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（百万円未満切捨て） 
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) 
(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 
21年 3月期第2四半期 

 140,570   △6.8 
 150,886     ― 

5,856  22.0 
4,800     ─ 

7,166  18.6 
6,041    ― 

5,366  19.8 
   4,478    ― 

 
 

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 
21年 3月期第2四半期 

        17.77    
       14.81  

         ― 
      ―

 
(2)連結財政状態 

 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 

21 年 3 月期 
203,602 
203,780 

75,253 
70,040 

35.9 
   33.3 

242.20 
225.02 

 （参考）自己資本  22 年 3 月期第 2四半期 73,065 百万円  21 年 3月期 67,908 百万円 
 
２．配当の状況 

 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 ― ―    

 
３．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、3 ページ【定性的情報・財務諸表等】３．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） 
   ① 会計基準等の改正に伴う変更  無 
   ② ①以外の変更         無 
 

（4）発行済株式数（普通株式） 
   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 301,679,275 株 
                        21 年 3 月期      303,802,153 株 
   ② 期末自己株式数            22 年 3 月期第 2 四半期    6,740 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 2 四半期 301,999,575 株 
                        21 年 3 月期第 2 四半期 302,497,743 株 
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 当第２四半期連結累計期間における日本経済は、輸出・生産の回復がみられるものの、企業収益は大幅な減少が続

いている他、雇用情勢の悪化に歯止めがかからず、依然として厳しい状況にあります。  

 こうした経済環境の下、当社にとっては、景気低迷による乳製品需要の減少に加え、３月に実施された国内生乳価

格の引上げの影響を受けるなか、輸入競合品の価格低下やＰＢ商品を始めとする低価格化の動きが一層強まってお

り、難しい事業環境が継続しております。 

 このような情勢のなか、当社グループは、当第２四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」の拡販に注力するとともに、原

料・業務製品分野では、お客様のニーズに対応した商品、差別化商品の開発、用途提案を努めてまいりました。ま

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、物流のコスト構造改革に引き続き取り組

んでまいりました。 

 当第２四半期連結累計期間の売上高につきましては、原料乳製品需要の落込み等により前年同期を下回りました。

しかしながら、継続的なコスト構造改革の取組等により営業利益は前年同期を上回りました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の連結業績につきましては、売上高は140,570百万円（前年同期比

93.2％）、営業利益は5,856百万円（前年同期比122.0％）、経常利益は7,166百万円（前年同期比118.6％）、四半期

純利益は5,366百万円（前年同期比119.8％）となりました。 

 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、家庭用商品の「６Ｐチーズ」や「さけるチーズ」が好調に推移したものの、原料乳製品需要の落込

みにより売上高は前年同期を下回りました。 

 油脂部門は、主力の「ネオソフト」は好調に推移したものの、業務用商品の需要減少等により、売上高は前年同期

を下回りました。 

 この結果、食品事業における売上高は107,682百万円となりました。 

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、前年同期を下回りました。 

 この結果、飼料・種苗事業の売上高は22,824百万円となりました。 

③ その他事業 

 その他事業における売上高は、13,348百万円となり、前年同期を下回りました。  

  

 (１）資産、負債及び純資産の状況 

   （資産の部）  

 当第２四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177百万円の減少となりました。これは主

に、たな卸資産の増加により流動資産が増加した一方で、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２四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5,390百万円の減少となりました。これは主 

に、支払手形及び買掛金が減少したことによるものです。 

    （純資産の部）   

  当第２四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5,212百万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。 

  

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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  （２）キャッシュ・フローの状況 

       当第２四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、5,633百万円となり前連結会計年度末と比べ

     1,319百万円減少しました。 

      当第２四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、2,898百万円の収入（前年同期は1,991百万円の収入）となりました。 

      これは主に、税金等調整前四半期純利益が6,941百万円となったこと、たな卸資産の増加によるキャッシュ・フロ 

     ーの減少が897百万円になったこと、仕入債務の減少によるキャッシュ・フローの減少が3,815百万円となったこと 

     などによるものです。 

     （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、2,735百万円の支出（前年同期は4,474百万円の支出)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3,026百万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、1,554百万円の支出（前年同期は2,546百万円の収入)となりました。 

     これは主に、剰余金の配当を行ったことによるものです。 

  

  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。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

３．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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４．四半期連結財務諸表 
（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 5,871 7,076

受取手形及び売掛金 35,947 35,424

有価証券 100 －

商品及び製品 26,283 23,343

仕掛品 507 563

原材料及び貯蔵品 4,197 6,183

繰延税金資産 3,933 3,895

その他 6,930 6,212

貸倒引当金 △259 △264

流動資産合計 83,511 82,434

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 20,207 20,343

機械装置及び運搬具（純額） 20,757 19,899

土地 44,767 44,984

その他（純額） 2,010 3,436

有形固定資産合計 87,743 88,663

無形固定資産 2,718 2,656

投資その他の資産   

投資有価証券 16,688 15,855

繰延税金資産 9,068 10,072

その他 5,144 5,420

貸倒引当金 △1,271 △1,323

投資その他の資産合計 29,629 30,025

固定資産合計 120,091 121,346

資産合計 203,602 203,780
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（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 26,053 29,591

短期借入金 41,826 29,421

1年内償還予定の社債 6,200 6,200

未払法人税等 686 528

賞与引当金 2,384 2,173

その他 11,829 12,999

流動負債合計 88,981 80,914

固定負債   

長期借入金 16,777 29,397

繰延税金負債 966 962

再評価に係る繰延税金負債 10,211 10,259

退職給付引当金 4,266 4,214

役員退職慰労引当金 206 217

ギフト券引換引当金 261 282

負ののれん 3,338 3,843

その他 3,340 3,648

固定負債合計 39,368 52,825

負債合計 128,349 133,739

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 36,175 32,646

自己株式 △2 △670

株主資本合計 57,196 52,999

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 379 △25

繰延ヘッジ損益 330 76

土地再評価差額金 15,163 15,235

為替換算調整勘定 △4 △377

評価・換算差額等合計 15,868 14,908

少数株主持分 2,187 2,132

純資産合計 75,253 70,040

負債純資産合計 203,602 203,780
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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：百万円）

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 150,886 140,570

売上原価 117,209 105,756

売上総利益 33,676 34,814

販売費及び一般管理費 28,875 28,957

営業利益 4,800 5,856

営業外収益   

受取利息 39 21

受取配当金 221 200

負ののれん償却額 468 504

持分法による投資利益 807 661

その他 736 665

営業外収益合計 2,274 2,054

営業外費用   

支払利息 733 604

その他 300 139

営業外費用合計 1,033 744

経常利益 6,041 7,166

特別利益   

固定資産売却益 264 171

貸倒引当金戻入額 99 13

その他 54 88

特別利益合計 419 272

特別損失   

固定資産売却損 10 0

固定資産除却損 237 96

減損損失 62 323

その他 91 77

特別損失合計 402 497

税金等調整前四半期純利益 6,057 6,941

法人税等 1,405 1,482

少数株主利益 174 92

四半期純利益 4,478 5,366
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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 6,057 6,941

減価償却費 2,929 2,972

減損損失 62 323

持分法による投資損益（△は益） △807 △661

負ののれん償却額 △468 △504

貸倒引当金の増減額（△は減少） 84 △56

賞与引当金の増減額（△は減少） 510 211

退職給付引当金の増減額（△は減少） △75 52

ギフト券引換引当金の増減額（△は減少） △15 △20

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 20 △11

固定資産除売却損益（△は益） △17 △74

受取利息及び受取配当金 △261 △222

支払利息 733 604

売上債権の増減額（△は増加） △2,524 △522

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,662 △897

仕入債務の増減額（△は減少） 485 △3,815

その他 △1,284 △545

小計 2,766 3,772

利息及び配当金の受取額 392 347

利息の支払額 △725 △614

解約金及び違約金の支払額 － △153

法人税等の支払額 △442 △453

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,991 2,898
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（単位：百万円）

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) 

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 △11 △76

貸付けによる支出 △36 △74

貸付金の回収による収入 294 254

有形及び無形固定資産の取得による支出 △5,541 △3,026

有形固定資産の売却による収入 870 187

投資有価証券の取得による支出 △1,250 △0

投資有価証券の売却による収入 6 －

金銭信託の償還による収入 1,201 －

その他 △6 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,474 △2,735

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） 7,186 3,122

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 △3,203 △3,336

優先株式取得による支出 △2,829 －

配当金の支払額 △1,238 △1,189

少数株主への配当金の支払額 △37 △37

その他 △160 △113

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,546 △1,554

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15 71

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 48 △1,319

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 6,584 5,633
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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）及び当第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）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）及び当第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）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）  

  
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    114,195  25,369  11,321  150,886  －  150,886

 (2)セグメント間の 

   内部売上高又は振替高 
 12  623  3,175  3,811 (3,811)  －

   計  114,207  25,993  14,496  154,698 (3,811)  150,886

  営業利益  4,232  △38  606  4,800 (－)  4,800

  
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）  

  
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    107,679  22,354  10,535  140,570  －  140,570

 (2)セグメント間の 

   内部売上高又は振替高 
 2  469  2,812  3,284 (3,284)  －

   計  107,682  22,824  13,348  143,855 (3,284)  140,570

  営業利益  4,635  619  496  5,751    104  5,856

〔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 203,780 203,602 △177

純資産 70,040 75,253 5,212

自己資本 67,908 73,065 5,157

自己資本比率 33.3 % 35.9 % 2.6%

有利子負債 65,487 65,412 △74

従業員数 2,679 人 2,729 人 50

連結子会社数 14 社 14 社 －

持分法適用会社数 10 社 9 社 △1

(連結）

総資産 206,850 203,602 △3,248

純資産 67,865 75,253 7,387

自己資本 65,878 73,065 7,186

自己資本比率 31.8 % 35.9 % 4.0%

有利子負債 68,758 65,412 △3,345

従業員数 2,695 人 2,729 人 34

連結子会社数 15 社 14 社 △1

持分法適用会社数 10 社 9 社 △1

(連結）

売上高 150,886 (100.0%) 140,570 (100.0%) △10,315 93.2%

営業利益 4,800 (3.2%) 5,856 (4.2%) 1,055 122.0%

営業外収支 1,240 1,310 69

経常利益 6,041 (4.0%) 7,166 (5.1%) 1,125 118.6%

特別損益 16 △ 224 △241

税前四半期純利益 6,057 (4.0%) 6,941 (4.9%) 883 114.6%

法人税等 1,405 1,482 77

少数株主利益 174 92 △81

四半期純利益 4,478 (3.0%) 5,366 (3.8%) 887 119.8%

営業ＣＦ 1,991 2,898 906

投資ＣＦ △4,474 △2,735 1,738

財務ＣＦ 2,546 △1,554 △4,100

ｾｸﾞﾒﾝﾄ別売上高

食品 114,207 107,682 △6,525

飼料・種苗 25,993 22,824 △3,169

その他 14,496 13,348 △1,148

ｾｸﾞﾒﾝﾄ別営業利益

食品 4,232 4,635 403

飼料・種苗 △ 38 619 658

その他 606 496 △110

前第２四半期 当第２四半期
増　減

(H20.9) (H21.9)

前年同期比
前第２四半期 当第２四半期

(H20.4～H20.9) (H21.4～H21.9)

前期末

(H21.3)

平成22年3月期　第２四半期決算短信参考資料

当第２四半期

(H21.9)
増　減

増　減
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