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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第76期

第１四半期
連結累計期間

第77期
第１四半期
連結累計期間

第76期

会計期間
自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日

自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日

自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日

売上高 (千円) 11,801,831 12,398,713 49,251,928

経常利益又は経常損失(△) (千円) △64,521 49,735 428,531

四半期(当期)純利益
又は四半期純損失(△)

(千円) △36,410 38,373 158,970

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △39,682 85,525 169,756

純資産額 (千円) 10,622,127 10,544,598 10,707,571

総資産額 (千円) 33,101,765 33,763,920 31,995,130

１株当たり四半期(当期)純利益
金額又は１株当たり四半期純損
失金額(△)

(円) △3.01 3.17 13.14

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 32.1 31.2 33.5
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期(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。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。また、主

要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績の異常な変動等又は、前事業年度の有価証券報告書に記

載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動等から消費マイン

ドは低下傾向にありましたが、一部で持ち直しの動きも見えております。

　食品業界におきましては、円安基調の継続や輸入原材料の一段の高騰のほか、競争が継続していること等、厳しい

経営環境で推移いたしました。

このような環境のなかで、当社グループにおきましては、原材料の安定的な確保や、販売力の強化、生産効率の改

善に努めるとともに、お客様のニーズを捉えた商品開発、お客様への迅速な対応に努めてまいりました。その結果、

当第１四半期連結累計期間における売上高は、123億9千8百万円(前年同期比5.1％増)となりました。

利益面に関しましては、営業利益は3千万円(前年同期は営業損失7千4百万円）、経常利益は4千9百万円(前年同期は

経常損失6千4百万円)、四半期純利益は3千8百万円(前年同期は四半期純損失3千6百万円)となりました。

事業部門の区分別の売上高は、次のとおりであります。なお、当社グループの事業は単一セグメントであるため、

部門別により記載しております。

冷凍食品部門につきましては、畜肉フライ品等が増加した結果、96億1千6百万円(前年同期比4.8％増)となりまし

た。

日配食品部門につきましては、販売先の増加に伴い、20億3千7百万円(前年同期比11.2％増)となりました。

缶詰部門等につきましては、7億4千5百万円(前年同期比6.3％減)となりました。

 

(2) 財政状態の分析

資産につきましては、主に原材料が増加したこと等により、当第１四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年

度末に比べ17億6千8百万円増加し、337億6千3百万円となりました。

負債につきましては、主に買掛金が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ19億3千1百万円増加し、232億

1千9百万円となりました。

純資産につきましては、主に退職給付に関する会計基準等の適用に伴い利益剰余金が減少したこと等により、前連

結会計年度末に比べ1億6千2百万円減少し、105億4千4百万円となりました。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

 

(4) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は1億9千7百万円であります。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 24,000,000

計 24,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成26年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年８月８日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 12,102,660 12,102,660
東京証券取引所

JASDAQ
(スタンダード)

単元株式数は100株でありま
す。

計 12,102,660 12,102,660 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成26年４月１日～
平成26年６月30日

― 12,102,660 ― 1,474,633 ― 1,707,937
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、該当事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日(平成26年３月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

平成26年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式　　　4,100

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 12,090,200 120,902 ―

単元未満株式
普通株式　　　

8,360　
― ―

発行済株式総数 12,102,660 ― ―

総株主の議決権 ― 120,902 ―
 

(注)　１　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権20個)含ま

　　れております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式54株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成26年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有

株式数の割合(％)

(自己保有株式)
日東ベスト株式会社

山形県寒河江市幸町４－27 4,100 ― 4,100 0.03

計 ― 4,100 ― 4,100 0.03
 

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成26年４月１日から平成

26年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年６月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
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１ 【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26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,319,530 1,574,599

  受取手形及び売掛金 8,964,033 9,087,779

  有価証券 130,199 130,201

  商品及び製品 2,801,969 2,809,259

  仕掛品 233,459 267,613

  原材料及び貯蔵品 2,061,937 3,001,271

  その他 709,693 874,454

  貸倒引当金 △104,549 △112,159

  流動資産合計 16,116,272 17,633,020

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 5,081,798 5,010,677

   機械装置及び運搬具（純額） 3,939,005 3,863,939

   土地 3,407,035 3,421,953

   その他（純額） 108,165 386,744

   有形固定資産合計 12,536,004 12,683,315

  無形固定資産 131,396 119,390

  投資その他の資産   

   その他 3,212,897 3,329,483

   貸倒引当金 △1,440 △1,290

   投資その他の資産合計 3,211,457 3,328,193

  固定資産合計 15,878,857 16,130,900

 資産合計 31,995,130 33,763,920

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 6,756,605 7,901,428

  短期借入金 4,010,000 4,310,000

  未払法人税等 38,604 112,487

  賞与引当金 407,270 140,744

  その他 4,376,454 5,142,519

  流動負債合計 15,588,934 17,607,179

 固定負債   

  長期借入金 2,913,100 2,752,800

  役員退職慰労引当金 263,201 268,565

  退職給付に係る負債 1,408,957 1,539,117

  その他 1,113,365 1,051,659

  固定負債合計 5,698,624 5,612,142

 負債合計 21,287,559 23,219,321
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           (単位：千円)

          前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,474,633 1,474,633

  資本剰余金 1,707,937 1,707,937

  利益剰余金 7,435,079 7,224,954

  自己株式 △3,875 △3,875

  株主資本合計 10,613,775 10,403,649

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 217,752 258,617

  退職給付に係る調整累計額 △123,956 △117,669

  その他の包括利益累計額合計 93,796 140,948

 純資産合計 10,707,571 10,544,598

負債純資産合計 31,995,130 33,763,920
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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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 11,801,831 12,398,713

売上原価 9,743,110 10,192,484

売上総利益 2,058,720 2,206,229

販売費及び一般管理費 2,133,325 2,175,668

営業利益又は営業損失（△） △74,604 30,561

営業外収益   

 受取利息 342 315

 受取配当金 9,669 9,057

 持分法による投資利益 11,318 26,397

 その他 11,824 6,800

 営業外収益合計 33,154 42,570

営業外費用   

 支払利息 21,727 23,106

 その他 1,345 289

 営業外費用合計 23,072 23,396

経常利益又は経常損失（△） △64,521 49,735

特別利益   

 固定資産売却益 6,467 47

 投資有価証券売却益 10,837 310

 特別利益合計 17,305 358

特別損失   

 固定資産除却損 6,198 2,216

 その他 1,304 110

 特別損失合計 7,502 2,327

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△54,718 47,766

法人税、住民税及び事業税 87,037 110,382

法人税等調整額 △105,345 △100,989

法人税等合計 △18,308 9,393

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△36,410 38,373

四半期純利益又は四半期純損失（△） △36,410 38,373
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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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△36,410 38,373

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △3,166 40,619

 退職給付に係る調整額 - 6,287

 持分法適用会社に対する持分相当額 △105 246

 その他の包括利益合計 △3,272 47,152

四半期包括利益 △39,682 85,525

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △39,682 85,525

 少数株主に係る四半期包括利益 - -
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 

 (会計方針の変更等)

　　　　　                　     　　 当第１四半期連結累計期間
　　　　　　　　　　　　　　　（自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日）
(会計方針の変更)
「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及

び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日。以下「退職給付適用
指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当第１
四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を
期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について従業員の
平均残存勤務期間に近似した年数とする方法から退職給付の支払見込期間ごとに設定された複数の割引率を使用する
方法へ変更いたしました。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１四半期

連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減してお
ります。
この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が158,948千円増加し、利益剰余金が103,316千

円減少しております。また、当第１四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期

連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む)は、次のとおりであります。

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

減価償却費 308,869千円 314,084千円
 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日)

１．配当金支払額

 

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 配当の原資

平成25年６月26日
定時株主総会

普通株式 145,183 12.00 平成25年３月31日 平成25年６月27日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

当第１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

１．配当金支払額

 

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 配当の原資

平成26年６月26日
定時株主総会

普通株式 145,182 12.00 平成26年３月31日 平成26年６月27日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日)及び当第１四半期連結累計期間(自　平

成26年４月１日　至　平成26年６月30日)

当社グループの事業は、食品の製造販売並びにこれらの付帯事業の単一セグメントであるため、記載を省略して

おります。

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△)及び算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。

 

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

   １株当たり四半期純利益金額
   又は１株当たり四半期純損失金額(△)

△3円01銭 3円17銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純利益又は四半期純損失(△)(千円) △36,410 38,373

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

   普通株式に係る四半期純利益金額
   又は四半期純損失金額(△)(千円)

△36,410 38,373

   普通株式の期中平均株式数(株) 12,098,577 12,098,506
 

　(注)　潜在株式調整後１株当たり四半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。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

平成26年８月８日

日東ベスト株式会社

取締役会  御中

　

新日本有限責任監査法人
 

　
 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   押   野   正   德   印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   髙   橋   和   典   印

 

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日東ベスト株式

会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成26年４月１日から平

成26年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年６月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期

レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日東ベスト株式会社及び連結子会社の平成26年６月30日現在の財

政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ

ての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

　
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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