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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 67,666 △7.1 3,028 34.3 3,691 32.9 2,962 30.6
21年3月期第1四半期 72,826 ― 2,255 ― 2,777 ― 2,268 ―

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 9.82 ―

21年3月期第1四半期 7.50 ―

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 203,065 72,201 34.5 232.17
21年3月期 203,780 70,040 33.3 225.02

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  70,043百万円 21年3月期  67,908百万円

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  

（注）当社は平成21年10月１日に日本ミルクコミュニティ株式会社との経営統合を予定しておりますので、22年３月期の配当予想は、現時点では未定として
おります。 

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 ― ― ― 4.00 4.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― ―

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  
（注）当社は平成21年10月１日に日本ミルクコミュニティ株式会社との経営統合を予定しております。統合会社グループの連結業績予想は経営統合後にあ
らためてお知らせいたします。 

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

144,500 △4.2 5,100 6.2 5,700 △5.6 3,600 △19.6 11.93

通期 292,200 △0.8 11,000 4.7 12,000 △5.1 8,300 5.7 27.51
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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 

業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

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 303,802,153株 21年3月期  303,802,153株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,108,198株 21年3月期  2,009,620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 301,728,964株 21年3月期第1四半期 302,558,830株
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 当第１四半期連結累計期間における日本経済は、輸出・生産において持ち直しの動きがみられたものの、企業の収

益環境の悪化を反映して雇用・所得が厳しさを増す中で、消費低迷の影響を受け、依然として厳しい状況が継続して

おります。 

 こうした経済環境の下、昨年度下期から輸入原材料価格が下落に転ずる一方で、３月には国内生乳価格の引上げが

実施されており、国際乳製品価格の低下と国内生乳価格の上昇が同時に進行する難しい事業環境が継続しておりま

す。また、低迷する消費活動を反映して、ＰＢ商品を始めとした商品の低価格化への動きが一層強まってまいりまし

た。 

 このようななか、当社グループは、当第１四半期連結累計期間におきまして、国産乳製品の戦略的拡大策として北

海道産の生乳を１００％使用した主力チーズブランド「雪印北海道１００」の新商品を投入し、拡販に注力いたしま

した。また、業務製品分野ではお客様のニーズに対応した商品や、差別化商品の開発に注力してまいりました。生産

面では、生乳価格等の原材料費の上昇に対応するため調達、生産、物流のコスト構造強化に取り組んでまいりまし

た。 

 当第１四半期連結累計期間の売上高につきましては、消費低迷を受けて、業務製品事業では外食向け等が減少、家

庭用商品においても、価格改定の影響等により物量面で減少し、前年同四半期を下回りました。しかしながら、継続

的なコスト構造改革の取組みが奏効したこと及び原油価格等が比較的安定して推移したこと等を受けて、営業利益は

前年同四半期を上回りました。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は67,666百万円(前年同四半期比92.9％)、

営業利益は3,028百万円（前年同四半期比134.3％）、経常利益は3,691百万円（前年同四半期比132.9％）、四半期純

利益は2,962百万円（前年同四半期比130.6％）となりました。なお、平成21年６月末現在では、子会社25社、関連会

社15社となっております。 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。 

① 食品事業 

 乳製品部門は、「雪印北海道１００ カマンベール」や「６Ｐチーズ」が好調に推移したものの、価格改定等の

影響により物量面が前年を下回ったことから、売上高は前年同四半期を下回りました。 

 油脂部門は、前年のバター代替需要の反動から、売上高は前年同四半期を下回りました。 

 この結果、食品事業における売上高は52,312百万円となりました。 

  

② 飼料・種苗事業 

 飼料・種苗事業の売上高は、配合飼料の販売価格が低下したことなどにより、前年同四半期を下回りました。 

 この結果、飼料・種苗事業の売上高は10,522百万円となりました。 

  

③ その他事業 

 その他事業における売上高は6,492百万円となり、前年同四半期を下回りました。  

  

    (１）資産、負債及び純資産の状況 

   （資産の部）  

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して715百万円の減少となりました。流動資

産、固定資産ともに減少しており、流動資産においては、たな卸資産が増加した一方で、現金及び預金や受取手形

及び売掛金が減少したことによるものであり、固定資産においては、主に繰延税金資産の取崩しにより投資その他

の資産が減少したことによるものです。   

    （負債の部）    

  当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比較して2,876百万円の減少となりました。これは主 

に、短期借入金が増加した一方で、支払手形及び買掛金や長期借入金が減少したことによるものです。 

    （純資産の部）   

  当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比較して2,160百万円の増加となりました。これは

主に、利益剰余金の増加によるものです。 

  

  （２）キャッシュ・フローの状況 

       当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、5,289百万円となり前連結会計年度末と比べ

     1,663百万円減少しました。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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      当第１四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの原因は次のとおりです。  

   （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

      営業活動によるキャッシュ・フローは、2,230百万円の支出（前年同四半期は944百万円の支出）となりました。 

     これは主に、税金等調整前四半期純利益が3,707百万円となったこと、売上債権の減少によるキャッシュ・フローの

     増加が1,677百万円になったこと、たな卸資産の増加によるキャッシュ・フローの減少が2,314百万円になったこ 

   と、仕入債務の減少によるキャッシュ・フローの減少が4,704百万円となったことなどによるものです。 

       なお、一部の子会社において前連結会計年度末が金融機関休業日に当たっており、特に仕入債務については主な 

     減少要因となっております。 

   （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

      投資活動によるキャッシュ・フローは、1,440百万円の支出（前年同四半期は2,285百万円の支出)となりました。

   これは主に、有形及び無形固定資産の取得により1,451百万円を支出したことなどによるものです。 

    （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

      財務活動によるキャッシュ・フローは、1,976百万円の収入（前年同四半期は1,542百万円の収入)となりました。

     これは主に、長期借入金の返済や剰余金の配当を行った一方で、金融機関からの資金調達による短期借入金の増加 

     によるものです。 

  

 平成21年５月13日の決算短信で公表いたしました業績予想数値に変更ありません。   

   なお、当社は平成21年10月に日本ミルクコミュニティ株式会社との経営統合を予定していることから、経営統合後

に統合会社グループの事業計画を新たに発表する予定であります。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

 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、実施棚卸を省略し、前連結会計年度末の実施棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

③固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、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。 

④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 

 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生じて

おらず、かつ、一時差異等の発生状況に大幅な変動がないと認められるので、前連結会計年度末において使

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。  

  

 該当事項はありません。  

  

  

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

（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
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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：百万円）

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 5,488 7,076

受取手形及び売掛金 33,747 35,424

商品及び製品 26,958 23,343

仕掛品 427 563

原材料及び貯蔵品 5,018 6,183

繰延税金資産 3,870 3,895

その他 6,990 6,212

貸倒引当金 △288 △264

流動資産合計 82,213 82,434

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 20,431 20,343

機械装置及び運搬具（純額） 21,086 19,899

土地 44,974 44,984

その他（純額） 1,834 3,436

有形固定資産合計 88,326 88,663

無形固定資産 2,623 2,656

投資その他の資産   

投資有価証券 16,318 15,855

繰延税金資産 9,517 10,072

その他 5,368 5,420

貸倒引当金 △1,303 △1,323

投資その他の資産合計 29,901 30,025

固定資産合計 120,851 121,346

資産合計 203,065 203,780
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（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 25,633 29,591

短期借入金 34,462 29,421

1年内償還予定の社債 6,200 6,200

未払法人税等 230 528

賞与引当金 1,567 2,173

その他 12,457 12,999

流動負債合計 80,551 80,914

固定負債   

長期借入金 27,439 29,397

繰延税金負債 959 962

再評価に係る繰延税金負債 10,259 10,259

退職給付引当金 4,071 4,214

役員退職慰労引当金 196 217

ギフト券引換引当金 264 282

負ののれん 3,590 3,843

その他 3,530 3,648

固定負債合計 50,312 52,825

負債合計 130,863 133,739

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,846 14,846

資本剰余金 6,177 6,177

利益剰余金 34,400 32,646

自己株式 △696 △670

株主資本合計 54,727 52,999

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 236 △25

繰延ヘッジ損益 109 76

土地再評価差額金 15,235 15,235

為替換算調整勘定 △265 △377

評価・換算差額等合計 15,315 14,908

少数株主持分 2,158 2,132

純資産合計 72,201 70,040

負債純資産合計 203,065 203,780
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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：百万円）

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 72,826 67,666

売上原価 55,966 50,724

売上総利益 16,859 16,941

販売費及び一般管理費 14,603 13,912

営業利益 2,255 3,028

営業外収益   

受取利息 17 11

受取配当金 208 163

負ののれん償却額 234 252

持分法による投資利益 175 255

その他 400 332

営業外収益合計 1,036 1,014

営業外費用   

支払利息 357 302

その他 157 49

営業外費用合計 515 352

経常利益 2,777 3,691

特別利益   

固定資産売却益 230 16

確定拠出年金移管精算差額 － 42

その他 40 22

特別利益合計 271 81

特別損失   

固定資産売却損 4 0

固定資産除却損 56 41

減損損失 49 10

その他 28 13

特別損失合計 138 65

税金等調整前四半期純利益 2,909 3,707

法人税等 585 682

少数株主利益 56 62

四半期純利益 2,268 2,962
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 2,909 3,707

減価償却費 1,438 1,472

減損損失 49 10

持分法による投資損益（△は益） △175 △255

負ののれん償却額 △234 △252

貸倒引当金の増減額（△は減少） 218 4

賞与引当金の増減額（△は減少） △88 △606

退職給付引当金の増減額（△は減少） △105 △143

ギフト券引換引当金の増減額（△は減少） △8 △18

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5 △21

固定資産除売却損益（△は益） △169 24

受取利息及び受取配当金 △226 △174

支払利息 357 302

売上債権の増減額（△は増加） △1,471 1,677

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,524 △2,314

仕入債務の増減額（△は減少） △1,117 △4,704

その他 634 △333

小計 △507 △1,623

利息及び配当金の受取額 337 286

利息の支払額 △310 △289

解約金及び違約金の支払額 － △153

法人税等の支払額 △463 △451

営業活動によるキャッシュ・フロー △944 △2,230

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △62

貸付けによる支出 △31 △30

貸付金の回収による収入 93 72

有形及び無形固定資産の取得による支出 △4,203 △1,451

有形固定資産の売却による収入 650 32

投資有価証券の売却による収入 3 －

金銭信託の償還による収入 1,201 －

その他 △0 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,285 △1,440

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） 4,155 4,899

長期借入れによる収入 2,829 －

長期借入金の返済による支出 △1,594 △1,816

優先株式取得による支出 △2,829 －

配当金の支払額 △957 △1,000

少数株主への配当金の支払額 △37 △37

その他 △23 △68

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,542 1,976

現金及び現金同等物に係る換算差額 53 30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,633 △1,663

現金及び現金同等物の期首残高 6,536 6,953

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,902 5,289
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 該当事項はありません。 

  

  

   

（注）１ 事業区分は、製品の種類及び販売市場の類似性を考慮して、区分しております。 

   ２ 各事業の主な製品 

(1) 食品……………乳製品、油脂等 

(2) 飼料・種苗……牛用飼料、牧草・飼料作物種子等 

(3) その他…………包装材料、斡旋品、共同配送センター事業等  

  

 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）及び当第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）については、全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合

がいずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。  

  

   

 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）及び当第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）については、海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略

しております。 

  

   

 該当事項はありません。 

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
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）  

  
食品 

（百万円） 

飼料・種苗 

（百万円）

その他 

（百万円）

計 

（百万円）

消去又は全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

 売上高             

 (1)外部顧客に対する売上高    55,994  11,209  5,621  72,826  －  72,826

 (2)セグメント間の 

   内部売上高又は振替高 
 8  300  1,653  1,962 (1,962)  －

   計  56,002  11,510  7,275  74,788 (1,962)  72,826

  営業利益  2,548  △498  205  2,255 (－)  2,255

  
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）  

  
食品 

（百万円） 

飼料・種苗 

（百万円）

その他 

（百万円）

計 

（百万円）

消去又は全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

 売上高             

 (1)外部顧客に対する売上高    52,311  10,278  5,076  67,666  －  67,666

 (2)セグメント間の 

   内部売上高又は振替高 
 0  243  1,415  1,660 (1,660)  －

   計  52,312  10,522  6,492  69,326 (1,660)  67,666

  営業利益  2,810  △18  196  2,988    40  3,028

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）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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（金額：百万円）

(連結）

総資産 203,780 203,065 △715

純資産 70,040 72,201 2,160

自己資本 67,908 70,043 2,135

自己資本比率 33.3 % 34.5 % 1.2%

有利子負債 65,487 68,571 3,084

従業員数 2,679 人 2,732 人 53

連結子会社数 14 社 14 社

持分法適用会社数 10 社 10 社

(連結）

売上高 72,826 (100.0%) 67,666 (100.0%) △5,159 92.9%

営業利益 2,255 (3.1%) 3,028 (4.5%) 773 134.3%

営業外収支 521 662 141

経常利益 2,777 (3.8%) 3,691 (5.5%) 914 132.9%

特別損益 132 16 △116

税前四半期純利益 2,909 (4.0%) 3,707 (5.5%) 798 127.4%

法人税等 585 682 97

少数株主利益 56 62 6

四半期純利益 2,268 (3.1%) 2,962 (4.4%) 693 130.6%

営業ＣＦ △944 △2,230 △1,286

投資ＣＦ △2,285 △1,440 845

財務ＣＦ 1,542 1,976 433

ｾｸﾞﾒﾝﾄ別売上高

食品 56,002 52,312 △3,690

飼料・種苗 11,510 10,522 △988

その他 7,275 6,492 △782

ｾｸﾞﾒﾝﾄ別営業利益

食品 2,548 2,810 261

飼料・種苗 △498 △ 18 480

その他 205 196 △9

以上

前期末

(H21.3)

平成22年３月期　第１四半期決算短信参考資料

当第１四半期

(H21.6)
増　減

増　減 前年同期比
前第１四半期 当第１四半期

(H20.4～H20.6) (H21.4～H21.6)
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