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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 125,643 △1.3 3,629 △12.5 4,145 △11.2 2,503 △9.7

23年3月期第1四半期 127,352 ― 4,146 ― 4,669 ― 2,773 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 2,344百万円 （△1.3％） 23年3月期第1四半期 2,375百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 36.90 ―

23年3月期第1四半期 40.47 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 291,740 99,189 33.4
23年3月期 291,838 98,545 33.2

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  97,502百万円 23年3月期  96,824百万円

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  

平成24年3月期（予想）期末配当金の内訳  普通配当 25.00円 記念配当 5.00円 

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

23年3月期 ― ― ― 25.00 25.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） ― ― 30.00 30.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 267,000 2.9 8,500 △2.5 9,500 △1.3 6,000 △0.2 88.42
通期 525,000 4.1 17,000 8.6 18,500 6.6 10,000 7.2 147.37



(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）  ：  有  

詳細は、添付資料P．3「2．サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  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。 
  四半期決算補足説明資料は四半期決算短信に添付しています。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 2社 （社名）
日本ミルクコミュニティ株式会社、雪印
乳業株式会社

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） 24年3月期1Q 70,751,855 株 23年3月期 70,751,855 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 2,894,259 株 23年3月期 2,893,650 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 67,857,863 株 23年3月期1Q 68,542,165 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部に上向きの動きが見られるものの平成23年３月11日に

発生した東日本大震災の影響等により、景気は依然として厳しい状況にあります。 

食品業界においては、個人消費に下げ止まりがみられるものの、食料消費支出の減少が続いているうえ、市場

競争の激化や原材料コストの上昇などにより厳しい事業環境が続いております。また、震災によるサプライチェー

ンの大規模な寸断等による影響は緩和されつつあるものの、生乳需給の逼迫や電力供給の制約の影響等により今後

も厳しい環境となることが想定されます。 

このような経営環境の中、当社は平成23年４月１日をもって日本ミルクコミュニティ㈱および雪印乳業㈱を吸

収合併し、新たなスタートを切りました。 

当第１四半期連結累計期間においては、東日本大震災による影響から早期に復旧すべく、生産アイテムの見直

しや原材料等の確保等による商品の安定供給に努めました。 

また、「雪印メグミルクグループ中期経営計画（平成21年度～平成25年度）」に掲げた「乳飲料」「デザー

ト」「ヨーグルト」「ナチュラルチーズ」の４つのカテゴリーにおける「カテゴリー№１戦略」を強力に推進する

ため、テレビコマーシャルを投入し、「ヨーグルト」は恵ブランドの強化、「ナチュラルチーズ」は雪印北海道１

００ブランドの拡大に重点的に取り組みました。 

恵ブランドの強化として、当社独自のプロバイオティクス乳酸菌である「ガセリ菌ＳＰ株」と「ビフィズス菌

ＳＰ株」の２種類の善玉菌を使用、またはそれぞれの乳酸菌が持つ機能性に特化した商品について「恵（ｍｅｇｕ

ｍｉ）ブランド」に統一して商品展開を図るとともに、新商品である４Ｐタイプのフルーツヨーグルトの拡販に努

めました。 

一方、戦略設備投資においては、「さけるチーズ」「ナチュレ恵」の生産設備増強工事を開始し、事業基盤の

強化に向けて生産基盤の構築を進めております。 

夏季の使用電力削減の取組みとしては、節電ビズ、サマータイム導入やオフィスおよび工場設備の電力削減対

策（工場間の生産品目調整や対象となる工場への自家発電設備の移設等）により 大使用電力の削減に取り組んで

おります。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は 百万円（前年同期比 ％）、営業利益は

百万円（前年同期比 ％）、経常利益は 百万円（前年同期比 ％）、四半期純利益は 百万円

（前年同期比 ％）となりました。 

  

セグメントごとの当第１四半期連結累計期間の業績は次のとおりです。なお、各セグメントごとの売上高につ

きましては、外部顧客に対する金額を記載しております。 

  

①乳製品事業 

当事業には、乳製品（チーズ、バター、粉乳等）、油脂（マーガリン等）、育児品（乳幼児用粉乳等）等の製

造・販売が含まれております。 

「スライスチーズ」等のプロセスチーズやマーガリン等の油脂部門の販売は低調であったものの、カテゴリー

№１の対象カテゴリーである「ナチュラルチーズ」で生産設備増強を進めている「さけるチーズ」の販売は好調に

推移しました。また、クリームチーズ市場においてはラインナップを強化した個包装タイプの「雪印北海道１００

クリームチーズ（６個入り）」の販売が好調に推移し、クリームチーズ商品全体の販売増加に好影響を与えまし

た。 

この結果、当事業における売上高は 百万円（前年同期比 ％）となりました。 

②飲料・デザート類事業 

当事業には、飲料（牛乳類、果汁飲料等）、ヨーグルト、デザートの製造・販売が含まれております。 

飲料部門では、牛乳やバラエティー豊かな飲料を市場に投入した影響もあり、清涼飲料および果汁飲料は販売

に貢献したものの、前年好調であった加工乳の落ち込みをカバーできず飲料全体では低調でした。 

ヨーグルト部門では、計画停電の影響や市場競争の激化の中、恵ブランドの強化に重点的に取組み、主力の

「ナチュレ恵megumi」が牽引するとともに、新商品の「ナチュレ恵megumiブルーベリー＋いちご」等の４Ｐタイプ

は、震災の影響で発売に遅れはあったものの、その後順調に浸透し販売に貢献しました。 

この結果、当事業における売上高は 百万円（前年同期比 ％）となりました。 

③飼料・種苗事業 

当事業には、牛用飼料、牧草・飼料作物種子、野菜種子の製造・販売が含まれております。 

配合飼料の販売価格上昇および単体飼料の販売数量増加等により増収となり、当事業における売上高は

百万円（前年同期比 ％）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

125,643 98.7

3,629 87.5 4,145 88.8 2,503

90.3

43,462 97.4

62,540 97.9

12,497

105.6
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④その他事業 

当事業には、不動産賃貸、共同配送センター事業等が含まれております。 

当事業における売上高は、 百万円（前年同期比 ％）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債および純資産の状況 

 （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97百万円の減少となりました。 

   これは主に、受取手形及び売掛金やたな卸資産が増加した一方で、現金及び預金や繰延税金資産が減少 

  したことなどによります。  

 （負債の部） 

   当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末と比較して741百万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増加した一方で、長期借入金や繰延税金負債が減少したことなどによ 

  ります。  

 （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644百万円の増加となりました。 

   これは主に、利益剰余金が増加したことなどによります。 

  

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、 百万円となりました。 

  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、 百万円の収入（前年同期は 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 百万円となったこと、仕入債務の増加によるキャッシ 

  ュ・フローの増加が 百万円となった一方で、売上債権の増加によるキャッシュ・フローの減少が  

  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 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、 百万円の支出（前年同期は 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、 百万円の支出（前年同期は 百万円の支出）となりまし 

  た。これは主に、長期借入金の返済により 百万円を支出したこと、配当金の支払により 百万円を支

  出したことなどによるものです。  

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成23年５月12日の決算短信で公表した業績予想値に変更はありません。  

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 前連結会計年度において連結子会社でありました日本ミルクコミュニティ㈱および雪印乳業㈱は、平成23年４

月１日付にて当社と合併したため、連結の範囲から除いております。 

   

（２）追加情報  

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。  

  

7,142 102.2

8,431

1,848 5,778

3,518

4,770 6,364

1,514

2,748 2,663

4,759 3,904

2,793 1,492

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,825 9,210

受取手形及び売掛金 54,692 61,056

商品及び製品 23,278 25,242

仕掛品 866 930

原材料及び貯蔵品 9,242 8,736

繰延税金資産 7,549 7,585

その他 7,652 7,520

貸倒引当金 △719 △716

流動資産合計 117,387 119,566

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 27,796 27,725

機械装置及び運搬具（純額） 34,088 33,659

土地 67,548 67,646

その他（純額） 6,603 8,089

有形固定資産合計 136,037 137,120

無形固定資産   

のれん 4,856 4,509

その他 4,216 3,766

無形固定資産合計 9,073 8,276

投資その他の資産   

投資有価証券 17,265 17,363

繰延税金資産 7,748 5,272

その他 5,598 5,343

貸倒引当金 △1,271 △1,200

投資その他の資産合計 29,340 26,778

固定資産合計 174,451 172,174

資産合計 291,838 291,740
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 50,772 55,925

短期借入金 24,960 25,705

未払法人税等 1,127 662

賞与引当金 3,916 2,082

資産除去債務 262 285

その他 24,848 25,430

流動負債合計 105,889 110,091

固定負債   

長期借入金 52,610 48,968

繰延税金負債 3,145 1,187

再評価に係る繰延税金負債 10,005 10,180

退職給付引当金 10,753 11,021

役員退職慰労引当金 337 319

ギフト券引換引当金 237 232

資産除去債務 339 317

負ののれん 1,823 1,571

その他 8,151 8,659

固定負債合計 87,404 82,459

負債合計 193,293 192,551

純資産の部   

株主資本   

資本金 20,000 20,000

資本剰余金 17,580 17,580

利益剰余金 47,976 48,783

自己株式 △4,520 △4,521

株主資本合計 81,037 81,843

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 864 864

繰延ヘッジ損益 63 △4

土地再評価差額金 14,854 14,679

為替換算調整勘定 4 119

その他の包括利益累計額合計 15,787 15,659

少数株主持分 1,720 1,686

純資産合計 98,545 99,189

負債純資産合計 291,838 291,740
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 127,352 125,643

売上原価 92,814 92,465

売上総利益 34,537 33,177

販売費及び一般管理費 30,390 29,548

営業利益 4,146 3,629

営業外収益   

受取利息 10 11

受取配当金 273 157

負ののれん償却額 252 252

持分法による投資利益 90 190

その他 366 243

営業外収益合計 993 855

営業外費用   

支払利息 351 259

その他 120 79

営業外費用合計 471 339

経常利益 4,669 4,145

特別利益   

固定資産売却益 1 23

貸倒引当金戻入額 21 －

受取補償金 13 －

その他 11 13

特別利益合計 47 37

特別損失   

固定資産売却損 0 5

固定資産除却損 169 157

減損損失 7 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 419 －

災害による損失 － 176

合併関連費用 － 273

その他 31 51

特別損失合計 628 664

税金等調整前四半期純利益 4,088 3,518

法人税等 1,318 1,046

少数株主損益調整前四半期純利益 2,770 2,472

少数株主損失（△） △3 △31

四半期純利益 2,773 2,503
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,770 2,472

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △344 0

繰延ヘッジ損益 △102 △68

為替換算調整勘定 76 78

土地再評価差額金 － △175

持分法適用会社に対する持分相当額 △24 36

その他の包括利益合計 △395 △127

四半期包括利益 2,375 2,344

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,381 2,375

少数株主に係る四半期包括利益 △6 △31
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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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 4,088 3,518

減価償却費 2,916 3,102

減損損失 7 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 419 －

災害損失 － 176

持分法による投資損益（△は益） △90 △190

のれん償却額 346 346

負ののれん償却額 △252 △252

貸倒引当金の増減額（△は減少） △54 △73

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,526 △1,834

退職給付引当金の増減額（△は減少） 209 268

ギフト券引換引当金の増減額（△は減少） △3 △5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2 △18

固定資産除売却損益（△は益） 168 138

受取利息及び受取配当金 △284 △169

支払利息 351 259

売上債権の増減額（△は増加） △3,932 △6,364

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,210 △1,514

仕入債務の増減額（△は減少） 2,630 4,770

その他 437 1,276

小計 6,642 3,436

利息及び配当金の受取額 412 277

利息の支払額 △347 △319

災害損失の支払額 － △619

法人税等の支払額 △929 △926

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,778 1,848

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 △185 △20

定期預金の払戻による収入 － 10

有価証券の償還による収入 100 －

貸付けによる支出 △6 △90

貸付金の回収による収入 126 176

有形及び無形固定資産の取得による支出 △2,694 △2,865

有形及び無形固定資産の売却による収入 2 27

投資有価証券の取得による支出 △7 △3

投資有価証券の売却による収入 1 17

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,663 △2,748
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

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） 2,730 △104

長期借入金の返済による支出 △2,373 △2,793

自己株式の取得による支出 △2,128 △0

配当金の支払額 △1,731 △1,492

少数株主への配当金の支払額 △2 △3

その他 △398 △365

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,904 △4,759

現金及び現金同等物に係る換算差額 29 26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △760 △5,633

現金及び現金同等物の期首残高 8,458 14,065

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,697 8,431
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該当事項はありません。  

  

  

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円） 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業及び共同配送セ

ンター事業等が含まれております。 

２．セグメント利益の調整額 百万円は、セグメント間の取引消去金額であります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円） 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業及び共同配送セ

ンター事業等が含まれております。 

２．セグメント利益の調整額 百万円は、セグメント間の取引消去金額であります。 

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

  

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）セグメント情報等

  

報告セグメント 
その他 

(注）１ 
合計 

調整額 

(注)２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 

(注)３ 
乳製品 

飲料・ 

デザート類
飼料・種苗 計 

売上高 

外部顧客への売上高   44,638  63,898  11,829  120,366  6,985  127,352  －  127,352

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 4,069  57  213  4,339  2,674  7,014 (7,014)  －

計  48,708  63,955  12,042  124,706   9,660  134,367 (7,014)  127,352

セグメント利益  2,963  59  829  3,852  210  4,062  84  4,146

84

  

報告セグメント 
その他 

(注)１ 
合計 

調整額 

(注)２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 

(注)３ 
乳製品 

飲料・ 

デザート類
飼料・種苗 計 

売上高 

外部顧客への売上高   43,462  62,540  12,497  118,500  7,142  125,643  －  125,643

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 71  4  236  312  2,747  3,059 (3,059)  －

計  43,534  62,544  12,734  118,813   9,889  128,703 (3,059)  125,643

セグメント利益 

又は損失（△） 
 3,067  △372  632  3,327  280  3,608  20  3,629

20

（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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（１）前期比較

　　① 連結経営成績 （単位：億円）

実績 売上比 実績 売上比 実績 前期比

1,273 100.0% 1,256 100.0% △17 98.7%

928 72.9% 924 73.6% △3 99.6%

303 23.9% 295 23.5% △8 97.2%

41 3.3% 36 2.9% △5 87.5%

9 0.8% 8 0.7% △1 86.1%

4 0.4% 3 0.3% △1 71.9%

46 3.7% 41 3.3% △5 88.8%

0 0.0% 0 0.0% △0 78.0%

6 0.5% 6 0.5% 0 105.7%

13 1.0% 10 0.8% △2 79.4%

△0 △0.0% △0 △0.0% △0 －%

27 2.2% 25 2.0% △2 90.3%

　　② セグメント別実績 （単位：億円）

実績 前期比

〔売上高〕

△11 97.4%

△13 97.9% 　　

6 105.6% 　　

1 102.2%

〔営業利益〕 　　

1 103.5%

△4 －% 　　

△1 76.2%

0 133.3% 　　

(注)１．　セグメント別の主な取扱商品類

　乳製品：乳製品（チーズ、バター、粉乳等）、油脂（マーガリン等）、育児品（乳幼児用粉乳等）　他

　飲料・デザート類：飲料（牛乳類、果汁飲料等）、ヨーグルト、デザート　他

　飼料・種苗：牛用飼料、牧草・飼料作物種子、野菜種子　他

　その他：不動産賃貸、共同配送センター事業　他

(注)２．　セグメント別の売上高は外部顧客に対する金額を記載しております。

実　　績

118 

69 

29 

0 

6 

平成23年３月期

638 

実　　績

第１四半期

446 

増減金額

第１四半期
増減金額

△3 

第１四半期

平成24年３月期

625 

434 

124 

71 

30 

そ の 他

8 

2 

営 業 外 費 用

４．補足情報

経 常 利 益

特 別 利 益

特 別 損 失

法 人 税 等

少 数 株 主 損 益

乳 製 品

売 上 原 価

販売費及び一般管理費

営 業 利 益

営 業 外 収 益

平成24年３月期平成23年３月期

第１四半期

売 上 高

四 半 期 純 利 益

飲料・デザ ート類

飼 料 ・ 種 苗

そ の 他

乳 製 品

飲料・デザ ート類

飼 料 ・ 種 苗

2 
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（２）業績予想

　　① 連結業績予想 （単位：億円）

前期比 前期比

102.9% 104.1%

97.5% 108.6%

98.7% 106.6%

99.8% 107.2%

(注)　平成23年5月12日決算短信発表時に公表したものから変更はありません。

　　② セグメント別売上予想 （単位：億円）

前期比 前期比

99.0% 101.4%

106.5% 107.1%

106.8% 107.1%

87.9% 89.9%

(注)１．　セグメント別の売上高は外部顧客に対する金額を記載しております。

　　　　　なお、前期比についても外部顧客に対する金額の比較によります。

    ２．　平成23年5月12日決算短信発表時に公表したものから変更はありません。

（３）【参考：レビュー対象外】　単体部門別売上高

（単位：億円・％）

前期比 前期比

乳食品 105.4 95.4 △ 14

（内　バター） 105.5 103.1 1

（内　チーズ） 105.6 97.4 △ 4

油脂 99.2 92.9 △ 2

市乳 529 102.9 514 97.1 △ 15

（内　白物飲料） 104.6 95.4 △10

（内　色物飲料） 98.3 103.6 5

（内　はっ酵乳） 106.3 101.1 0

その他 49.8 83.2 △ 1

102.4 96.2 △ 34

(注)　前年度の数値は、平成23年４月１日付の当社、日本ミルクコミュニティ株式会社および雪印乳業

　　　株式会社の合併に伴い、昨年７月30日に公表しました各社の数値を加算後、事業区分を統一のう

　　　え、３社間の取引金額を控除しております。

（参考）平成24年3月期第１四半期シェア（家庭用） 　バター 41.2%

　マーガリン 31.3%

　チーズ 17.8%

　牛乳 8.3%

　乳飲料 28.9%

　はっ酵乳 11.5%

（当社調べ 乳食品・油脂：物量ﾍﾞｰｽ、市乳：金額ﾍﾞｰｽ）

241 457

133 260

877 1,816

1,419 2,717

平成24年３月期

第２四半期連結累計期間 通期

予　　想 予　　想

185

当 期 純 利 益 60 100

経 常 利 益 95

2,670 5,250

85 170

売 上 高

営 業 利 益

150

87

増減金額

295

209

実　　績 実　　績

38

158

53 54

310

853

7

35

154

887

9

220

145

86

第１四半期 第１四半期

平成24年３月期平成23年３月期

平成24年３月期

第２四半期連結累計期間 通期

予　　想 予　　想

合     計

乳 製 品

飲料・デザート類

飼 料 ・ 種 苗

そ の 他
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