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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9月30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3月期第2四半期 23,486 0.3 116 48.4 173 47.5 103 102.5
24年3月期第2四半期 23,404 2.4 78 ― 117 ― 51 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 58百万円 （23.7％） 24年3月期第2四半期 47百万円 （―％）

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3月期第2四半期 8.57 ―
24年3月期第2四半期 4.23 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 32,160 10,507 32.7
24年3月期 31,733 10,594 33.4
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  10,507百万円 24年3月期  10,594百万円

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3月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 12.00 12.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 47,300 0.1 550 19.5 650 20.0 350 58.0 28.93



(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）  ：  無  

(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 

（注）「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細は、四半期決算短信（添付資料）3ページ「会計方
針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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おります。 

※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。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。 

※  注記事項

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   ：  有
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3月期2Q 12,102,660 株 24年3月期 12,102,660 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 4,076 株 24年3月期 4,011 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 12,098,628 株 24年3月期2Q 12,098,776 株



  

１. 当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………… 2 

(１) 連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………… 2 

(２) 連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………… 2 

(３) 連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………… 2 

２. サマリー情報(注記事項)に関する事項 ……………………………………………… 3 

(１) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………… 3 

(２) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………… 3 

(３) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………… 3 

３. 四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………… 4 

(１) 四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………… 4 

(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 ………………………… 6 

   四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………… 6 

   四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………………… 7 

(３) 継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………… 8 

(４) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………… 8 

  

○添付資料の目次

日東ベスト㈱(2877)　平成25年3月期　第2四半期決算短信

－ 1 －



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要を背景として緩やか

に持ち直しの動きが見られたものの、欧州債務問題を背景とした金融市場不安や海外経済の減速等、依

然として先行き不透明な状況となっております。 

食品業界におきましては、景気回復の遅れに伴う消費低迷により依然として低価格志向が継続してお

り、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、震災の影響を受けていた水産品を中心とす

る商品群の回復や、原材料の安定的な確保、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２四半期連結累計期間にお

ける売上高は、234億8千6百万円(前年同期比0.3％増)となりました。 

利益面に関しましては、製造経費の削減や材料価格が比較的安定して推移したこと等により、営業利

益は1億1千6百万円(前年同期比48.4％増)、経常利益は1億7千3百万円(前年同期比47.5％増)、四半期純

利益は1億3百万円(前年同期比102.5％増)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、183億7千9百万円(前年同期比1.4％増)となりました。 

日配食品部門につきましては、34億4千4百万円(前年同期比2.9％減)となりました。 

缶詰部門等につきましては、16億6千1百万円(前年同期比3.8％減)となりました。 

  

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２四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4億2千6百万円増加し、321億6千万円となりました。 

負債につきましては、主に支払手形及び買掛金並びに借入金が増加したこと等により、前連結会計年

度末に比べ5億1千3百万円増加し、216億5千2百万円となりました。 

純資産につきましては、主に利益剰余金及びその他有価証券評価差額金が減少したこと等により、前

連結会計年度末に比べ8千6百万円減少し、105億7百万円となりました。 

  

平成24年10月26日付当社「業績予想の修正に関するお知らせ」にて発表いたしました予想に変更はあ

りません。 

  

１．当四半期決算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

（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。 

  

該当事項はありません。 

  

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年4月1日

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

す。 

なお、これに伴う損益に与える影響は軽微であります。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,440,756 2,388,677

受取手形及び売掛金 9,200,433 9,137,342

有価証券 190,186 190,190

商品及び製品 2,864,238 2,770,051

仕掛品 262,140 296,494

原材料及び貯蔵品 1,344,781 1,940,426

その他 573,008 631,856

貸倒引当金 △102,684 △112,212

流動資産合計 16,772,860 17,242,826

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,112,401 5,060,745

機械装置及び運搬具（純額） 3,865,062 3,848,133

その他（純額） 2,718,287 2,762,438

有形固定資産合計 11,695,751 11,671,317

無形固定資産 159,537 143,544

投資その他の資産   

その他 3,244,203 3,105,269

貸倒引当金 △138,529 △2,158

投資その他の資産合計 3,105,673 3,103,110

固定資産合計 14,960,962 14,917,972

資産合計 31,733,823 32,160,798

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,083,631 7,407,656

短期借入金 3,410,000 3,110,000

未払法人税等 96,978 72,808

賞与引当金 435,201 444,590

その他 4,460,008 4,605,342

流動負債合計 15,485,819 15,640,397

固定負債   

長期借入金 2,771,500 3,237,300

退職給付引当金 1,495,316 1,457,561

役員退職慰労引当金 238,618 246,278

その他 1,147,999 1,071,432

固定負債合計 5,653,433 6,012,572

負債合計 21,139,253 21,652,969
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９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 7,289,294 7,247,827

自己株式 △3,759 △3,815

株主資本合計 10,468,106 10,426,582

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 126,463 81,246

その他の包括利益累計額合計 126,463 81,246

純資産合計 10,594,570 10,507,828

負債純資産合計 31,733,823 32,160,798
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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２四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 23,404,737 23,486,212

売上原価 19,105,612 19,144,910

売上総利益 4,299,124 4,341,302

販売費及び一般管理費 4,220,792 4,225,055

営業利益 78,331 116,247

営業外収益   

受取利息 604 714

受取配当金 12,536 11,616

持分法による投資利益 61,397 63,355

その他 17,536 31,694

営業外収益合計 92,075 107,380

営業外費用   

支払利息 52,086 48,322

その他 848 2,034

営業外費用合計 52,935 50,356

経常利益 117,471 173,271

特別利益   

固定資産売却益 771 5,757

特別利益合計 771 5,757

特別損失   

固定資産売却損 － 811

固定資産除却損 29,133 10,878

投資有価証券売却損 － 610

特別損失合計 29,133 12,300

税金等調整前四半期純利益 89,110 166,727

法人税、住民税及び事業税 34,146 65,326

法人税等調整額 3,739 △2,315

法人税等合計 37,886 63,011

少数株主損益調整前四半期純利益 51,223 103,716

四半期純利益 51,223 103,716
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 51,223 103,716

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,726 △45,852

持分法適用会社に対する持分相当額 788 635

その他の包括利益合計 △3,937 △45,217

四半期包括利益 47,285 58,499

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 47,285 58,499

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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