
   

 

 

   

 

 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無 
四半期決算説明会開催の有無    ： 無 

  

 

   

 

 
  

 
  

   

 

 
  

  

 
(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

  

 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 

  

 

平成23年3月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成22年8月12日

上 場 会 社 名 日東ベスト株式会社 上場取引所 JQ

コ ー ド 番 号 2877 URL http://www.nittobest.co.jp

代  表  者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 内田 淳
問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役 (氏名) 渡辺 豊 TEL 0237(86)2100

四半期報告書提出予定日 平成22年8月12日 配当支払開始予定日 ―

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年3月期第１四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日）

 (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3月期第１四半期 11,314 △2.7 △2 ― 4 ― △18 ―

22年3月期第１四半期 11,623 △4.1 △73 ― △59 ― △83 ―

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3月期第１四半期 △1 54 ―

22年3月期第１四半期 △6 88 ―

 (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

23年3月期第１四半期 30,343 10,377 34.2 857 72

22年3月期 29,679 10,557 35.6 872 55

(参考) 自己資本 23年3月期第１四半期 10,377百万円 22年3月期 10,557百万円

2. 配当の状況

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3月期 ― 0 00 ― 12 00 12 00

23年3月期 ―

23年3月期(予想) 0 00 ― 12 00 12 00

3. 平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3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)

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) 23,200 △0.6 350 ― 350 ― 200 ― 16 53

通期 46,600 0.3 750 53.9 750 38.0 440 48.4 36 37



 
(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。 

 
(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。 

 
(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。 

 
  

  

・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おりま

す。 

  

・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）2ページ「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「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年3月期１Ｑ 12,102,660株 22年3月期 12,102,660株

② 期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 3,561株 22年3月期 3,541株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 12,099,104株 22年3月期１Ｑ 12,099,286株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、輸出や生産の増加などにより一部の産業では収益

改善の動きが見られたものの、依然としてデフレから脱却できず、雇用と所得環境の改善も遅れている

ことなどから厳しい状況で推移いたしました。食品業界におきましても、消費者の低価格志向が続いて

おり、厳しい経営環境が継続いたしました。 

このような環境のなかで、当社グループにおきましては「快適な食生活の実現に役立つこと」を基本

姿勢として、品質・生産性の向上、新製品の開発、販売力の強化に努め、安全・安心な製品を供給いた

しました。しかしながら、消費低迷と価格競争の激化などから、当第１四半期連結会計期間における売

上高は113億1千4百万円(前期比2.7％減)となりました。 

利益面に関しましては、貸倒れの発生に伴い引当金繰入を計上した前期と比較して販売管理費が減少

したものの、市場環境の厳しさは依然として継続しているため、営業損失は2百万円(前期比7千1百万円

の減少)、経常利益は4百万円(前期比6千4百万円の増加)、四半期純損失は1千8百万円(前期比6千4百万

円の減少)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、88億2千1百万円(前期比3.8％減)となりました。 

日配食品部門につきましては、17億2千5百万円(前期比7.5％増)となりました。 

缶詰・その他製品部門等につきましては、7億6千8百万円(前期比9.9％減)となりました。 

  

資産につきましては、主に原材料及び有形固定資産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6億6千4百万円増加し、303億4千3百万円となりました。 

負債につきましては、主に支払手形及び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8

億4千3百万円増加し、199億6千6百万円となりました。 

純資産につきましては、主に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1億7千9

百万円減少し、103億7千7百万円となりました。 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第１四半期

連結会計期間末に比べ1億1千9百万円増加し、21億5千8百万円となりました。  

 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり

ます。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果得られた資金は、7億9千1百万円となり、前年同期に比べ9億8千7百万円減少いたし

ました。これは主に、たな卸資産が増加したこと等によるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は、1億5千5百万円となり、前年同期に比べ1億9千2百万円減少いたし

ました。これは主に、有形固定資産の取得のための支出等の減少によるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果使用した資金は、5億7百万円となり、前年同期に比べ3億4千万円減少いたしまし

た。これは主に、短期借入金の増加等によるものであります。 

  

平成22年5月14日付当社「平成22年3月期決算短信」にて発表いたしました予想に変更はありません。

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

① 資産、負債及び純資産の状況

② キャッシュ・フローの状況

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

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

地棚卸高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。また、棚卸資産の簿価切下

げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方

法によっております。 

法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方

法によっております。また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経

営環境等に著しい変化がなく、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合に

は、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法に

よっており、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化があるか、又は、一時差異等の発生状況

に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

  

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。 

これに伴う損益に与える影響はありません。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

① 棚卸資産の評価方法

② 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

① 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用
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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22年６月30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３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,895,527 1,767,407

受取手形及び売掛金 7,931,476 8,250,793

有価証券 262,578 262,563

商品及び製品 2,809,949 2,842,439

仕掛品 269,463 255,466

原材料及び貯蔵品 1,559,874 1,001,366

その他 806,199 620,518

貸倒引当金 △85,872 △85,912

流動資産合計 15,449,196 14,914,642

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,195,623 5,145,792

機械装置及び運搬具（純額） 3,690,438 3,684,030

その他（純額） 2,811,993 2,710,592

有形固定資産合計 11,698,056 11,540,415

無形固定資産 173,456 184,120

投資その他の資産

その他 3,184,301 3,201,406

貸倒引当金 △161,243 △161,393

投資その他の資産合計 3,023,058 3,040,012

固定資産合計 14,894,571 14,764,547

資産合計 30,343,768 29,679,190

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,791,018 6,098,339

短期借入金 2,610,000 2,510,000

未払法人税等 148,480 145,172

賞与引当金 744,093 430,385

その他 4,177,356 4,127,816

流動負債合計 14,470,950 13,311,713

固定負債

長期借入金 2,152,000 2,428,200

退職給付引当金 1,456,217 1,445,365

役員退職慰労引当金 232,273 226,608

その他 1,654,642 1,710,261

固定負債合計 5,495,132 5,810,434

負債合計 19,966,083 19,122,148
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30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３月31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 7,046,101 7,209,890

自己株式 △3,419 △3,403

株主資本合計 10,225,252 10,389,058

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 152,432 167,984

評価・換算差額等合計 152,432 167,984

純資産合計 10,377,685 10,557,042

負債純資産合計 30,343,768 29,679,190
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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４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 11,623,632 11,314,919

売上原価 9,480,027 9,249,748

売上総利益 2,143,604 2,065,170

販売費及び一般管理費 2,217,121 2,067,506

営業損失（△） △73,516 △2,335

営業外収益

受取利息 268 310

受取配当金 9,777 10,904

持分法による投資利益 16,280 8,718

その他 18,091 14,975

営業外収益合計 44,418 34,909

営業外費用

支払利息 29,704 27,292

その他 1,087 834

営業外費用合計 30,792 28,126

経常利益又は経常損失（△） △59,890 4,446

特別利益

固定資産売却益 － 166

株式割当益 － 19,681

その他 － 189

特別利益合計 － 20,037

特別損失

固定資産売却損 153 －

固定資産除却損 13,211 13,509

投資有価証券評価損 － 25,715

その他 0 －

特別損失合計 13,364 39,224

税金等調整前四半期純損失（△） △73,254 △14,740

法人税、住民税及び事業税 142,405 142,507

法人税等調整額 △132,395 △138,647

法人税等合計 10,010 3,859

四半期純損失（△） △83,265 △18,599
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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４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30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損失（△） △73,254 △14,740

減価償却費 268,957 295,073

貸倒引当金の増減額（△は減少） 171,532 △189

賞与引当金の増減額（△は減少） 309,113 313,708

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,498 10,852

受取利息及び受取配当金 △10,046 △11,214

支払利息 29,704 27,292

投資有価証券評価損益（△は益） － 25,715

持分法による投資損益（△は益） △10,617 △92

固定資産除売却損益（△は益） 13,364 13,343

売上債権の増減額（△は増加） 429,182 319,316

たな卸資産の増減額（△は増加） 579,478 △540,014

仕入債務の増減額（△は減少） 170,743 694,781

その他 △49,416 △193,750

小計 1,839,241 940,080

利息及び配当金の受取額 10,046 11,214

利息の支払額 △27,581 △41,409

法人税等の支払額 △43,144 △118,693

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,778,561 791,193

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 △339,719 △151,574

有形固定資産の売却による収入 368 209

ソフトウエアの取得による支出 △4,269 △1,014

投資有価証券の取得による支出 △2,766 △2,770

投資有価証券の売却による収入 1 81

その他 △1,460 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △347,845 △155,068

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △300,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △325,200 △371,200

割賦債務の返済による支出 △95,615 △109,193

自己株式の取得による支出 △196 △16

配当金の支払額 △127,655 △127,384

財務活動によるキャッシュ・フロー △848,666 △507,793

現金及び現金同等物に係る換算差額 △324 △196

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 581,724 128,134

現金及び現金同等物の期首残高 1,456,877 2,029,971

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,038,601 2,158,105
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該当事項はありません。 

  

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。 

  

(追加情報) 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17

号 平成21年3月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準

適用指針第20号 平成20年3月21日)を適用しております。 

  

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) セグメント情報

(6) 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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