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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 11,623 △4.1 △73 ― △59 ― △83 ―
21年3月期第1四半期 12,124 ― 133 ― 165 ― 91 ―

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

22年3月期第1四半期 △6.88 ―
21年3月期第1四半期 7.60 ―

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

22年3月期第1四半期 30,370 10,219 33.7 844.68
21年3月期 29,952 10,401 34.7 859.68

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  10,219百万円 21年3月期  10,401百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 12.00 12.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期 
連結累計期間

24,000 △2.2 330 253.1 380 154.3 190 124.6 15.70

通期 50,000 1.8 940 153.5 1,000 130.4 500 169.1 41.32

－ 1 －



4.  その他 
(1) 期中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) 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  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 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（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もの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成しており、実際の業績は様々な要因により予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関す
る事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 12,102,660株 21年3月期  12,102,660株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  3,477株 21年3月期  3,247株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 12,099,286株 21年3月期第1四半期 12,100,431株

－ 2 －



 

・定性的情報・財務諸表等 
１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な景気減速の影響に伴う企業収益の悪化と、それに伴

う設備投資の減少、雇用や所得不安による個人消費の低迷など、極めて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、消費者の生活防衛意識の高まりから低価格志向が一層強まりを見せるなど、厳しい経営環境が継

続しました。 

 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、

生産性の向上、新製品の開発､販売力の強化に努め、品質にこだわるとともに安全・安心な製品を供給いたしまし

た。しかしながら、消費の低迷と低価格志向の高まりから、当第１四半期連結会計期間における売上高は116 億 2

千3百万円（前期比4.1％減）となりました。 

 利益面に関しましては、生産部門・管理部門でのＮＢＳ活動（日東ベストサバイバル活動：５Ｓを基本としたム

ダ取り活動）を継続しておりますが、売上高の減少及び一部の取引先による民事再生法の適用申請に伴い貸倒引当

金繰入として1億7千1百万円を計上していることから、営業利益は前第１四半期に比べ2億6百万円減少し、7千3百

万円の損失、経常利益は前第１四半期に比べ2億2千4百万円減少し、5千9百万円の損失、四半期純利益は前第１四

半期に比べ1億7千5百万円減少し、8千3百万円の損失となりました。 

 事業部門の区分別の売上高は、次のとおりであります。 

 冷凍食品部門につきましては、91億6千6百万円（前期比3.5％減）となりました。 

 日配食品部門につきましては、16億4百万円（前期比10.1％減）となりました。 

 缶詰・その他製品部門等につきましては、8億5千2百万円（前期比1.9％増）となりました。 

 

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 

 資産につきましては、主に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4億1千7百万円増加し、303億7千万円となりました。 

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

比べ5億9千9百万円増加し、201億5千万円となりました。 

 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 8 千 1 百万

円減少し、102億1千9百万円となりました。 

 (2) キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結累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１四半期連結累

計期間末に比べ3億2千8百万円減少し、20億3千8百万円となりました。 

 当第１四半期連結累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、17億 7千8百万円となり、前年同期に比べ6億3千8百万円増加いたしま

した。これは主に、たな卸資産の増減額が前第１四半期連結累計期間は増加であったものが当第１四半期連結

累計期間においては減少となったことにより11億1千1百万円増加し、売上債権の減少額が3億2千2百万円

上回ったこと、並びに仕入債務の増加額が10億円下回っ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、3億4千7百万円となり、前年同期に比べ3億2千4百万円増加いたしまし

た。これは主に、有形固定資産の取得のための支出等の増加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、8億4千8百万円となり、前年同期に比べ1億8千6百万円増加いたしまし

た。これは主に、借入金の返済による支出等の増加によるものであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期の業績は記載のとおり前第１四半期に比べ減益となっておりますが、売上が回復基調であることや

生産コスト低減活動を継続していること、また、新製品の投入や新設備の稼動を予定していることから、平成 21

年5月14日付当社「平成21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。 
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４．その他 
 (1) 期中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） 
   該当事項はありません。 
 (2) 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 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②棚卸資産の評価方法 

 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。 

③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 

 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。 

 (3) 四半期連結財務諸表の作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

   該当事項はありません。 
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5.【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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,776,095 1,194,403

受取手形及び売掛金 8,187,900 8,617,083

有価証券 262,506 262,474

商品及び製品 2,728,619 2,827,253

仕掛品 246,442 221,406

原材料及び貯蔵品 1,515,739 2,021,621

その他 799,035 644,965

貸倒引当金 △27,094 △27,053

流動資産合計 15,489,245 15,762,154

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,061,691 4,903,763

機械装置及び運搬具（純額） 3,580,232 3,382,313

その他（純額） 3,066,920 2,798,516

有形固定資産合計 11,708,844 11,084,593

無形固定資産 184,802 186,342

投資その他の資産   

その他 3,162,817 2,923,269

貸倒引当金 △175,667 △4,175

投資その他の資産合計 2,987,149 2,919,093

固定資産合計 14,880,796 14,190,029

資産合計 30,370,042 29,952,183

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,999,345 5,828,602

短期借入金 2,810,000 3,110,000

未払法人税等 151,543 63,862

賞与引当金 730,736 421,623

その他 4,563,082 3,872,202

流動負債合計 14,254,708 13,296,290

固定負債   

長期借入金 2,516,800 2,838,000

退職給付引当金 1,408,494 1,397,996

役員退職慰労引当金 213,326 207,984

その他 1,756,815 1,810,242

固定負債合計 5,895,436 6,254,223

負債合計 20,150,144 19,550,513
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21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 6,830,104 7,058,563

自己株式 △3,349 △3,153

株主資本合計 10,009,325 10,237,980

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 210,571 163,689

評価・換算差額等合計 210,571 163,689

純資産合計 10,219,897 10,401,669

負債純資産合計 30,370,042 29,952,183
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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20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第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) 

売上高 12,124,400 11,623,632

売上原価 9,888,227 9,480,027

売上総利益 2,236,172 2,143,604

販売費及び一般管理費 2,102,751 2,217,121

営業利益又は営業損失（△） 133,421 △73,516

営業外収益   

受取利息 2,082 268

受取配当金 11,527 9,777

持分法による投資利益 16,657 16,280

補助金収入 15,906 －

その他 10,524 18,091

営業外収益合計 56,698 44,418

営業外費用   

支払利息 25,078 29,704

その他 7 1,087

営業外費用合計 25,086 30,792

経常利益又は経常損失（△） 165,033 △59,890

特別損失   

固定資産売却損 130 153

固定資産除却損 9,641 13,211

その他 － 0

特別損失合計 9,771 13,364

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（△）

155,261 △73,254

法人税、住民税及び事業税 198,936 142,405

法人税等調整額 △135,589 △132,395

法人税等合計 63,347 10,010

四半期純利益又は四半期純損失（△） 91,914 △83,265

日東ベスト㈱(2877)　平成22年3月期　第1四半期決算短信

－ 7 －



(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20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第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) 

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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

155,261 △73,254

減価償却費 229,654 268,957

貸倒引当金の増減額（△は減少） △488 171,532

賞与引当金の増減額（△は減少） 302,026 309,113

退職給付引当金の増減額（△は減少） 28,589 10,498

受取利息及び受取配当金 △13,610 △10,046

支払利息 25,078 29,704

持分法による投資損益（△は益） △11,152 △10,617

固定資産除売却損益（△は益） 9,771 13,364

売上債権の増減額（△は増加） 106,261 429,182

たな卸資産の増減額（△は増加） △532,450 579,478

仕入債務の増減額（△は減少） 1,174,352 170,743

その他 △96,029 △49,416

小計 1,377,266 1,839,241

利息及び配当金の受取額 13,060 10,046

利息の支払額 △23,803 △27,581

法人税等の支払額 △226,389 △43,144

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,140,133 1,778,561

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 △19,555 △339,719

有形固定資産の売却による収入 55 368

ソフトウエアの取得による支出 △2,350 △4,269

投資有価証券の取得による支出 △2,729 △2,766

投資有価証券の売却による収入 － 1

貸付金の回収による収入 2,897 －

その他 △1,218 △1,460

投資活動によるキャッシュ・フロー △22,900 △347,845

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） △200,000 △300,000

長期借入金の返済による支出 △215,200 △325,200

割賦債務の返済による支出 △104,840 △95,615

自己株式の取得による支出 △18 △196

配当金の支払額 △141,727 △127,655

財務活動によるキャッシュ・フロー △661,787 △848,666

現金及び現金同等物に係る換算差額 325 △324

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 455,771 581,724

現金及び現金同等物の期首残高 1,910,944 1,456,877

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,366,716 2,038,601
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 (4) 継続企業の前提に関する注記 

  該当事項はありません。 

 

 (5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

  該当事項はありません。 
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