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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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 ％

21年3月期第3四半期 554,672 ― 14,637 ― 14,489 ― 7,229 ―

20年3月期第3四半期 546,052 0.5 16,978 △25.4 16,900 △25.3 9,943 △29.6

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

21年3月期第3四半期 22.01 ―

20年3月期第3四半期 30.26 ―

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

21年3月期第3四半期 420,536 150,474 35.2 450.88
20年3月期 390,192 147,425 37.2 441.73

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  148,090百万円 20年3月期  145,117百万円

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

20年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00
21年3月期 ― 4.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 4.00 8.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21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  有  
 

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 713,700 0.9 13,500 △17.0 13,500 △16.0 6,600 △28.4 20.09

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、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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） 

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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 
１．平成20年５月15日公表致しました業績予想を本資料において修正しております。 
２．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、本資料発表日現在において入手可能な情報あるいは想定できる市場動向などを前提としており、不
確実性が含まれています。実際の業績は、今後の様々な要因により、予想と異なる結果となる可能性があります。なお業績予想に関する事項は、２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下さい。 
３．当連結会計年度より「四半期連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第１２号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指
針第１４号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  329,648,786株 20年3月期  329,648,786株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,199,464株 20年3月期  1,130,509株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  328,481,421株 20年3月期第3四半期  328,563,756株



当第３四半期（平成20年４月１日～平成20年12月31日）の売上高は、明治乳業において、牛乳類が

前年同期実績を下回ったものの、チーズ・アイスクリーム等が前年同期実績を上回ったことに加え、

飼料子会社等の売上が前年同期実績を上回ったことにより、前年同期実績を上回りました。  

営業利益・経常利益については、原材料価格の高騰の影響等により、前年同期実績を下回りまし

た。  

四半期純利益については、経常利益の減少に加え、固定資産売却益の減少等により前年同期実績を

下回りました。 

以上の結果、当第３四半期（平成20年４月１日～平成20年12月31日）の売上高は

円、営業利益は 円、経常利益は 円、四半期純利益は 円となり

ました。 

注）前年同四半期増減率につきましては参考として記載しております。  
   

（１）資産 

 資産合計は、前連結会計年度末に比べ、303億4,300万円増加し、 円となりまし

た。流動資産については、受取手形及び売掛金の増加があったこと等により、前連結会計年度末に

比べ、311億2,700万円増加し、 円となりました。固定資産については、有形固定資

産の減少等から、前連結会計年度末に比べ、7億8,300万円減少し、 円となりまし

た。 

（２）負債 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ、272億9,500万円増加し、 円となりまし

た。流動負債は、一年以内に償還予定の社債、短期借入金の増加があったこと等により前連結会計

年度末に比べ、439億900万円増加し、 円となりました。固定負債は、社債の一部が

一年以内に償還予定となったこと等により、前連結会計年度末に比べ、166億1,300万円減少し、

円となりました。  

（３）純資産 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ、30億4,800万円増加し、 円となりまし

た。主な要因は、利益剰余金の増加等によるものです。なお自己資本比率は、前連結会計年度末の

37.2％から35.2％、１株当たり純資産額は、前連結会計年度末の441.73円から450.88円となりまし

た。 

 景気悪化に伴う消費の低迷、企業間競争の激化等、明治乳業グループを取り巻く事業環境はより

一層厳しさを増しております。 

 こうした環境下、当社グループは、高付加価値商品の一層の増売、商品価格の改定等鋭意取り組

んでまいりますが、第４四半期においては、景気の先行き不安や雇用不安等からの個人消費の腰折

れや低価格志向の更なる強まりが予想されることから、平成21年３月期の通期の連結業績見通しに

ついて、前回公表（平成20年５月15日）の予想数値を下方修正しております。 

 連結ベースでの売上高は、前期比0.9％増の7,137億円、営業利益は前期比17.0％減の135億円、経

常利益は前期比16.0％減の135億円、当期純利益は前期比28.4％減の66億円を見込んでおります。 

  
 なお平成21年３月期の個別業績見通しについても前回公表（平成20年５月15日）の予想数値を下

方修正しております。 

 個別ベースでの売上高は、前期比1.0％増の4,830億円、営業利益は前期比8.1％減の112億円、経

常利益は前期比7.2%減の115億円、当期純利益は前期比13.3％減の56億円を見込んでおります。 

  

該当事項はありません。   

   

①簡便な会計処理 

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 

5,546億7,200万

146億3,700万 144億8,900万 72億2,900万

２．連結財政状態に関する定性的情報 

4,205億3,600万

1,726億9,100万

2,478億4,500万

2,700億6,200万

2,096億3,900万

604億2,200万

1,504億7,400万

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

（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 



（一般債権の貸倒見積高の算定方法） 

 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

連結会計年度決算において算定した貸倒実績率等を使用して一般債権の貸倒見積高を算定して

おります。 

（棚卸資産の評価方法） 

 棚卸資産の簿価切下げに関して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、簿価切下げを行っております。 

（固定資産の減価償却費の算定方法） 

 連結子会社の一部においては、固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮し

た予算を策定しており、当該予算に基づく年間償却予定額を期間按分して算定する方法によっ

ております。 

 また、提出会社及び連結子会社の一部においては、定率法を採用している資産について、連

結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

（税金費用の計算） 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に

対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税

率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  
  

（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 

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四 

 半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用してお 

 ります。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しておりま 

 す。  

②従来、連結子会社のうち決算日が12月31日であった株式会社ケー・シー・エスについては、

同日現在の財務諸表を利用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については必要な調整

を行っておりましたが、同社が決算日を３月31日に変更したことにより、当第３四半期連結

累計期間は平成20年１月１日から平成20年12月31日までの12か月間を連結しております。 

③通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法

によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として移動平均法

による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により

算定しております。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益は543百万円減少し、経常利益及び税金等

調整前四半期純利益は、それぞれ119百万円減少しております。  

④従来、提出会社の工場における有形固定資産の減価償却の方法は、主として定率法によって

おりましたが、第１四半期連結会計期間より定額法に変更しております。 

当社グループは市乳部門を中心とした工場のスクラップ＆ビルドが一巡し、新たに、流動

食・チーズ等の他部門の生産体制の再構築が進行中であります。そのため、定額法採用資産

の占める割合が増えてきており、より適正な原価計算を行う必要性から当該変更を実施する

ものであります。 

  これにより、提出会社の有形固定資産の減価償却の方法は下記のものを除き定額法となりま

す。 

 (ⅰ)昭和60年４月１日前に取得した不動産賃貸事業用の建物、構築物等 

 (ⅱ)本社等社屋を除く本社、支社、支店及び研究所の有形固定資産（平成10年４月１日以

後に取得した建物を除く） 

この変更により、当第３四半期連結累計期間の減価償却費は1,961百万円減少し、営業利益、

経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ同額増加しております。 

   



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,800 3,231

受取手形及び売掛金 100,180 80,347

商品及び製品 34,884 29,794

仕掛品 290 404

原材料及び貯蔵品 12,255 11,873

その他 17,680 16,331

貸倒引当金 △401 △420

流動資産合計 172,691 141,563

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 69,835 67,787

機械装置及び運搬具（純額） 65,899 60,729

土地 43,703 43,824

建設仮勘定 1,576 9,347

その他（純額） 9,261 9,773

有形固定資産合計 190,276 191,463

無形固定資産 7,409 6,584

投資その他の資産   

投資有価証券 25,900 28,490

その他 25,162 22,950

貸倒引当金 △904 △860

投資その他の資産合計 50,158 50,581

固定資産合計 247,845 248,629

資産合計 420,536 390,192



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 78,331 65,403

短期借入金 23,586 14,498

1年内償還予定の社債 15,000 －

コマーシャル・ペーパー 36,000 28,000

未払法人税等 4,242 1,749

その他 52,480 56,078

流動負債合計 209,639 165,730

固定負債   

社債 20,000 35,000

長期借入金 27,324 27,665

退職給付引当金 3,653 3,762

役員退職慰労引当金 629 665

その他 8,814 9,942

固定負債合計 60,422 77,036

負債合計 270,062 242,766

純資産の部   

株主資本   

資本金 33,646 33,646

資本剰余金 31,992 31,995

利益剰余金 80,574 76,019

自己株式 △674 △638

株主資本合計 145,538 141,022

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,551 4,094

評価・換算差額等合計 2,551 4,094

少数株主持分 2,383 2,308

純資産合計 150,474 147,425

負債純資産合計 420,536 390,192



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 554,672

売上原価 405,665

売上総利益 149,006

販売費及び一般管理費 134,368

営業利益 14,637

営業外収益  

受取利息 31

受取配当金 428

持分法による投資利益 94

受取家賃 422

その他 410

営業外収益合計 1,387

営業外費用  

支払利息 887

その他 647

営業外費用合計 1,535

経常利益 14,489

特別利益  

固定資産売却益 375

その他 127

特別利益合計 502

特別損失  

固定資産処分損 818

たな卸資産廃棄損 564

経営統合関連費用 416

その他 325

特別損失合計 2,125

税金等調整前四半期純利益 12,867

法人税等 5,557

少数株主利益 79

四半期純利益 7,229



 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 

 該当事項はありません。 

  



「参考資料」  

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年12月31日) 

金額 

（百万円） 

売上高 546,052

売上原価 395,391

売上総利益 150,660

販売費及び一般管理費 133,682

営業利益 16,978

営業外収益 1,476

受取利息及び受取配当金 438

その他 1,038

営業外費用 1,554

支払利息 607

その他 947

経常利益 16,900

特別利益 2,328

固定資産売却益 1,594

その他 734

特別損失 1,500

固定資産処分損 736

その他 764

税金等調整前四半期純利益 17,728

法人税、住民税及び事業税 7,716

法人税等調整額 ―

少数株主利益 67

四半期純利益 9,943



平成21年１月30日

各位 

明治乳業株式会社 平成21年３月期 第３四半期決算短信 補足説明資料 

１．平成21年３月期第３四半期累計期間の個別業績（平成20年４月１日～平成20年12月31日） 

 (2) 個別財政状態  

（注）個別業績数値は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー対象ではあり

ません。 

  

２．平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期）

（注１）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無  有 

（注２）平成20年５月15日に公表しました業績予想について本資料において修正しております。なお業績予想に関する事

項は、２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下さい。  

 (1) 個別経営成績 （％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 ％

21年３月期第３四半期 373,075 ― 11,083 ― 11,606 ― 5,615 ―

20年３月期第３四半期 370,333  △ 0.7 12,662 △ 28.4 12,805 △ 28.1 7,811 △ 27.0

  総 資 産 純 資 産 

  百万円 百万円

21年３月期第３四半期  357,760 126,424

20年３月期第３四半期  337,280 127,398

  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 483,000  1.0 11,200 △ 8.1 11,500 △ 7.2 5,600  △ 13.3  17.05



３．平成21年３月期第３四半期累計期間 販売実績（個別） 

以上 

  金額（億円） 前年同期比（％） 

牛乳類 876  95.9

ヨーグルト 775  99.8

その他 482  92.8

市乳計 2,133  96.5

粉乳 260  120.8

れん乳 7  94.5

バター 123  95.9

チーズ 204  114.6

乳製品計 596  112.3

アイスクリーム 348  106.4

飲料 216  94.5

その他 435  107.5

計 3,730  100.7
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