
平成22年3月期 第2四半期決算短信 

平成21年11月12日

（百万円未満切捨て）

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21年11月12日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 23,336 △4.9 △3 ― 22 △84.7 △42 ―
21年3月期第2四半期 24,537 ― 93 ― 149 ― 84 ―

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2四半期 △3.55 ―
21年3月期第2四半期 6.99 ―

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2四半期 30,113 10,245 34.0 846.76
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2四半期  10,245百万円 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
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

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

（予想）
― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 47,000 △4.3 500 34.8 520 19.8 230 23.8 19.01
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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）  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2四半期 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2四半期  3,519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2四半期 12,099,223株 21年3月期第2四半期 12,100,318株
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・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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出や生産に持ち直しの動きが見られたものの、企業収益の

大幅な減少や雇用情勢・所得環境の悪化などから厳しい状況が続きました。 

 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による節約・低価格志向から外食を控える「巣篭もり

化」の傾向が強まり、外食市場等の不振が一層顕著になりました。さらに、消費低迷による供給過多な状況から業

界を超えて値下げ競争が激化しており、収益環境の悪化により大変厳しい状況が続きました。 

 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、

市場の変化に対応した生産設備の強化、製品の価格対応力の向上、重点分野の営業基盤の強化に努め、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、節約・低価格志向による消費の低迷から、当

第２四半期連結累計期間における売上高は233億3千6百万円（前期比4.9％減）となりました。 

 利益面に関しましては、労務費・経費の削減の他、在庫や物流費用も削減するなど、コスト改善の効果を上げて

おりますが、売上高の減少及び第１四半期連結会計期間に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などから、営業利益は前第２四半期に比べ9千6百万円減少し、3

百万円の損失、経常利益は前第２四半期に比べ1億2千6百万円減少し、2千2百万円（前期比84.7％減）、四半期純利

益は前第２四半期に比べ1億2千7百万円減少し、4千2百万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、183億1千9百万円（前期比3.9％減）となりました。 

 日配食品部門につきましては、33億2千万円（前期比12.1％減）となりました。 

 缶詰・その他製品部門等につきましては、16億9千6百万円（前期比0.5％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1億6千1百万円増加し、301億1千3百万円となりました。 

 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3億1千8

百万円増加し、198億6千8百万円となりました。 

 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 5 千 6 百万

円減少し、102億4千5百万円となりました。 

 (2) キャッシュ・フローの状況 

 当第２四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２四半期連結累

計期間末に比べ1億9千1百万円増加し、18億7千5百万円となりました。 

 当第２四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、21億8千9百万円となり、前年同期に比べ12億9千万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２四半期連結累計期間は増加であったものが当第２四半期連結累計期

間においては減少となったことにより20億5千1百万円増加し、売上債権の減少額が3億8千7百万円上回っ

たこと、並びに仕入債務の増加額が10億9千6百万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、5億6千5百万円となり、前年同期に比べ1億8千3百万円減少いたしまし

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、12億5百万円となり、前年同期に比べ8億2千7百万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 

 平成 21 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。 
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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２四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２四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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 1,613,273 1,194,403

受取手形及び売掛金 8,320,522 8,617,083

有価証券 262,529 262,474

商品及び製品 2,519,592 2,827,253

仕掛品 230,629 221,406

原材料及び貯蔵品 1,320,817 2,021,621

その他 784,004 644,965

貸倒引当金 △32,197 △27,053

流動資産合計 15,019,172 15,762,154

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,300,423 4,903,763

機械装置及び運搬具（純額） 3,678,044 3,382,313

その他（純額） 2,896,886 2,798,516

有形固定資産合計 11,875,354 11,084,593

無形固定資産 192,823 186,342

投資その他の資産   

その他 3,201,797 2,923,269

貸倒引当金 △175,517 △4,175

投資その他の資産合計 3,026,280 2,919,093

固定資産合計 15,094,457 14,190,029

資産合計 30,113,630 29,952,183

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,337,808 5,828,602

短期借入金 2,510,000 3,110,000

未払法人税等 73,847 63,862

賞与引当金 438,749 421,623

その他 4,472,561 3,872,202

流動負債合計 13,832,967 13,296,290

固定負債   

長期借入金 2,525,600 2,838,000

退職給付引当金 1,422,400 1,397,996

役員退職慰労引当金 215,442 207,984

その他 1,872,144 1,810,242

固定負債合計 6,035,586 6,254,223

負債合計 19,868,554 19,550,513
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 6,870,409 7,058,563

自己株式 △3,385 △3,153

株主資本合計 10,049,594 10,237,980

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 195,481 163,689

評価・換算差額等合計 195,481 163,689

純資産合計 10,245,076 10,401,669

負債純資産合計 30,113,630 29,952,183
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(2)【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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 24,537,276 23,336,065

売上原価 20,186,931 19,084,467

売上総利益 4,350,345 4,251,598

販売費及び一般管理費 4,256,900 4,254,758

営業利益又は営業損失（△） 93,445 △3,159

営業外収益   

受取利息 3,793 643

受取配当金 12,983 11,421

持分法による投資利益 51,710 47,188

その他 39,428 27,914

営業外収益合計 107,915 87,168

営業外費用   

支払利息 51,687 59,761

その他 244 1,320

営業外費用合計 51,931 61,081

経常利益 149,429 22,926

特別利益   

固定資産売却益 － 24

特別利益合計 － 24

特別損失   

固定資産売却損 130 153

固定資産除却損 22,374 24,289

その他 － 6,020

特別損失合計 22,504 30,463

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（△）

126,924 △7,511

法人税、住民税及び事業税 68,446 53,893

法人税等調整額 △26,103 △18,443

法人税等合計 42,342 35,449

四半期純利益又は四半期純損失（△） 84,582 △42,961
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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（△）

126,924 △7,511

減価償却費 480,981 564,599

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10 176,484

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,191 17,126

退職給付引当金の増減額（△は減少） 46,716 24,403

受取利息及び受取配当金 △16,777 △12,065

支払利息 51,687 59,761

持分法による投資損益（△は益） △46,577 △41,754

固定資産除売却損益（△は益） 22,504 24,417

売上債権の増減額（△は増加） △90,941 296,560

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,052,406 999,240

仕入債務の増減額（△は減少） 1,606,135 509,206

その他 4,472 △340,531

小計 1,143,920 2,269,938

利息及び配当金の受取額 16,552 12,065

利息の支払額 △49,002 △56,059

法人税等の支払額 △211,595 △35,948

営業活動によるキャッシュ・フロー 899,876 2,189,996

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 △725,105 △533,039

有形固定資産の売却による収入 55 13,830

ソフトウエアの取得による支出 △10,529 △22,214

投資有価証券の取得による支出 △6,716 △17,225

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 5,783 －

その他 △12,796 △6,686

投資活動によるキャッシュ・フロー △749,308 △565,334

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 △600,000

長期借入れによる収入 600,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △430,400 △646,400

割賦債務の返済による支出 △202,515 △213,782

自己株式の取得による支出 △391 △232

配当金の支払額 △144,714 △144,930

財務活動によるキャッシュ・フロー △378,021 △1,205,344

現金及び現金同等物に係る換算差額 340 △392

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △227,112 418,924

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 1,683,832 1,875,802
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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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