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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 11,801 0.3 △74 ― △64 ― △36 ―
25年3月期第1四半期 11,763 1.0 89 △26.3 124 △12.4 82 △3.6

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △39百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 30百万円 （△56.4％）

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

26年3月期第1四半期 △3.01 ―
25年3月期第1四半期 6.85 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 33,101 10,622 32.1
25年3月期 31,618 10,807 34.2
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  10,622百万円 25年3月期  10,807百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 12.00 12.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 24,000 2.2 100 △14.0 130 △25.0 70 △32.5 5.79
通期 48,600 3.0 550 26.0 600 17.7 300 8.2 24.80



(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 

(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「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q 12,102,660 株 25年3月期 12,102,660 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 4,104 株 25年3月期 4,076 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 12,098,577 株 25年3月期1Q 12,098,649 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済対策効果から円安・株価回復傾向

が継続しており、景気回復へ向かうことが期待されております。 

食品業界におきましては、個人消費に持ち直しの動きが見られるものの、依然として低価格志向が継

続しています。更に円安等による原材料高が一段と進むなど、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、118億1百万円(前年同期比

0.3％増)となりました。 

利益面に関しましては、原材料価格の高騰等により、営業損失は7千4百万円(前年同期は営業利益8千

9百万円)、経常損失は6千4百万円(前年同期は経常利益1億2千4百万円)、四半期純損失は3千6百万円(前

年同期は四半期純利益8千2百万円)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、91億7千3百万円(前年同期比1.2％減)となりました。 

日配食品部門につきましては、18億3千2百万円(前年同期比10.4％増)となりました。 

缶詰部門等につきましては、7億9千5百万円(前年同期比3.1％減)となりました。 

  

資産につきましては、主に預金及び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14億8千3百万円増加し、331億1百万円となりました。 

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16億6千8百万円

増加し、224億7千9百万円となりました。 

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1億8千4

百万円減少し、106億2千2百万円となりました。 

  

平成25年5月15日付当社「平成25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．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,547,849 3,014,564

受取手形及び売掛金 9,093,435 9,211,784

有価証券 170,193 170,195

商品及び製品 2,799,116 2,793,463

仕掛品 317,642 313,469

原材料及び貯蔵品 1,214,091 1,899,454

その他 681,625 884,384

貸倒引当金 △77,747 △87,124

流動資産合計 16,746,206 18,200,191

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,891,218 4,878,807

機械装置及び運搬具（純額） 3,844,485 3,799,220

その他（純額） 2,796,981 2,910,557

有形固定資産合計 11,532,685 11,588,586

無形固定資産 168,189 156,689

投資その他の資産   

その他 3,173,010 3,158,007

貸倒引当金 △1,858 △1,708

投資その他の資産合計 3,171,151 3,156,298

固定資産合計 14,872,026 14,901,573

資産合計 31,618,232 33,101,765

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,133,667 8,776,373

短期借入金 3,210,000 2,710,000

未払法人税等 61,194 84,606

賞与引当金 433,902 165,353

その他 4,475,976 5,118,830

流動負債合計 15,314,740 16,855,165

固定負債   

長期借入金 2,789,300 2,999,000

退職給付引当金 1,404,465 1,359,251

役員退職慰労引当金 257,118 262,412

その他 1,045,594 1,003,809

固定負債合計 5,496,478 5,624,472

負債合計 20,811,218 22,479,637
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25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 7,421,292 7,239,699

自己株式 △3,815 △3,836

株主資本合計 10,600,047 10,418,433

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 206,966 203,693

その他の包括利益累計額合計 206,966 203,693

純資産合計 10,807,013 10,622,127

負債純資産合計 31,618,232 33,101,765
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第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) 

売上高 11,763,771 11,801,831

売上原価 9,543,983 9,743,110

売上総利益 2,219,788 2,058,720

販売費及び一般管理費 2,130,626 2,133,325

営業利益又は営業損失（△） 89,161 △74,604

営業外収益   

受取利息 187 342

受取配当金 9,545 9,669

持分法による投資利益 28,080 11,318

その他 22,249 11,824

営業外収益合計 60,062 33,154

営業外費用   

支払利息 23,575 21,727

その他 690 1,345

営業外費用合計 24,266 23,072

経常利益又は経常損失（△） 124,957 △64,521

特別利益   

固定資産売却益 5,757 6,467

投資有価証券売却益 － 10,837

特別利益合計 5,757 17,305

特別損失   

固定資産売却損 811 －

固定資産除却損 4,844 6,198

その他 － 1,304

特別損失合計 5,655 7,502

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（△）

125,058 △54,718

法人税、住民税及び事業税 156,777 87,037

法人税等調整額 △114,568 △105,345

法人税等合計 42,209 △18,308

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（△）

82,849 △36,410

四半期純利益又は四半期純損失（△） 82,849 △36,410
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第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) 

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（△）

82,849 △36,410

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △52,013 △3,166

持分法適用会社に対する持分相当額 △350 △105

その他の包括利益合計 △52,364 △3,272

四半期包括利益 30,485 △39,682

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 30,485 △39,682

少数株主に係る四半期包括利益 － －

－ 7 －

日東ベスト㈱(2877)　平成26年3月期　第1四半期決算短信



該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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