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(百万円未満切捨て)

１．2022年３月期第２四半期の連結業績（2021年４月１日～2021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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年３月期第２四半期 261,346 ― 20,730 ― 21,471 ― 17,242 ―

2021年３月期第２四半期 305,316 △2.4 16,939 6.1 17,830 10.6 11,656 15.8
(注) 包括利益 2022年３月期第２四半期 18,466百万円( ―％) 2021年３月期第２四半期11,463百万円( 11.8％)
　

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

2022年３月期第２四半期 348.37 347.78

2021年３月期第２四半期 235.56 235.11

(注)2022年３月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号）等を適用しており、2022年３月期第
２四半期の各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっており、対前年同四半期増減率は記載してお
りません。

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年３月期第２四半期 462,441 216,461 46.4

2021年３月期 453,646 202,503 43.9
(参考) 自己資本 2022年３月期第２四半期 214,405百万円 2021年３月期 199,354百万円

(注１)2022年３月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号）等を適用しており、2022年３月期
第２四半期の各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。
(注２)第１四半期連結会計期間において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、前連結会計年度に係
る数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映しております。
　

２．配当の状況

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

2021年３月期 － － － 70.00 70.00

2022年３月期 － －

2022年３月期(予想) － 80.00 80.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 500,000 ― 31,000 ― 31,800 ― 35,300 ― 713.20
(注１)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
(注２)2022年３月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号）等を適用しており、上記の連結業
績予想は当該会計基準等を適用した後の金額となっており、対前期及び対前年同四半期増減率は記載しておりません。

　　



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） 、除外 －社（社名）
　

　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有
　

詳細は、【添付資料】11ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記
事項（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

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
　

　

（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) 2022年３月期２Ｑ 49,845,343株 2021年３月期 49,834,143株

② 期末自己株式数 2022年３月期２Ｑ 340,609株 2021年３月期 346,315株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期２Ｑ 49,495,491株 2021年３月期２Ｑ 49,483,297株
　

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
上記の予想は、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、上記業績予想に関する事項は、【添付書類】５ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）
連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間においては、世界各国において新型コロナウイルス感染症の再拡大が見られるなど、

感染症から生じたさまざまな問題の影響は今後も長期間に及ぶことが予想されます。一方、感染拡大防止策が講じ

られ、ワクチン接種が促進される中で、各種政策の効果や海外経済の一部での改善もあり、持ち直しの動きが続く

ことが期待されています。

そのような中、新型コロナウイルス感染症への対応として、森永乳業グループは生活必需品である食品を製造す

る企業としての使命を果たせるよう、従業員の安全と健康に引き続き最大限の配慮をし、出来る限り商品の供給を

継続すべく取り組んでまいりました。そして、感染症拡大以前と比べた大きな需要の変化として、前年よりは幾分

持ち直しているものの、外食産業、ホテル、観光業、お土産等向け業務用乳製品は依然として需要減少となってい

る一方、健康に貢献する機能性素材やヨーグルト、アイスクリーム、チーズをはじめとする家庭内需要は堅調に推

移しています。また、海外では、世界的な健康ニーズの高まりを背景に機能性素材への需要が拡大するなど、社会

や生活者意識、ビジネスの環境は大きく変化しました。

＜中期経営計画の概要＞

2019年４月より「森永乳業グループ10年ビジョン」のもと、2022年３月期までの３年間を確固たる事業基盤づく

りの期間と位置付け、

・「４本の事業※1の柱横断取り組み強化による持続的成長」

・「経営理念実現に向けたESGを重視した経営の実践」

・「企業活動の根幹を支える経営基盤の更なる強化」

の３つを基本方針に定め、売上高6,300億円、営業利益300億円を数値目標とする中期経営計画を策定し、取り組

んでいます。（上記数値目標は計画策定時。2022年３月期の業績予想は売上高5,000億円、営業利益310億円）

※1　①ＢtoＣ事業、②ウェルネス事業、③ＢtoＢ事業、④海外事業の4事業

＜当期の主な取り組み事項＞

当期は３年間の中期経営計画の最終年となります。さらなる企業体質ならびに事業の強化に努めてまいります。

なお、2022年３月期より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日、以下「収益認識

会計基準」）等を適用するため、前年比較につきましては2022年３月期予想値と2021年３月期を収益認識会計基準

を適用した数値にあわせたものとの比較で算出しております。

・新型コロナウイルス感染症の影響への対応。

-業務用・オフィス需要の回復、家庭内・健康需要の市場変化に対応した販売活動。

-前期に抑制されたオペレーションコストの反動増、原材料・エネルギー価格上昇によるコスト増への対応。

-原材料調達、物流、財務など事業を支える機能の確立。

・お客さまのニーズに応える商品の提供とその価値訴求に努め、高付加価値商品の拡大、健康に貢献する機能性

素材の積極的な販売促進活動、海外事業の拡大。

・サステナブルな社会づくりに貢献するため、CO2排出量、用水使用量・排水量、プラスチック使用量、食品ロス

削減取り組みへの注力。

・生産効率の改善等によるオペレーションコストの削減。

・経営基盤の更なる強化に向け、グループ全体の生産拠点再編推進（2021年３月東京工場生産中止）。
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・資産効率の改善（近畿工場跡地売却、港南ビル（東京都港区）売却：2022年３月期に特別利益計上予定）。

・次期中期経営計画発表に向けた、ステークホルダーとの対話の強化。

これらの結果、当社グループの連結売上高は、BtoC事業では高付加価値商品や健康に貢献する商品の拡大により、

ヨーグルト、アイスクリームなどが増収となりました。また、前期は大きな減少となりましたBtoB事業における業

務用乳製品の反動増もあり、全体では増収となりました。

連結の利益面では、利益率の高い事業や商品の拡大によるプロダクトミックスの改善、BtoB事業の反動増、コス

ト上昇に対するグループ全体でのコストの見直し等により前年を上回りました。

連結売上高 261,346百万円 （前年比 3.5％増）

連結営業利益 20,730百万円 （前年比 22.3％増）

連結経常利益 21,471百万円 （前年比 20.3％増）

親会社株主に帰属する四半期純利益 17,242百万円 （前年比 47.8％増）

　 （その他重要経営指標）

売上高営業利益率 7.9％

　 ROE（自己資本利益率） 8.3％

　 海外売上高比率 8.0％

　 （参考）中期経営計画における事業分野別（４本の事業の柱）業績概況

　 ①BtoC事業：チーズなどが前期の家庭内需要の増加に対する反動減となった一方、ヨーグルト、アイスクリームな

どが堅調に推移し増収となりました。また、健康ニーズの高まりを受け「トリプルヨーグルト」「ビヒダスヨー

グルト便通改善」などの機能性表示食品が計画を上回り、プロダクトミックス改善にも大きく貢献いたしまし

た。

利益面では、売上数量の増加、プロダクトミックスの改善に加え、販売活動のコントロールなど、経費の抑制を

進めたこともあり増益となりました。

BtoC事業売上高 142,546百万円 （前年比 2.3％増）

BtoC事業営業利益 12,910百万円 （前年差 1,786百万円増）

②ウェルネス事業：クリニコ社の販売、健康栄養補助食品としての大人向け粉ミルク「ミルク生活」、健康食品な

どが拡大し増収となりました。

利益面では、増収効果に加え、販売活動のコントロールなど、経費の抑制を進めたこともあり増益となりまし

た。

ウェルネス事業売上高 21,771百万円 （前年比 3.1％増）

ウェルネス事業営業利益 1,994百万円 （前年差 254百万円増）
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　 ③BtoB事業：構成比の高い業務用乳製品は前期の大幅減の反動から大きく増収となりました。一方、健康ニーズの

高まりから、当社の保有する機能性素材への引き合いも引き続き強まりました。

利益面では、売上利益が大幅増加となったことなどから増益となりました。

BtoB事業売上高 39,902百万円 （前年比 14.2％増）

BtoB事業営業利益 1,914百万円 （前年差 903百万円増）

　 ④海外事業：育児用ミルクなどの輸出が前期の大幅増の反動から減収となりましたが、乳原料を製造販売するミラ

イ社は増収となりました。加えて、2021年３月にベトナム・Elovi社を新たに連結子会社としたことなどから増収

となりました。

利益面では、増収効果に加え、利益率の高い機能性素材が拡大したことでプロダクトミックスの改善が進み増益

となりました。

海外事業売上高 20,939百万円 （前年比 9.8％増）

海外事業営業利益 3,647百万円 （前年差 918百万円増）
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（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の資産の部は、「現金及び預金」や季節的要因により「受取手形、売掛金及び契

約資産」が増加したことなどから、合計では前連結会計年度末に比べ、87億９千５百万円増の4,624億４千１百万

円となりました。

負債の部は、「未払法人税等」「未払費用」は増加した一方、「コマーシャル・ペーパー」が減少したことな

どから、合計では前連結会計年度末に比べ、51億６千２百万円減の2,459億８千万円となりました。

純資産の部は、「利益剰余金」の増加などにより、合計では前連結会計年度末に比べ139億５千７百万円増の

2,164億６千１百万円となりました。

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の43.9％から46.4％となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2022年３月期の連結業績予想につきまして、第２四半期までの業績および今後の市場状況の見通しから売上高の

予想数値を以下の通り修正いたします。

売上高は前回発表予想より20億円下方修正し前期比2.3％増の5,000億円を見込んでおります。なお、営業利益、

経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益につきましては据え置いております。

売上高 営業利益 経常利益 親会社株主

に帰属する

当期純利益

１株当たり

当期純利益

前回発表予想（Ａ）

百万円

502,000

百万円

31,000

百万円

31,800

百万円

35,300

円 銭

713.28

今回修正予想（Ｂ） 500,000 31,000 31,800 35,300 713.20

増減額（Ｂ－Ａ） △2,000 － － － －

増減率（％） △0.4 － － － －

(ご参考)　前期実績

(2021年３月期)
583,550 28,867 30,109 18,741 378.73

※上記の予想は、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

確実性が含まれております。実際の業績は、今後の様々な要因によって予想と異なる結果となる可能性があります。

（参考）中期経営計画における事業分野別（４本の事業の柱）業績見通し（2022年３月期）

BtoC事業売上高 265,646百万円 （前年比 1.3％増）

BtoC事業営業利益 16,760百万円 （前年差 632百万円増）

ウェルネス事業売上高 43,771百万円 （前年比 1.7％増）

ウェルネス事業営業利益 3,694百万円 （前年差 237百万円増）

BtoB事業売上高 80,702百万円 （前年比 8.8％増）

BtoB事業営業利益 4,064百万円 （前年差 1,450百万円増）

海外事業売上高 41,339百万円 （前年比 12.4％増）

海外事業営業利益 6,647百万円 （前年差 1,142百万円増）

　



森永乳業株式会社(2264) 2022年３月期 第２四半期決算短信

6

・配当予想の修正について

2022年３月期の配当予想につきましては、2021年５月13日の決算発表時に公表いたしました予想を以下の通り修

正いたします。当社は、株主のみなさまへの利益還元を重要な経営課題の一つとして認識しており、利益配分につ

きましては、企業体質の維持、強化のため、内部留保に意を用いつつ、業績等を十分勘案しながら、連結配当性向

20％を目安に、安定的、かつ長期的な配当を実現することを基本方針としております。

この方針に基づき、当期の期末配当金につきましては、１株につき80円と増配させていただく予定です。

年間配当金（円）

期末 合計

　前回予想 70.00 70.00

　今回修正予想 80.00 80.00

　前期実績（2021年３月期） 70.00 70.00

※上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、

実際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。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 19,262 25,346

受取手形及び売掛金 61,573 －

受取手形、売掛金及び契約資産 － 66,821

商品及び製品 49,324 47,515

仕掛品 828 613

原材料及び貯蔵品 16,439 17,289

その他 8,556 8,046

貸倒引当金 △368 △220

流動資産合計 155,615 165,411

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 87,730 85,167

機械装置及び運搬具（純額） 93,691 91,860

土地 57,185 56,912

その他（純額） 15,730 17,177

有形固定資産合計 254,336 251,118

無形固定資産 7,968 9,804

投資その他の資産

投資有価証券 21,193 21,892

その他 14,621 14,385

貸倒引当金 △90 △170

投資その他の資産合計 35,724 36,106

固定資産合計 298,030 297,029

資産合計 453,646 462,441
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 48,764 49,905

電子記録債務 4,695 5,341

短期借入金 3,292 4,389

1年内返済予定の長期借入金 7,936 7,968

コマーシャル・ペーパー 10,000 －

未払法人税等 4,169 7,208

未払費用 33,413 35,687

預り金 16,111 17,275

その他 16,524 13,925

流動負債合計 144,906 141,701

固定負債

社債 50,000 50,000

長期借入金 30,404 28,923

退職給付に係る負債 20,985 21,213

その他 4,846 4,141

固定負債合計 106,236 104,278

負債合計 251,142 245,980

純資産の部

株主資本

資本金 21,787 21,821

資本剰余金 19,947 19,979

利益剰余金 153,540 167,331

自己株式 △708 △703

株主資本合計 194,566 208,429

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 7,625 7,814

繰延ヘッジ損益 73 20

為替換算調整勘定 △1,131 △160

退職給付に係る調整累計額 △1,779 △1,697

その他の包括利益累計額合計 4,787 5,976

新株予約権 203 174

非支配株主持分 2,945 1,880

純資産合計 202,503 216,461

負債純資産合計 453,646 462,441
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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 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

売上高 305,316 261,346

売上原価 205,273 194,137

売上総利益 100,043 67,208

販売費及び一般管理費 83,104 46,478

営業利益 16,939 20,730

営業外収益

受取利息 14 20

受取配当金 841 638

受取家賃 156 143

持分法による投資利益 68 16

その他 630 534

営業外収益合計 1,711 1,353

営業外費用

支払利息 351 378

デリバティブ評価損 235 －

その他 232 233

営業外費用合計 819 611

経常利益 17,830 21,471

特別利益

固定資産売却益 60 4,137

投資有価証券売却益 35 －

抱合せ株式消滅差益 31 －

その他 － 239

特別利益合計 127 4,376

特別損失

固定資産処分損 157 225

公益財団法人ひかり協会負担金 850 800

その他 408 325

特別損失合計 1,416 1,351

税金等調整前四半期純利益 16,542 24,496

法人税等 4,812 7,185

四半期純利益 11,729 17,311

非支配株主に帰属する四半期純利益 72 69

親会社株主に帰属する四半期純利益 11,656 17,242
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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 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

四半期純利益 11,729 17,311

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 384 211

繰延ヘッジ損益 41 △108

為替換算調整勘定 △751 926

退職給付に係る調整額 75 81

持分法適用会社に対する持分相当額 △15 44

その他の包括利益合計 △265 1,155

四半期包括利益 11,463 18,466

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 11,353 18,431

非支配株主に係る四半期包括利益 110 35
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

(税金費用の計算)

税金費用については、当社(提出会社)及び連結子会社において当第２四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する方法によっております。

（会計方針の変更）

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等

が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる四半期連結財務諸表への

影響はありません。

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、

当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

この適用による主な変更は次のとおりであります。

従来は販売費及び一般管理費に計上しておりました顧客に支払われる対価のうち、顧客から受領する別個の財

又はサービスと交換に支払われるものである場合を除き、売上高から減額する方法に変更しております。また、

当社及び連結子会社が代理人に該当する一部の取引において、従来は顧客から受け取る対価の総額で収益を認識

しておりましたが、総額から仕入先に対する支払額等を差し引いた純額を収益として認識する方法へ変更してお

ります。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半

期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は52,000百万円減少し、売上原価は16,815百万円減少し、販売

費及び一般管理費は35,201百万円減少し、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益は15百万円増加

しております。また、利益剰余金の当期首残高は12百万円増加しております。

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示してい

た「受取手形及び売掛金」は、第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示す

ることとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度につい

て新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計

基準第12号 2020年３月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第２四半期連結累計期間に係る顧

客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

　


