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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 71,436 △13.6 2,009 △48.5 2,371 △43.3 1,145 △47.9

23年3月期第2四半期 82,657 0.0 3,904 36.1 4,186 34.5 2,199 18.5

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 2,543百万円 （68.4％） 23年3月期第2四半期 1,510百万円 （―％）

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2四半期 4.39 ―

23年3月期第2四半期 8.42 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 129,417 52,780 40.4
23年3月期 127,045 51,845 40.4

（参考） 自己資本  24年3月期第2四半期  52,338百万円 23年3月期  51,355百万円

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  
 

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 ― 0.00 ― 6.00 6.00

24年3月期 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 6.00 6.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 151,500 △3.7 4,800 △27.9 5,000 △27.3 2,700 10.2 10.35



(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）  ：  無  

(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、金融商品取引法に基づく四
半期連結財務諸表レビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想につきましては、適正な情報に基づき作成したものでありますが、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。詳細は添
付資料４ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。  

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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2Q 270,948,848 株 23年3月期 270,948,848 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 10,185,969 株 23年3月期 10,171,605 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 260,769,394 株 23年3月期2Q 261,149,137 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１） 連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間の業績は次のとおりです。 

売上高は、主力の食料品製造事業が東日本大震災による影響や消費マインドの低下により前年同期

実績を下回り、さらに株式譲渡した連結子会社２社の売上高減少により、全体では 714 億３千６百万

円と前年同期実績に比べ 112 億２千１百万円（13.6％）の減収となりました。 

また損益面では、売上高の減少により営業利益が前年同期実績に比べ 18 億９千５百万円 (48.5％) 

減益の 20 億９百万円、経常利益も前年同期実績に比べ 18 億１千５百万円 (43.3％)減益の 23 億７千

１百万円となりました。また、四半期純利益につきましては特別利益に関係会社株式売却益を計上し

ましたが、投資有価証券評価損を特別損失に計上したことにより、11 億４千５百万円と前年同期実

績に比べ 10 億５千４百万円（47.9％）の減益となりました。 

 

セグメントの第２四半期連結累計期間業績は、次のとおりであります。 

 

＜食料品製造事業＞ 

菓子部門 

主力ブランドの「ダース」は新商品の売上が寄与したこともあり好調に推移しました。また、「お

っとっと」と第２四半期好調に推移した「ミルクキャラメル」「森永ビスケット」が前年同期実績を

上回り、「ハイチュウ」は前年同期実績並みに推移しました。一方、東日本大震災による供給不足が

影響して「チョコボール」や「小枝」は前年同期実績を下回りました。主力ブランド全体が前年同

期実績を下回り、菓子部門全体の売上高も前年同期実績を下回りました。 

 

食品部門 

「ミルクココア」が前年同期実績を下回りましたが、「甘酒」他の商品が好調に推移したことで、

食品部門全体の売上高は前年同期実績を上回りました。 

 

冷菓部門 

主力ブランドの「チョコモナカジャンボ」や「アイスボックス」が広告効果もあり前年同期実績

を上回り、冷菓部門全体の売上高は前年同期実績を上回りました。 

 

健康部門 

「天使の健康」シリーズの通販事業が好調に推移しました。一方、主力ブランドの「ウイダー 

ｉｎゼリー」が原材料の需給状況が不安定なため、商品数の絞込みを余儀なくされたことが影響し、

前年同期実績を大幅に下回り、健康部門全体の売上高は前年同期実績を下回りました。 

 

これらの結果、＜食料品製造事業＞の売上高は 658 億４千７百万円と前年同期実績に比べ 5.4％減と

なりました。セグメント利益は 16 億８千２百万円と前年同期実績に比べ 15 億１千４百万円の減益と

なりました。 
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  ＜食料卸売及び飲食店事業＞ 

売上高は、株式譲渡した連結子会社２社の売上高が減少し、事業全体で 38 億２千万円と前年同期実

績に比べ 65.9％減となりました。セグメント利益は８百万円と前年同期実績に比べて２億７千４百万

円の減益となりました。 

 

  ＜不動産及びサービス事業＞ 

売上高は、不動産事業ならびにゴルフ事業が前年同期実績を下回り、事業全体で 14 億８千１百万円

と前年同期実績に比べ 4.9％減となりました。セグメント利益は４億５千１百万円と前年同期実績に

比べ８千５百万円の減益となりました。 

 

  ＜その他＞ 

      売上高２億８千８百万円、セグメント利益７千９百万円であります。 

 

（２） 連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間における総資産の残高は 1,294 億１千７百万円となり、前連結会計年度

に比べ 23 億７千２百万円増加しております。主な要因は、流動資産の現金及び預金の減少と商品及

び製品の増加や固定資産の投資有価証券が増加したことなどによるものであります。 

負債の残高は 766 億３千７百万円となり、前連結会計年度に比べ 14 億３千８百万円増加しており

ます。主な要因は、流動負債の未払金や固定負債の繰延税金負債が増加したことなどによるものであ

ります。 

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度と同率の 40.4％となりました。 

 

連結キャッシュ・フローにつきましては、次のとおりであります。 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計

年度末に比べ 15 億２千４百万円減少し、79 億６千２百万円となりました。 

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は 27 億５百万円と前年同四半期連

結累計期間に比べ 27 億９千６百万円減少となりました。この主たる要因は、税金等調整前四半期純

利益の減少とたな卸資産の増加によるものであります。 

   （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における投資活動の結果、使用した資金は 22 億５百万円となりました。

主な内容は、定期預金の払戻による収入と有形固定資産の取得による支出であります。 

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は 21 億１千８百万円となりました。

これは主に配当金の支払いによるものであります。 
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（３） 連結業績予想に関する定性的情報 

業績予想につきましては、最近の業績の動向を踏まえ、平成 23 年８月２日発表の業績予想数値を

修正しております。 

  なお、当該予想数値の修正に関する事項は、本日（平成 23 年 11 月４日）発表の「平成 24 年３月

期第２四半期連結累計期間業績予想値と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知

らせ」をご参照下さい。 

 

２．サマリー情報（その他）に関する事項 

（１） 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

なお、第１四半期連結会計期間より、新たに設立した高崎森永(株)（平成 23 年４月１日設立）

を連結の範囲に含めております。また、前連結会計年度において連結子会社であった森永フードサ

ービス(株)は平成 23 年５月 31 日をもって当社保有全株式を譲渡したため、連結の範囲から除外し

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の適用 

該当事項はありません。 

 

（３） 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

 

（４） 追加情報 

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

 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。 
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,992 8,962

受取手形及び売掛金 15,835 16,120

商品及び製品 5,439 7,331

仕掛品 402 520

原材料及び貯蔵品 4,646 5,079

繰延税金資産 1,874 2,414

その他 4,316 5,314

貸倒引当金 △14 △12

流動資産合計 45,492 45,730

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 21,077 20,717

機械装置及び運搬具（純額） 10,233 12,440

土地 30,295 30,283

その他（純額） 4,895 3,286

有形固定資産合計 66,502 66,728

無形固定資産   

のれん 1,267 1,214

その他 470 471

無形固定資産合計 1,738 1,686

投資その他の資産   

投資有価証券 11,597 13,599

繰延税金資産 349 376

その他 1,448 1,380

貸倒引当金 △82 △83

投資その他の資産合計 13,311 15,272

固定資産合計 81,552 83,686

資産合計 127,045 129,417
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,033 14,534

短期借入金 806 535

未払金 7,993 9,425

未払法人税等 909 1,375

賞与引当金 2,001 2,345

その他 10,185 7,872

流動負債合計 34,930 36,089

固定負債   

長期借入金 23,141 23,087

繰延税金負債 2,326 3,276

退職給付引当金 6,754 6,370

役員退職慰労引当金 114 111

資産除去債務 121 123

受入敷金保証金 7,011 6,889

その他 799 689

固定負債合計 40,269 40,548

負債合計 75,199 76,637

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,612 18,612

資本剰余金 17,186 17,186

利益剰余金 16,470 16,051

自己株式 △2,458 △2,460

株主資本合計 49,811 49,390

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,082 3,536

繰延ヘッジ損益 5 △45

為替換算調整勘定 △544 △541

その他の包括利益累計額合計 1,543 2,948

少数株主持分 490 441

純資産合計 51,845 52,780

負債純資産合計 127,045 129,417
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 82,657 71,436

売上原価 42,530 35,958

売上総利益 40,127 35,477

販売費及び一般管理費 36,223 33,468

営業利益 3,904 2,009

営業外収益   

受取利息 6 4

受取配当金 273 273

持分法による投資利益 11 5

その他 228 322

営業外収益合計 520 605

営業外費用   

支払利息 148 135

その他 89 107

営業外費用合計 238 243

経常利益 4,186 2,371

特別利益   

固定資産売却益 1 17

関係会社株式売却益 － 978

貸倒引当金戻入額 7 －

その他 14 －

特別利益合計 24 996

特別損失   

固定資産除売却損 127 131

投資有価証券評価損 － 1,306

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 94 －

その他 6 －

特別損失合計 228 1,437

税金等調整前四半期純利益 3,982 1,930

法人税、住民税及び事業税 1,743 1,343

法人税等調整額 31 △543

法人税等合計 1,774 800

少数株主損益調整前四半期純利益 2,207 1,130

少数株主利益又は少数株主損失（△） 7 △15

四半期純利益 2,199 1,145
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 （四半期連結包括利益計算書） 
 （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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,207 1,130

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △565 1,470

繰延ヘッジ損益 △63 △51

為替換算調整勘定 △57 11

持分法適用会社に対する持分相当額 △9 △16

その他の包括利益合計 △697 1,413

四半期包括利益 1,510 2,543

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,528 2,550

少数株主に係る四半期包括利益 △18 △7
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 3,982 1,930

減価償却費 2,439 2,566

のれん償却額 68 52

退職給付引当金の増減額（△は減少） △27 △10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △51 △3

賞与引当金の増減額（△は減少） 367 387

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5 △0

受取利息及び受取配当金 △279 △278

支払利息 148 135

持分法による投資損益（△は益） △11 △5

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,306

投資有価証券売却損益（△は益） 1 －

関係会社株式売却損益（△は益） － △978

固定資産売却損益（△は益） 26 △8

固定資産除却損 99 121

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 94 －

売上債権の増減額（△は増加） △954 △310

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,125 △2,386

仕入債務の増減額（△は減少） 2,135 1,592

その他の流動資産の増減額（△は増加） 18 △1,569

その他の固定資産の増減額（△は増加） △50 △133

未払金の増減額（△は減少） 1,056 1,463

その他の流動負債の増減額（△は減少） △47 108

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） △163 △121

その他 4 △84

小計 7,721 3,774

利息及び配当金の受取額 279 278

利息の支払額 △155 △138

法人税等の支払額 △2,344 △871

災害損失の支払額 － △337

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,501 2,705

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 △12 －

定期預金の払戻による収入 12 2,500

有形固定資産の取得による支出 △1,402 △4,975

有形固定資産の売却による収入 182 166

無形固定資産の取得による支出 △9 △23

投資有価証券の取得による支出 △3 △2

投資有価証券の売却による収入 3 －

関係会社株式の取得による支出 － △993

関係会社株式の売却による収入 － 1,156

貸付金の回収による収入 0 0

その他 △42 △35

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,271 △2,205
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９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） △691 △260

長期借入れによる収入 165 －

長期借入金の返済による支出 △90 △70

自己株式の取得による支出 △6 △3

自己株式の売却による収入 1 0

配当金の支払額 △1,566 △1,564

少数株主への配当金の支払額 △29 △41

その他 △155 △179

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,374 △2,118

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7 △5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,847 △1,623

現金及び現金同等物の期首残高 9,819 9,486

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 100

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,667 7,962
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　  １．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)

69,604 11,195 1,557 82,357 300 82,657 － 82,657 

1,776 589 62 2,428 511 2,940 △2,940 － 

71,381 11,785 1,619 84,786 812 85,598 △2,940 82,657 

3,196 282 536 4,015 104 4,119 △215 3,904 

　  １．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)

65,847 3,820 1,481 71,148 288 71,436 － 71,436 

586 305 158 1,050 446 1,496 △1,496 － 

66,434 4,125 1,639 72,199 734 72,933 △1,496 71,436 

1,682 8 451 2,142 79 2,221 △212 2,009 

　　　　該当事項はありません。

（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、研究用試薬の製造販売他であります。

　　　２　セグメント利益の調整額 △212百万円には、セグメント間取引消去12百万円、各報告セグメントに配分していない
　　　　　全社費用 △157百万円、のれん償却額 △52百万円などが含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに
          帰属しない一般管理費及び新規事業開発費等であります。

　　　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。

調 整 額
(注）２食料卸売

及び飲食店
不動産及び
サービス

計

 売    上    高

 　外部顧客への売上高

 　セグメント間の内部売上高

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

食 料 品
製    造

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）３

そ の 他
（注）１

合 計

報告セグメント

 　外部顧客への売上高

 　セグメント間の内部売上高

計

　　　　該当事項はありません。

 売    上    高

   Ⅰ 前第２四半期連結累計期間 (自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日)

 【セグメント情報】

計

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）３

 セグメント利益

   Ⅱ 当第２四半期連結累計期間 (自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日) 　

計

報告セグメント

そ の 他
（注）１

合 計
調 整 額
(注）２食 料 品

製    造
食料卸売

及び飲食店
不動産及び
サービス

（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、研究用試薬の製造販売他であります。

　　　２　セグメント利益の調整額 △215百万円には、セグメント間取引消去94百万円、各報告セグメントに配分していない
　　　　　全社費用△163百万円、のれん償却額 △68百万円などが含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰
　　　　　属しない一般管理費及び新規事業開発費等であります。

　　　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。

 セグメント利益
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