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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 266,386 3.0 8,518 3.7 9,252 1.9 5,784 1.9
24年3月期第2四半期 258,538 △0.4 8,213 △5.8 9,080 △5.6 5,676 △5.6

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 5,545百万円 （9.8％） 24年3月期第2四半期 5,050百万円 （0.7％）

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

25年3月期第2四半期 85.24 ―

24年3月期第2四半期 83.65 ―

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

25年3月期第2四半期 303,737 110,895 35.9 1,606.35
24年3月期 298,158 107,342 35.4 1,555.42

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  108,997百万円 24年3月期  105,543百万円

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月期期末配当金の内訳       普通配当 25.00円 記念配当 5.00円 
    平成25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

24年3月期 ― ― ― 30.00 30.00

25年3月期 ― ―

25年3月期（予想） ― 30.00 30.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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  ：  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

通期 530,000 4.0 17,500 11.0 18,000 0.7 9,500 2.1 140.00



(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 

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

(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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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及び四半期決算説明会内容の入手方法） 
四半期決算補足説明資料は四半期決算短信に添付しております。 
当社は、平成24年11月13日（火）にアナリスト、機関投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明会資料については、同日当社ホー
ムページに掲載する予定です。 

※  注記事項

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   ：  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   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 70,751,855 株 24年3月期 70,751,855 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 2,897,451 株 24年3月期 2,896,172 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 67,855,140 株 24年3月期2Q 67,857,334 株
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（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におけるわが国経済は、欧州債務危機等の世界経済の減速懸念、円高の長期化、電

力供給の制約など厳しい環境にあり、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

食品業界においては、個人消費に足元で弱い動きがみられる中、原材料の高騰等の影響があり、引き続き厳し

い状況にあります。 

このような経営環境の中、当第２四半期連結累計期間においては、「雪印メグミルクグループ中期経営計画

（平成21年度～平成26年度）」に掲げた「乳飲料」「ヨーグルト」「デザート」「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、新商品の拡売および商品ブランドの強化に取り

組みました。 

戦略設備投資のうち、海老名工場における関東地区基幹工場としての第１期生産体制整備と「ナチュレ 恵

megumi」の生産能力増強、ならびに大樹工場における「雪印北海道100 さけるチーズ」の生産能力増強は当期の稼

動を予定しております。また、茨城県稲敷郡阿見町の乳製品統合工場の建設は、既に着工し、平成26年度下期の操

業開始を予定しており、事業強化に向けて生産基盤の構築を進めております。 

よつ葉乳業グループとの共同取組については、生産・物流・資材調達の３部門を軸に、既存の枠組みを超えた

協力体制の構築に向けて検討を進めております。 

協同乳業グループとの業務提携については、生産・物流・資材調達・営業の４部門を軸に、協力体制構築の検

討を進め、関係をより緊密なものにするために資本・業務提携の合意に至りました。当社は協同乳業株式会社の普

通株式発行済株式総数の20％にあたる約200万株を、平成24年度中を目処に取得します。 

以上の結果、当第２四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２四半期連結累計期間の業績は次のとおりです。なお、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。 

バター部門は生乳需給逼迫の影響を受け減収となりました。 

チーズ部門では、「こんがり焼けるとろけるスライス」や「雪印北海道100 さけるチーズ」が好調に推移し増収

となりました。 

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、デザート等の製造・販売が含まれております。 

飲料部門では、「毎日骨太」等乳飲料が好調であったものの、牛乳や天然果汁が落ち込み、飲料全体では減収と

なりました。 

ヨーグルト部門では、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」、「恵 megumi 長く

とどまるガセリ菌ヨーグルト」、「恵 megumi 生きて届けるビフィズス菌カプセルヨーグルト」および「ナチュレ 

恵 megumi フルーツヨーグルト４Ｐ」が売上増加に貢献し増収となりました。 

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、野菜種子等の製造・販売が含まれております。 

牧草・飼料作物種子の販売数量は増加しましたが、配合飼料の販売価格低下等により減収となり、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。 

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。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

266,386 103.0

8,518 103.7 9,252 101.9 5,784

101.9

92,564 105.7

136,334 103.7

23,582 96.6

13,904 92.0
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（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 百万円の増加となりました。 

これは主に、現金及び預金が減少した一方で、受取手形及び売掛金や有形固定資産が増加したことなどによ

ります。 

  （負債の部） 

当第２四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 百万円の増加となりまし

た。 

これは主に、長期借入金や退職給付引当金が減少した一方で、支払手形及び買掛金や短期借入金が増加した

ことなどによります。 

  （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 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、 百万円となりました。 

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、 百万円の収入（前年同期は 百万円の収入）となりまし

た。前年同期との比較では、税金等調整前四半期純利益が増加したことや売上債権の増減額が減少したことな

どにより、 百万円の収入増となりました。 

   

  （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。前年同期との比較では、主に有形及び無形固定資産の取得による支出が増加したことなどにより、

百万円の支出増となりました。 

   

  （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。前年同期との比較では、主に長期借入金の返済や配当金の支払額が増加したことなどにより、 百万

円の支出増となりました。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年５月10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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更・会計上の見積りの変更 

（減価償却方法の変更） 

  当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽

微であります。 

   

   

   

5,579

2,025

3,553

12,589

12,403 7,957

4,445

11,226 7,450

3,775

7,032 5,433

1,599

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 19,072 13,255

受取手形及び売掛金 63,497 69,745

有価証券 49 49

商品及び製品 24,992 25,430

仕掛品 1,126 2,090

原材料及び貯蔵品 9,709 8,851

繰延税金資産 6,221 5,500

その他 7,688 4,993

貸倒引当金 △811 △762

流動資産合計 131,547 129,154

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 27,304 32,661

機械装置及び運搬具（純額） 33,102 37,468

土地 59,009 59,088

その他（純額） 13,668 12,940

有形固定資産合計 133,085 142,158

無形固定資産   

のれん 3,469 2,775

その他 3,282 3,076

無形固定資産合計 6,751 5,851

投資その他の資産   

投資有価証券 17,669 17,688

繰延税金資産 5,366 5,312

その他 4,751 4,592

貸倒引当金 △1,013 △1,021

投資その他の資産合計 26,773 26,572

固定資産合計 166,611 174,582

資産合計 298,158 303,737
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 58,189 62,725

短期借入金 26,518 30,722

未払法人税等 1,253 2,579

賞与引当金 3,752 3,712

資産除去債務 285 285

その他 27,814 31,709

流動負債合計 117,813 131,734

固定負債   

長期借入金 43,763 34,874

繰延税金負債 1,062 1,048

再評価に係る繰延税金負債 6,895 6,895

退職給付引当金 10,493 7,735

役員退職慰労引当金 307 318

ギフト券引換引当金 233 229

資産除去債務 378 375

負ののれん 814 309

その他 9,054 9,320

固定負債合計 73,002 61,107

負債合計 190,816 192,842

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 59,124 62,934

自己株式 △4,523 △4,525

株主資本合計 92,181 95,989

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,108 803

繰延ヘッジ損益 29 △28

土地再評価差額金 12,367 12,367

為替換算調整勘定 △142 △133

その他の包括利益累計額合計 13,362 13,008

少数株主持分 1,798 1,897

純資産合計 107,342 110,895

負債純資産合計 298,158 303,737
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 258,538 266,386

売上原価 190,908 197,892

売上総利益 67,630 68,494

販売費及び一般管理費 59,416 59,975

営業利益 8,213 8,518

営業外収益   

受取利息 23 13

受取配当金 207 228

負ののれん償却額 504 504

持分法による投資利益 318 159

その他 540 485

営業外収益合計 1,593 1,391

営業外費用   

支払利息 495 432

その他 231 225

営業外費用合計 726 657

経常利益 9,080 9,252

特別利益   

固定資産売却益 78 13

受取補償金 － 428

その他 62 155

特別利益合計 141 596

特別損失   

固定資産売却損 6 0

固定資産除却損 521 371

減損損失 1 28

災害による損失 441 －

合併関連費用 296 －

製品回収関連損失 － 129

その他 87 27

特別損失合計 1,354 558

税金等調整前四半期純利益 7,867 9,290

法人税等 2,308 3,390

少数株主損益調整前四半期純利益 5,558 5,899

少数株主利益又は少数株主損失（△） △117 115

四半期純利益 5,676 5,784
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 5,558 5,899

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △318 △300

繰延ヘッジ損益 △127 △57

為替換算調整勘定 86 16

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 26 △13

その他の包括利益合計 △508 △354

四半期包括利益 5,050 5,545

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 5,166 5,430

少数株主に係る四半期包括利益 △116 114
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 7,867 9,290

減価償却費 6,238 6,149

減損損失 1 28

災害損失 441 －

持分法による投資損益（△は益） △318 △159

のれん償却額 693 693

負ののれん償却額 △504 △504

貸倒引当金の増減額（△は減少） △125 △41

賞与引当金の増減額（△は減少） △87 △47

退職給付引当金の増減額（△は減少） 389 104

ギフト券引換引当金の増減額（△は減少） △7 △4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △10 8

固定資産除売却損益（△は益） 448 359

受取利息及び受取配当金 △230 △241

支払利息 495 432

受取補償金 － △428

売上債権の増減額（△は増加） △9,282 △6,216

たな卸資産の増減額（△は増加） △376 △543

仕入債務の増減額（△は減少） 4,290 4,638

その他 312 △327

小計 10,236 13,191

利息及び配当金の受取額 345 348

利息の支払額 △497 △439

災害損失の支払額 △1,029 －

補償金の受取額 － 428

法人税等の支払額 △1,096 △1,124

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,957 12,403

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 △39 △39

定期預金の払戻による収入 19 0

貸付けによる支出 △138 △105

貸付金の回収による収入 303 141

有形及び無形固定資産の取得による支出 △7,747 △10,958

有形及び無形固定資産の売却による収入 132 21

投資有価証券の取得による支出 △5 △6

投資有価証券の売却による収入 24 18

関係会社株式の取得による支出 － △410

関係会社株式の売却による収入 － 110

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,450 △11,226
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（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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） 612 △328

長期借入金の返済による支出 △3,642 △4,356

自己株式の取得による支出 △2 △1

配当金の支払額 △1,676 △2,027

少数株主への配当金の支払額 △3 △3

その他 △720 △315

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,433 △7,032

現金及び現金同等物に係る換算差額 28 △8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,896 △5,863

現金及び現金同等物の期首残高 14,065 18,444

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 7

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,168 12,589
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該当事項はありません。 

   

   

該当事項はありません。 

   

 （セグメント情報） 

Ⅰ  前第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） 

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なっております。 

   

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日  至平成24年９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なっております。 

  

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）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  87,574  131,448  24,401  243,425  15,113  258,538  －  258,538

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 6,451  11  480  6,943  5,159  12,103  △12,103  －

計  94,026  131,460  24,882  250,369  20,273  270,642  △12,103  258,538

セグメント利益  5,513  701  1,030  7,245  912  8,158  55  8,213

55

  

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  92,564  136,334  23,582  252,482  13,904  266,386  －  266,386

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 5,586  7  466  6,060  5,549  11,609  △11,609  －

計  98,151  136,342  24,048  258,542  19,453  277,996  △11,609  266,386

セグメント利益  5,150  1,246  1,193  7,590  907  8,498  19  8,518

19
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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

2,585 100.0% 2,663 100.0% 78 103.0%

1,909 73.8% 1,978 74.3% 69 103.7%

594 23.0% 599 22.5% 5 100.9%

82 3.2% 85 3.2% 3 103.7%

15 0.6% 13 0.5% △2 87.3%

7 0.3% 6 0.2% △0 90.5%

90 3.5% 92 3.5% 1 101.9%

1 0.1% 5 0.2% 4 422.1%

13 0.5% 5 0.2% △7 41.2%

23 0.9% 33 1.3% 10 146.9%

△1 △0.0% 1 0.0% 2 －

56 2.2% 57 2.2% 1 101.9%

　　② セグメント別実績 （単位：億円）

実績 前期比

〔売上高〕

49 105.7%

48 103.7% 　　

△8 96.6% 　　

△12 92.0%

〔営業利益〕 　　

△3 93.4%

5 177.8% 　　

1 115.8%

△0 99.5% 　　

(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

　　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。

　　　　　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。

少 数 株 主 損 益

四 半 期 純 利 益

そ の 他 9 

そ の 他 151 

飲 料 ・ デ ザ ー ト 類 1,314 

実　　績

平成24年３月期

9 

４．補足情報

平成24年３月期 平成25年３月期
増減金額

第２四半期累計 第２四半期累計

売 上 高

飲 料 ・ デ ザ ー ト 類 7 12 

飼 料 ・ 種 苗 10 11 

139 

乳 製 品 55 51 

1,363 

飼 料 ・ 種 苗 244 235 

実　　績

乳 製 品 875 925 

平成25年３月期
増減金額

第２四半期累計 第２四半期累計

売 上 原 価

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

営 業 利 益

営 業 外 収 益

法 人 税 等

営 業 外 費 用

経 常 利 益

特 別 利 益

特 別 損 失
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　　③ 設備投資額（有形固定資産）及び減価償却費 （単位：億円）

前第２四半期連結累計期間

当第２四半期連結累計期間

※ 減価償却費は有形固定資産、無形固定資産（「のれん」を除く）および長期前払費用の償却費を加算

したものになります。

　　④ 研究開発費 （単位：億円）

前第２四半期連結累計期間

当第２四半期連結累計期間

　　⑤ 従業員数

前第２四半期連結累計期間

当第２四半期連結累計期間

　　⑥ 経営数値 （単位：％）

前第２四半期連結累計期間

当第２四半期連結累計期間

（単位：億円）

前第２四半期連結累計期間

当第２四半期連結累計期間

※ 有利子負債残高は借入金残高にリース債務残高を加算したものになります。

設備投資額 減価償却費※

5,043名

5,028名

77     62     

147     61     

18     

18     

有利子負債※自己資本総資産

5.5     2.8     3.2     35.9     

5.6     2.8     3.2     34.2     

EBITDA
ﾏｰｼﾞﾝ

連結ＲＯＡ
（対営業利益）

連結売上高
営業利益率

自己資本
比率

2,936     1,002     780     

3,037     1,089     694     
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⑦ 営業利益の前年増減分析

その他 減価償却費

▲２億円 ＋２億円

平成24年度第２四半期　連結営業利益の増減要因

平成24年度 第２四半期

営業利益　８５億円

販売単価差

▲１億円

平成23年度 第２四半期

営業利益　８２億円

販売物量増加

＋１４億円

固定費増加

▲６億円

製品構成差

＋４億円

資材単価差等

▲７億円 ＋９億円

乳価差

▲１０億円

販売物量増加に伴う

宣伝促進費の増加

＋３億円

雪印メグミルク㈱（2270）　平成25年3月期　第2四半期決算短信

13



（２）平成25年３月期連結業績予想との比較

　　① 連結経営成績 （単位：億円）

予想 売上比 実績 売上比 増減 予想比

2,685 100.0% 2,663 100.0% △21 99.2%

90 3.4% 85 3.2% △4 94.7%

95 3.5% 92 3.5% △2 97.4%

50 1.9% 57 2.2% 7 115.7%

　　② セグメント別実績 （単位：億円）

増減 予想比

〔売上高〕

18 102.1%

△35 97.5% 　　

1 100.8% 　　

△5 95.9%

(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

    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。

（３）業績予想

　　① 連結業績予想 （単位：億円）

前期比

104.0%

111.0%

100.7%

102.1%

(注)　平成24年５月10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

104.1%

105.6%

97.2%

100.7%

(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24年５月10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。

飼 料 ・ 種 苗

そ の 他

営 業 利 益

経 常 利 益

乳 製 品

飲料・デザート類

飲料・デザート類

飼 料 ・ 種 苗

そ の 他

売 上 高

営 業 利 益

経 常 利 益

乳 製 品

四 半 期 純 利 益

平成25年３月期第２四半期累計

増減金額

907 925

業績予想 実績

業績予想 実績
増減金額

平成25年３月期第２四半期累計

1,399 1,363

234 235

当 期 純 利 益 95

180

145

売 上 高

平成25年３月期 通期

139

予想

1,878

2,690

450

282

平成25年３月期 通期

予想

5,300

175
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（４）【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 97.2 103.2 18

（内　バター） 98.4 98.5 △ 1

（内　チーズ） 101.1 103.8 11

油脂 95.9 99.9 △ 0

市乳 97.0 102.0 20

（内　白物飲料） 94.4 99.6 △ 1

（内　色物飲料） 101.1 95.4 △ 14

（内　はっ酵乳） 105.4 120.3 36

その他 67.3 67.1 △ 6

96.6 101.9 32

(参考)平成25年3月期第2四半期シェア(家庭用)

バター 32.3%

チーズ 17.8%

油脂 30.1%

牛乳 8.5%

乳飲料 20.3%

はっ酵乳 11.0%

　　（当社調べ：乳食品・油脂：物量ﾍﾞｰｽ、市乳：金額ﾍﾞｰｽ）

合     計

平成24年３月期 平成25年３月期

増減金額第２四半期累計 第２四半期累計

実　　績 実　　績

574 592

100 98

311 323

69 69

1,052 1,072

421 420

317 302

1,715 1,748

179 215

19 12
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