) 136

預り保証金(※3) 6,048

(※1)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる

ことから、(3)投資有価証券には含まれておりません。

(※2)敷金及び保証金のうち、将来キャッシュ・フローを合理的に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ものについては、(4)敷金及び保証金には含めてお

りません。
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(※3)預り保証金については、将来キャッシュ・フローを合理的に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ことから、上表には含めておりません。

(注3)金銭債権の連結決算日後の償還予定額

１年以内
(百万円)

１年超
５年以内
(百万円)

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

現金及び預金 69,810 － － －

受取手形及び売掛金 17,546 － － －

敷金及び保証金 38 107 5 12

合計 87,395 107 5 12

(注4)社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

１年以内
(百万円)

１年超
５年以内
(百万円)

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

長期借入金 14,598 30,940 3,750 －

合計 14,598 30,940 3,750 －

(賃貸等不動産に関する注記)

重要性がないため記載を省略しております。

(企業結合に関する注記)

<子会社株式の売却>

当連結会計年度において、㈱クックイノベンチャーの全株式を譲渡したこと及び当社

から派遣していた役員の退任等により支配を喪失したため、2020年４月１日をみなし売却

日として㈱クックイノベンチャー、㈱ジー・コミュニケーション、㈱ジー・テイスト及びそ

の他連結子会社11社を連結の範囲から除外しております。

1.株式売却の概要

（1）子会社の名称及び事業内容

名称　　　　㈱クックイノベンチャー

事業内容　　外食事業を主に行う㈱ジー・コミュニケーションの持株会社

（2）売却先の名称

㈱クックイノベンチャー及び同社代表取締役社長杉本英雄

（3）売却を行った主な理由

当社は、㈱クックイノベンチャー及び㈱ジー・コミュニケーションを含むグループ会

社へ食材提供や財務基盤の安定を図り、管理部門の結合や効率化、不採算事業の整理等

により、一定の成果を得ることができました。また、金融機関からの独自の資金調達も

進み、㈱クックイノベンチャー及び㈱ジー・コミュニケーションを含むグループ会社が

自らの経営判断で事業を拡大することが可能になったと考え株式譲渡を行いました。
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（4）株式売却日

2020年６月30日

（5）法的形式を含むその他取引の概要に関する事項

受取対価を現金等の財産のみとする株式の売却

2.実施した会計処理の概要

（1）移転損益の金額

関係会社株式売却益　　245百万円

（2）移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳

流動資産 7,326百万円

固定資産 14,659百万円

資産合計 21,985百万円

流動負債 5,598百万円

固定負債 9,986百万円

負債合計 15,584百万円

（3）会計処理

連結上の帳簿価額と株式売却価額との差額を特別利益の「関係会社株式売却益」に計上

しております。

3.子会社が含まれていた報告セグメントの名称

クックイノベンチャー事業

4.当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額

売上高　　　15,772百万円

営業利益　　　 379百万円

5.継続的関与の主な概要

当社は、2020年10月31日現在、㈱クックイノベンチャーに対して貸付金2,315百万円を有

しております。また、㈱ジー・テイストの株式を投資有価証券として1,949百万円保有して

おります。
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(１株当たり情報に関する注記)

1.１株当たり純資産額 267円42銭

2.１株当たり当期純利益 69円86銭

(注)1.2020年11月１日付で普通株式について１株につき２株の割合で株式分割を行っておりま

す。当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、「１株当たり純資産額」

及び「１株当たり当期純利益」を算定しております。

2.役員向け株式交付信託口が保有する当社株式を、「１株当たり純資産額」の算定上、期

末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております（当連結会計年度末176,000株

（株式分割後））。また、「１株当たり当期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算

において控除する自己株式に含めております（当連結会計年度176,000株（株式分割

後））。

（重要な後発事象）

2020年９月24日開催の当社取締役会決議に基づき、2020年11月１日付で株式分割を行ってお

ります。

1.株式分割の目的

株式分割により投資単位の水準を引き下げることにより、当社株式の流動性の向上及び投

資家層の更なる拡大を図ることを目的としております。

2.株式分割の概要

（1）株式分割の方法

2020年10月31日を基準日として、同日 終の株主名簿に記載または記録された株主の

所有する普通株式を、１株につき２株の割合をもって分割いたしました。

（2）株式分割により増加する株式数

① 株式分割前の発行済株式総数   136,800,000株

② 株式分割により増加する株式数 136,800,000株

③ 株式分割後の発行済株式総数   273,600,000株

④ 株式分割後の発行可能株式総数 512,000,000株

3.株式分割の日程

基準日公告  2020年10月16日

基準日      2020年10月31日

効力発生日  2020年11月１日

4.１株当たり情報に及ぼす影響

当該株式分割が当連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の１株当たり情報は、

(１株当たり情報に関する注記)に記載しております。
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株主資本等変動計算書

( 2019年11月１日から
2020年10月31日まで )

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

そ　の　他
資本剰余金

資本剰余金
合　　　計

利益準備金
そ の 他 利 益 剰 余 金

利益剰余金
合　　　計特別償却

準備金
別途積立金

繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 64 8,413 8,413 16 350 7 39,804 40,178

当 期 変 動 額

特別償却準備
金 の 取 崩

－ △71 71 －

剰余金の配当 － △2,150 △2,150

当 期 純 利 益 － 12,381 12,381

自 己 株 式 の
処 分

133 133 －

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額(純 額)

－ －

当期変動額合計 － 133 133 － △71 － 10,302 10,230

当 期 末 残 高 64 8,547 8,547 16 278 7 50,107 50,409

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
新 株 予 約 権 純 資 産 合 計

自 己 株 式 株主資本合計
その他有価証
券評価差額金

評価・換算差額
等 合 計

当 期 首 残 高 △9,641 39,015 － － 744 39,759

当 期 変 動 額

特別償却準備
金 の 取 崩

－ － －

剰余金の配当 △2,150 － △2,150

当 期 純 利 益 12,381 － 12,381

自 己 株 式 の
処 分

175 309 － 309

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額(純 額)

－ 13 13 765 778

当期変動額合計 175 10,539 13 13 765 11,318

当 期 末 残 高 △9,465 49,555 13 13 1,510 51,078

注：記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.資産の評価基準及び評価方法

（1）有価証券

①子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

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。

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。

（2）デリバティブ

時価法によっております。

（3）たな卸資産

①商品

個別法による原価法(貸借対照表価額について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。

②直営店の商品

売価還元法による原価法(貸借対照表価額について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。

③製品・仕掛品・原材料

総平均法による原価法(貸借対照表価額について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。

④貯蔵品

終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額について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。

2.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、1998年４月１日以降に取得した建物(附属設備を除

く)及び2016年４月１日以降に取得した建物附属設備、構築物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                   ３～39年

機械及び装置           ４～17年

工具、器具及び備品     ２～20年

（2）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)による定額法によっております。

（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。
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3.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。

（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事業年度に負担する額を

計上しております。

（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の見込額に基づき

計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる

方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時において費用処理しております。

（4）役員株式給付引当金

役員向け株式交付信託による当社株式の交付に備えるため、社内規程に基づき、各取締

役に付与したポイントに応じた株式の支給見込額を計上しております。

4.ヘッジ会計の方法

（1）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ものについては、特例処理

を採用しております。

（2）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。

（3）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。

（4）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ものについては、有効性の評価を省略しております。

5.その他計算書類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。
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(貸借対照表に関する注記)

1.有形固定資産の減価償却累計額 6,830百万円

2.担保に供されている資産

現金及び預金

計

167百万円

167百万円

3.保証債務

下記の関係会社の仕入債務及び酒税債務に対し、連帯保証を行っております。

関原酒造㈱

計

56百万円

56百万円

4.関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

(区分掲記したものを除く)

短期金銭債権

短期金銭債務

1,063百万円

3,590百万円

(損益計算書に関する注記)

関係会社との取引高

売上高 14,764百万円

仕入高 36,206百万円

その他の営業取引高 74百万円

営業取引以外の取引高 2,380百万円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

自己株式の数に関する事項

株式の種類
当事業年度期首

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)

普通株式 29,344,632 0 537,600 28,807,032

合計 29,344,632 0 537,600 28,807,032

(注)1.当事業年度末株式数には役員向け株式交付信託が保有する自社の株式88,000株を含めて

おります。

2.普通株式の当期の減少はストック・オプションの行使(537,600株)によるものです。

3.2020年11月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、自己

株式等に記載している事項は、当該株式分割前の株式数を基準としております。
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(税効果会計に関する注記)

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

未払事業税 362百万円

賞与引当金 54百万円

役員株式給付引当金 13百万円

減価償却超過額 12百万円

退職給付引当金 136百万円

事業撤退損 183百万円

たな卸資産評価損 171百万円

貸倒引当金繰入超過額 951百万円

減損損失 594百万円

資産除去債務 53百万円

未計上の関係会社受取利息 85百万円

その他 127百万円

繰延税金資産合計 2,747百万円

繰延税金負債

特別償却準備金 △146百万円

資産除去債務に対応する除去費用 △24百万円

　その他有価証券評価差額金 △6百万円

繰延税金負債合計 △177百万円

繰延税金資産の純額 2,569百万円
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(関連当事者との取引に関する注記)

子会社及び関連会社等

種類 会社等の名称
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
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社

㈱神戸物産
エコグリー
ン北海道

49.6
[42.1]

兼任
２名

農産物
の生産

資金の貸付
(注）1

－

関係会社
長期貸付金

3,999資金の回収 －

利息の受取
(注）2

－

秦食品㈱ 100.0
兼任
２名

PB商品
の製造

資金の貸付
(注）1

－
関係会社
短期貸付金

660

資金の回収 649
関係会社
長期貸付金

3,190利息の受取
(注）2

65

㈱グリーン
ポートリー

100.0
兼任
１名

PB商品
の製造

資金の貸付
(注）1

500
関係会社
短期貸付金

156

資金の回収 153
関係会社
長期貸付金

2,380利息の受取
(注）2

37

豊田乳業㈱ 100.0
兼任
２名

PB商品
の製造

資金の貸付
(注）1

80
関係会社
短期貸付金

101

資金の回収 97
関係会社
長期貸付金

1,506利息の受取
(注）2

24

宮城製粉㈱ 100.0
兼任
２名

PB商品
の製造

資金の貸付
(注）1

260
関係会社
短期貸付金

241

資金の回収 236
関係会社
長期貸付金

1,862利息の受取
(注）2

32
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種類 会社等の名称
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
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社

㈱朝びき若鶏 100.0
兼任
２名

PB商品
の製造

資金の貸付
(注）1

－
関係会社
短期貸付金

159

資金の回収 156
関係会社
長期貸付金

2,096
利息の受取

(注）2
35

㈱麦パン工房 100.0
兼任
１名

PB商品
の製造

資金の貸付
(注）1

1,900
関係会社
短期貸付金

263

資金の回収 203
関係会社
長期貸付金

3,360
利息の受取

(注）2
42

㈱ターメル
トフーズ

100.0
兼任
２名

PB商品
の製造

資金の貸付
(注）1

1,700
関係会社
短期貸付金

51

資金の回収 17
関係会社
長期貸付金

1,782
利息の受取

(注）2
12

㈱クックイノ
ベンチャー
（注）5

45.5
兼任
１名

子会社の
持株会社

資金の貸付
(注）1

－

関係会社
短期貸付金

2,315資金の回収 －

利息の受取
(注）2

12

㈱ジー・コミ
ュニケーシ
ョン
（注）5

100.0
(100.0)

－
外食事業
の展開

社債の売却 2,000 　　－ －

(注）1.子会社への貸付金に対し、2,715百万円の貸倒引当金を計上しております。また、当事業

年度において９百万円の貸倒引当金戻入益を計上しております。

2.貸付金に関しては市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。また、担保は

受け入れておりません。なお、㈱神戸物産エコグリーン北海道については、財務状況の

悪化に伴い利息の受取を中止しております。

3.議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。

4.議決権の所有割合の［ ］内は、緊密な者等の所有割合で外数であります。

5.当事業年度において㈱クックイノベンチャーの全株式を譲渡したこと及び当社から派遣

していた役員の退任等により支配を喪失したため、2020年４月１日をもって㈱クックイ

ノベンチャー、㈱ジー・コミュニケーション、㈱ジー・テイスト及びその他連結子会社

は関連当事者に該当しなくなりました。このため、㈱クックイノベンチャー及び㈱ジー・

コミュニケーションの取引金額並びに期末残高は当該除外日の前日までの期間について

記載しております。
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(１株当たり情報に関する注記)

1.１株当たり純資産額 229円50銭

2.１株当たり当期純利益 57円48銭

(注）1.2020年11月１日付で普通株式について１株につき２株の割合で株式分割を行っておりま

す。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、「１株当たり純資産額」及

び「１株当たり当期純利益」を算定しております。

2.役員向け株式交付信託口が保有する当社株式を、「１株当たり純資産額」の算定上、期

末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております（当事業年度末176,000株（株

式分割後））。また、「１株当たり当期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算にお

いて控除する自己株式に含めております（当事業年度176,000株（株式分割後））。

(重要な後発事象)

2020年９月24日開催の当社取締役会決議に基づき、2020年11月１日付で株式分割を行ってお

ります。

1.株式分割の目的

株式分割により投資単位の水準を引き下げることにより、当社株式の流動性の向上及び

投資家層の更なる拡大を図ることを目的としております。

2.株式分割の概要

(1)株式分割の方法

2020年10月31日を基準日として、同日 終の株主名簿に記載または記録された株主の所

有する普通株式を、１株につき２株の割合をもって分割いたしました。

(2)株式分割により増加する株式数

① 株式分割前の発行済株式総数    136,800,000株

② 株式分割により増加する株式数  136,800,000株

③ 株式分割後の発行済株式総数    273,600,000株

④ 株式分割後の発行可能株式総数  512,000,000株

3.株式分割の日程

基準日公告  2020年10月16日

基準日      2020年10月31日

効力発生日  2020年11月１日

4.１株当たり情報に及ぼす影響

当該株式分割が当事業年度の期首に行われたと仮定した場合の１株当たり情報は、(１

株当たり情報に関する注記)に記載しております。
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