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平成 18 年 11 月 14 日 

各 位 

雪 印 乳 業 株 式 会 社 
代表取締役社長 高野瀬 忠明 

 

平成１９年３月期 中間決算短信発表にあたり 

 

当社は、昨年１０月から新たなステージへ向けて、雪印グループ「中期経営

計画」をスタートさせました。今年度はスピードを高め、雪印グループ「中期

経営計画」を本格的に実践し、また「平成１８年度 決算における復配」を確実

なものとしてまいります。 

 

当中間期における連結業績は、売上高が１,４０２億円と前年同期に対し３４

億円の減収となったものの、利益は計画に対して増益の決算となりました。営

業利益は４５億円となり、コスト構造の改善やチーズ価格改定の効果もあり、

前年比では減収の影響を最小限に留め、ほぼ前年並みとなりました。また、経

常利益は５１億円で、前年比１０％の増益となりました。 

総資産については、在庫圧縮、遊休資産の売却により圧縮を進めましたが、

一時的に手持ち資金が増加したことなどにより前年を上回りました。しかし、

自己資本比率については当期利益の積み上げもあり「中期経営計画」に沿った

進捗となっております。 

また、営業キャッシュフローは９月末が休日であったことや、価格改定の影

響などにより売掛債権が前期に比べ増加した結果、前中間期を下回ることとな

りましたが、これら一時的な要因を除けばほぼ前年並みとなっております。  

なお、有利子負債の返済は予定通り進んでおります。 

今年２月に他社に先行して実施したチーズ価格改定の影響については、値上

げ当初に売上の落ち込みはあったものの、お客様のご理解もいただき、第２四

半期以降、売上は回復してきております。 

 

雪印グループ「中期経営計画」では、３つの基本方針のもとに、７つの事業

戦略を掲げています（４頁参照）。昨年１０月からは今後の成長に向けて、雪印

グループが一体となり、収益力を高め、経営基盤を強化してまいりました。 

平成１８年度においては、「チーズ事業の戦略的拡大」と「乳の機能性のさら

なる探求」を２つの重点項目として取り組んでおります。 

この下期、特に乳製品の最需要期である第３四半期は、次年度へ向けての試

金石としても重要な期であります。競争の厳しいチーズ市場で一層、優位性を

高める所存です。 

 

「チーズ事業の戦略的拡大」の取り組みでは、日本のチーズ文化創造による

チーズ市場の拡大を図ってまいります。当社では、北海道生乳にこだわり、国

産ナチュラルチーズの生産体制の強化に着手いたしました。来年度中には中標

津新工場、大樹工場の２工場を合わせて国内最大級の年間３０万トン規模の生
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乳処理能力（チーズ生産量３万トン）へ増強いたします。フレッシュ系からハ

ード系まで、日本人の嗜好にあった高品質で多様な国産ナチュラルチーズを幅

広く生産、供給できる体制を構築いたします。大樹工場では今年度内稼動を目

標に「さけるチーズ」の生産能力を現状の３割増の生産体制に拡大いたします。

さらに、中標津では平成１９年度内稼動を目標に新工場を建設し、ゴーダ、  

チェダーなどのハード系チーズを中心に、生乳処理量年間２０万トン（チーズ

生産量２万トン）以上の生産体制を築きます。 

 

営業部門では本社とグループ企業、営業現場が連携し、提案機能の強化と営

業力強化によりチーズカンパニーとしての強みを発揮していきます。また、積

極的な新商品の開発・育成、家庭用では消費者キャンペーンの実施により売上・

利益、シェア拡大を目指します。春秋の新商品や国産ナチュラルチーズも好調

に推移し、今後ますますの成長を図ってまいります。 

 

雪印グループ一体となったチーズ需要拡大への取り組みでは「女性・主婦・

料理」をキーワードとしております。この秋には鉄ラクトフェリンやコラーゲ

ンなど、主に女性にとって関心のある栄養素を配合した商品を発売いたしまし

た。またチェスコ㈱との連携による売場での面の拡大、料理との組み合わせ提

案、レシピ提案によるナチュラルチーズの国内消費喚起に取り組んでおります。

乳製品の消費拡大に向けては、チーズを主体とした３－Ａ－Ｄａｙ運動の社内

外での推進を行っております。 

 

「乳の機能性のさらなる探求」については研究開発がさらに進み、その成果

が着実に拡大しております。基礎研究・技術開発の推進による乳の新しい価値

の創造では、チーズを摂取することにより期待される健康保健効果として「ア

ルコール性肝障害低減作用」と「内臓脂肪蓄積抑制作用」を学会発表いたしま

した。 

また、ＭＢＰが今年９月に米国のＦＤＡ※１よりＧＲＡＳ※２を取得したことは、

今後のビジネスチャンス拡大へつながる大きな成果です。米国ではＧＮＣ社※３

製サプリメントの第２弾が発売され、国内におきましてもＭＢＰを使用した商

品が次々と発売されております。 

雪印グループ「中期経営計画」の重点施策である｢脱脂粉乳の価値訴求｣につ

きましては、さまざまなユーザー様へ機能性脱脂粉乳の拡大を図っております。 

 

雪印グループは消費者重視の姿勢を基本としたＣＳＲ経営を目指し、環境経

営の推進や社会貢献に取り組んでおります。特に、食育活動「雪印 食コミュニ

ティ」では、ホームページを通じた展開や、量販店様とのタイアップなどによ

り活動の場を広めております。また、当社が制作した食育ビデオが「文部科学

省選定」となり、今後は食育ビデオを活用した小学校への食育出張授業をさら

に拡大してまいります。 
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雪印グループ「中期経営計画」を成功に導く行動のキーワードである「専門

性、スピード、革新性」への意識を高め、常に外部環境の変化を先取りした戦

略と実行により、企業理念の実現を図ります。具体的には継続的なローリング、

３ヶ月マネジメントと週次チェックにより雪印グループ「中期経営計画」達成

を目指します。「雪印グループの目指す姿」（４頁参照）の実現へ向けて、創業

の精神である「健土健民」を原点としながら、コンプライアンス・ＣＳＲ、安

全、安心を基盤として、お客様の「おいしい笑顔」のあるくらしに貢献し、企

業価値の向上を目指します。 

これまで同様、ご支援賜りますようお願い申し上げます。 

以 上 

 

 

 
※１ ＦＤＡ（Food and Drug Administration：食品医薬品局） 

 ＦＤＡは、食品や医薬品、さらに化粧品など消費者が日常の生活で接する機会のある製品

 について、その許可や違反品の取り締まりなどの行政を専門的に行なうアメリカ合衆

 国の政府機関。 

※２ ＧＲＡＳ（Generally Recognized As Safe：一般的に安全と認められる食品） 

 ＭＢＰはＦＤＡによる安全性評価において「疑義なし」との見解（no questions  letter）を 

 受けてＧＲＡＳを取得した。 

※３ ＧＮＣ社（General Nutrition Centers,Inc.：米国ペンシルバニア州ピッツバーグ市）  

 〔設立〕  1935 年 

 〔事業内容〕 ビタミン、ミネラル、ハーブ等のサプリメント商品の販売。 

    米国において、4,800 店以上の店舗を展開。 

   また、カナダやメキシコなど米国以外の 35 カ国でも 800 店以上の 

   店舗を持つ。   
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雪印グループが目指す姿 

 

１．雪印グループはコンプライアンス・ＣＳＲ、安全、安心を基盤として、 

お客様の「おいしい笑顔」のあるくらしに貢献し、企業価値の向上を目指します。 

２．「乳の技術力」を最大限発揮するとともに、専門性、スピード、革新性を追及し 
「新たな乳製品需要を創造」する商品・サービスを提供いたします。 

３．「技術革新による競争優位の強化」によって安定的な収益基盤を構築します。 

 

（行動のキーワード「ＳＳＫ」） 

・メーカーとしての専門性強化 

・市場変化に対応するスピードの向上 

・革新性の発現 

↓ 

成長戦略に向けた経営体力の獲得 

雪印グループ「中期経営計画」 

 

１．基本方針 

（１）収益力強化の取り組みについて 

・新需要創造型商品の開発 

・生産・物流・調達コストの更なる低減 

・連結経営の強化 

（２）財務基盤の安定化の取り組みについて 

・資本の質的向上 

・安定的資金調達の確保 

・総資産の圧縮 

 （３）基幹システムの刷新について 

・生産品質管理機能の強化 

・迅速な経営の実現と業務改革の推進 

・運用コストの削減  

 

２．事業戦略 

重点施策 

（１） グループ戦略 

（２） ナチュラルチーズへの重点投資 

（３） 業務用チーズの売上拡大 

（４） 脱脂粉乳の価値訴求 

（５） コスト構造のさらなる変革 

将来戦略 

（６） 新需要創造型商品の開発推進 

（７） 機能性素材のライセンスビジネス展開 
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平成 19 年 3 月期 中間決算数値参考資料 

 
（注）記載金額は億円未満を切り捨てて表示しています。 

連 結 
１．当中間期の業績                        （単位：億円） 

 平成 17 年 9 月中間期 平成 18 年 9 月中間期 
 実績 前期比(％) 実績 前期比(％) 増減金額 

売上高 1,437 100.3 1,402 97.6 △34 
営業利益 46 152.1 45 98.6 △0 
経常利益 47 149.7 51 110.2 4 
当期純利益 21 95.8 35 162.0 13 

 
２．設備投資額(有形)及び減価償却費             （単位：億円） 

 設備投資額 減価償却費 
平成 17 年 9 月中間期 12 28 
平成 18 年 3 月期 26 52 
平成 18 年 9 月中間期 22 24 

 
３．通期の業績予想         （単位：億円） 

 平成 19 年 3 月期 
通    期   

計画 前期比
（％） 

売上高 2,830 101.1 
営業利益 95 103.2 
経常利益 94 102.8 
当期純利益 68 95.4 

 
 

個 別 
 
１．当中間期の業績                        （単位：億円） 

 平成 17 年 9 月中間期 平成 18 年 9 月中間期 
 実績 前期比(％) 実績 前期比(％) 増減金額 

売上高 656 99.7 640 97.6 △15 
営業利益 28 207.6 28 99.9 △0 
経常利益 25 191.6 26 107.4 1 
当期純利益 16 41.6 20 124.9 4 

 
２．部門別販売実績                        （単位：億円） 

平成 17 年 9 月中間期 平成 18 年 9 月中間期 
部  門 

実績 前期比(％) 実績 前期比(％) 増減金額 

乳食品 550 99.9 540 98.2 △9 
（内 バター） 113 99.5 108 95.5 △5 
（内 チーズ） 253 101.8 255 101.0 2 
油 脂 71 96.0 68 95.8 △2 
その他 34 103.3 31 91.9 △2 
合 計 656 99.7 640 97.6 △15 

(参考) 
平成 18 年度上期シェア  バター…42.8％、マーガリン…38.6%、チーズ…20.9％  

（家庭用）                  （当社調べ：全国物量ﾍﾞｰｽ） 
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３．有利子負債残高             （単位：億円）    

平成 17 年 9 月中間期 704 
平成 18 年 3 月期 669 
平成 18 年 9 月中間期 656 

  注）金融機関からの借入金及び社債 
 
４．繰越利益剰余金（未処分利益）  （単位：億円）    

平成 17 年 9 月中間期 35 
平成 18 年 3 月期 76 
平成 18 年 9 月中間期 101 

 
５．設備投資額(有形)及び減価償却費           （単位：億円） 

 設備投資額 減価償却費 
平成 17 年 9 月中間期 7 18 
平成 18 年 3 月期 16 31 
平成 18 年 9 月中間期 17 14 

 
６．研究開発費              （単位：億円）    

平成 17 年 9 月中間期 5 
平成 18 年 3 月期 11 
平成 18 年 9 月中間期 6 

 注）受託研究費を除く 
 
７．従業員数   

平成 17 年 9 月中間期 1,453 名 
平成 18 年 3 月期 1,426 名 
平成 18 年 9 月中間期 1,444 名 

 
８．通期予想 

(1) 業績予想           （単位：億円） 
 平成 19 年 3 月期 

通    期   
計画 前期比

（％） 
売上高 1,370 103.1 
営業利益 65 105.3 
経常利益 55 105.3 
当期純利益 45 105.8 

 
(2) 部門別売上予想        （単位：億円） 

平成 19 年 3 月期 
通    期 

部  門 
計画 前期比

（％） 
乳食品 1,160 103.8 
（内 バター） 243 100.3 
（内 チーズ） 558 106.1 
油 脂 145 101.0 
その他 65 96.6 
合 計 1,370 103.1 
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(3) 設備投資額(有形)及び減価償却費  [見込]   （単位：億円） 

 設備投資額 減価償却費 
平成 19 年 3 月期 46 31 

    ※設備投資については、上記有形資産のほか「システム投資」16 億円を予定 
 
＜参考＞ 
「中期経営計画」計画数値 
① 連結                         （単位：億円、％） 

 平成 19 年３月期 平成 20 年 3 月期 平成 21 年３月期 
売上高 ２，８６４ ２，９０８ ２，９６３ 
営業利益 ８９ ９５ １０３ 
経常利益 ８２ ８９ ９６ 
当期利益 ５７ ５７ ４９ 
有利子負債 ７１８ ６５８ ５９４ 
自己資本比率 ２６.９ ２９.３ ３１.４ 

  
② 単体                         （単位：億円、％）     

 平成 19 年３月期 平成 20 年 3 月期 平成 21 年３月期 
売上高 １，３８０ １，４１２ １，４４５ 
営業利益 ６５ ７０ ７７ 
経常利益 ５３ ５９ ６５ 
当期利益 ４２ ４３ ３６ 
有利子負債 ６３２ ５７７ ５１６ 
自己資本比率 ３０.９ ３３.７ ３６.４ 
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  平成 18 年度 中間期営業利益の増減要因（単体）  
                  

                  

                  

                  

                                  

                   

                   

                             

    平成 17 年度（単体）       平成 18 年度（単体）  

     営業利益 28 億円        営業利益 28 億円  

                             

                                  

                商品構成改善他   

     売上物量減            １億円     

      ▲３億円                   

               販管費削減      

                  ４億円      

                         

      資材・重油                

      価格アップ                  

       ▲５億円                 

              生産他コスト削減     

                  ５億円      

                          

        受託料収入減               

         ▲２億円               

                             

                   

                   

                   

                   

                                  

                  
 
 

注意事項 
本資料は、投資勧誘を目的としたものではありません。 
また、業績予想等につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づ

いたものであり、記載された予想数値を確約、保証するものではありません。 


