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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第７期

第２四半期連結
累計期間

第８期
第２四半期連結

累計期間
第７期

会計期間

自平成27年
　４月１日
至平成27年
　９月30日

自平成28年
　４月１日
至平成28年
　９月30日

自平成27年
　４月１日
至平成28年
　３月31日

売上高 （百万円） 290,624 299,319 578,328

経常利益 （百万円） 7,278 11,117 14,223

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 11,760 7,400 15,047

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 11,690 7,317 12,243

純資産額 （百万円） 131,856 137,673 132,401

総資産額 （百万円） 357,582 342,942 344,194

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 173.35 109.10 221.81

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 36.2 39.4 37.8

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） 7,274 6,788 26,433

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） 10,763 △6,403 4,567

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △7,065 △3,858 △25,332

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 20,159 11,188 14,797

 

回次
第７期

第２四半期連結
会計期間

第８期
第２四半期連結

会計期間

会計期間

自平成27年
　７月１日
至平成27年
　９月30日

自平成28年
　７月１日
至平成28年
　９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 136.92 57.21

 

 (注)１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

         ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。
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２【事業の内容】

 当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）が営む事業の内容について、

重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

   当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

   また、第７期有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

   当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)業績の状況

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緩やかな景気回復基調が継続しておりますが、海外経済に弱

さがみられ、金融資本市場を中心とした不安定な状況に加えて、為替相場の大幅な変動に対する懸念があることか

ら、景気が下押しされるリスクがあり、先行きは不透明な状況が続いています。

　個人消費は総じてみれば底堅い動きとなっておりますが、価格に見合う価値を求める消費者の動きが強まってお

り、食品業界においては、低価格品と高付加価値品のそれぞれで新たな需要が生まれる一方で、需要の落ち込む商

品もあり、まだら模様の状況です。

　このような経営環境下、当期においては、「雪印メグミルクグループ中期経営計画（平成26年度～平成28年

度）」に基づき、市場競争力を高める収益基盤の確立に取り組み、チーズやヨーグルトなどの主力商品の販売拡

大、高付加価値品の拡売によるプロダクトミックスの改善、ならびに戦略投資設備の有効活用による生産性向上等

に努めました。

　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299,319百万円（前年同期比103.0％）、営業利益は

10,884百万円（前年同期比143.4％）、経常利益は11,117百万円（前年同期比152.7％）、親会社株主に帰属する四

半期純利益は7,400百万円（前年同期比62.9％）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および営

業利益につきましては、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、育児用粉乳等の製造・販売が含まれております。

　売上高は114,421百万円（前年同期比105.5％）、営業利益は5,638百万円（前年同期比126.6％）となりました。

　売上高は、油脂は市場の低迷に伴い減少しましたが、バターは安定供給に引続き取り組んだこと、チーズは市場

が伸長する中で好調に推移したことなどから、当事業全体では増収となりました。

営業利益は、チーズの販売拡大などにより増益となりました。

 

　　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。

　売上高は143,885百万円（前年同期比103.4％）、営業利益は3,255百万円（前年同期比279.7％）となりました。

　売上高は、飲料は新たな価値を提供する商品として発売したBOTTLATTEシリーズが寄与したこと、ヨーグルトは市

場の伸長に加えて、機能性表示食品制度を活用し当社保有の乳酸菌「ガセリ菌SP株」の訴求に継続して取り組んだ

ことなどから、当事業全体では増収となりました。

営業利益は、機能性訴求によるヨーグルトの販売拡大と、これに伴うプロダクトミックスの改善などにより大幅

な増益となりました。

 

　　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。

　売上高は22,616百万円（前年同期比92.4％）、営業利益は1,159百万円（前年同期比111.1％）となりました。

　当期は、主に飼料の販売単価の下落等が影響し減収となりましたが、販売費用を見直し効果的な運用に努めたこ

とや仕入単価が下落したことなどから増益となりました。

 

　　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。

　売上高は18,396百万円（前年同期比99.3％）、営業利益は759百万円（前年同期比87.5％）となりました。
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（2）財政状態の分析

（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1,251百万円の減少となりました。

　これは主に、有形固定資産が減少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6,523百万円の減少となりました。

これは主に、支払手形及び買掛金、短期借入金および未払法人税等が減少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5,271百万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。

 

（3）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、11,188百万円となりました。

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。

（単位：百万円）

区分

前第２四半期

連結累計期間

(27.4.1～27.9.30)

当第２四半期

連結累計期間

(28.4.1～28.9.30)

 

増減

 

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,274 6,788 △485

投資活動によるキャッシュ・フロー 10,763 △6,403 △17,167

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,065 △3,858 3,206

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 △136 △134

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 10,971 △3,609 △14,580

現金及び現金同等物の期首残高 9,188 14,797 5,609

現金及び現金同等物の四半期末残高 20,159 11,188 △8,971
 
 
（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、6,788百万円の収入（前年同期は7,274百万円の収入）となりました。

前年同期との比較では、主に法人税等の支払額の増加や賞与引当金の増減額が減少した一方で、売上債権の増減

額の減少やたな卸資産の増減額の減少などにより、485百万円の収入減となりました。

（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、6,403百万円の支出（前年同期は10,763百万円の収入）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売却による収入が減少した一方で、有形及び無形固定資産

の取得による支出が減少したことなどにより、17,167百万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、3,858百万円の支出（前年同期は7,065百万円の支出）となりました。

　前年同期との比較では、主に短期借入金の純増減額が増加した一方で、長期借入れによる収入の減少や長期借入

金の返済による支出の増加などにより、3,206百万円の支出減となりました。

 

（4）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。
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① 買収防衛策導入の基本方針

 当社取締役会は、金融商品取引所に当社株式を上場している以上、当社株式は自由に売買が行なわれること

を前提にすべきであり、当社取締役会の同意がない大量買付行為がなされた場合でも、その是非を最終的に判

断するのは株主の皆様であると考えます。したがいまして、株主の皆様が大量買付行為を評価するために、大

量買付者から当該大量買付行為に関する十分な情報が提供されること、当社取締役会がこれを評価・検討し当

該大量買付行為に関する意見も併せて株主の皆様に情報を提供すること、および必要に応じて当社取締役会が

株主の皆様へ代替案を提示するための相当期間が確保されることが重要であると考えております。これらの考

えに基づき、当社取締役会は、株主の皆様が大量買付行為に応じるか否かを適切にご判断いただけるようにす

るため、以下のとおり、大量買付行為に関するルール（以下「大量買付ルール」といいます。）を定めること

としております。当社取締役会は、大量買付者に対して当該大量買付ルールの遵守を求め、このルールに則っ

て十分な情報が提供された場合は、その内容を評価・検討し、当該大量買付行為に関する意見も併せて株主の

皆様に適切な時期に開示することといたします。

 一方、大量買付者が大量買付ルールを遵守しない場合や、大量買付ルールを遵守した場合であっても、当社

の企業価値・株主共同の利益を著しく毀損するおそれのある大量買付行為の場合は、新株予約権の無償割当て

等の対抗措置を発動する可能性があります。ただし、当社取締役の保身を排除するために、大量買付者が大量

買付ルールを遵守した場合に対抗措置を発動することができる要件を限定し、「独立委員会」の勧告を得て、

対抗措置を発動するものといたします。

 

② 大量買付ルールの概要

１）大量買付ルールの基本と大量買付行為の定義

 本買収防衛策の大量買付ルールの基本は、次のとおりです。

（ア）事前に大量買付者から当社取締役会に対して十分な情報の提供がなされること

（イ）当社取締役会による当該提供情報に関する一定の評価期間が経過した後に大量買付行為を開始すること

 また、「大量買付行為」とは、次の買付行為をいい、いずれについても予め当社取締役会が同意したもの

を除きます。

（ア）特定株主グループの株式等保有割合を20％以上とすることを目的とする株式等の買付け

（イ）特定株主グループの株式等保有割合が20％以上となる株式等の公開買付け

 

２）大量買付意向表明書の提出

 大量買付者が大量買付行為を行なおうとする場合には、事前に当社取締役会宛に、大量買付ルールに従う

旨の「大量買付意向表明書」（以下「意向表明書」といいます。）を提出していただくことといたします。

意向表明書には「大量買付者の名称および住所」「設立準拠法」「代表者の氏名」「国内連絡先」「提案す

る大量買付けの概要」「大量買付者およびその共同保有者が保有する当社株式等の数」「大量買付ルールを

遵守する旨の誓約」を記載していただきます。

 当社取締役会は、大量買付者から意向表明書を受領したことについてすみやかに情報開示を行ないます。

 

３）大量買付情報の提供

 大量買付者には、当社取締役会に対して、当社株主の皆様の判断および当社取締役会の評価・検討のため

に十分な情報（以下「大量買付情報」といいます。）を提供していただきます。

 当社取締役会は、意向表明書の受領後５営業日以内に、大量買付者から当初提出していただくべき大量買

付情報のリストを、回答期限を定めて交付します。

 なお、当社取締役会は、当初提出していただいた情報をすみやかに独立委員会に提供するものとします。

独立委員会は、当該情報の内容を確認し、大量買付情報として不十分であると判断した場合には、その都度

回答期限を定めて、十分な大量買付情報がそろうまで追加的に情報の提供を求めるよう、当社取締役会に勧

告するものとします。

 独立委員会は、必要な情報がそろったと判断した時点で、大量買付情報の提出が完了した旨を当該大量買

付者に書面で通知することおよびその旨の情報開示を行なうよう当社取締役会に勧告するものとします。ま

た、当該大量買付情報が株主の皆様の判断のために必要であると認められる場合には、適切と判断する時点

で、その全部または一部を開示するよう当社取締役会に勧告するものとします。

 当社取締役会は、独立委員会の勧告に沿って、大量買付情報の提出が完了した旨、および当該大量買付情

報の全部または一部の情報開示を行ないます。
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４）当社が要請する情報内容

 大量買付者に提供していただく大量買付情報の主な項目は次のとおりです。

（ア）大量買付者およびそのグループの詳細

共同保有者および特別関係者（ファンドの場合は組合員その他の構成者を含む。）の具体的名称、資本

構成または主要出資者、経歴・沿革、事業内容、財務内容、当社事業と同様の企業・事業経験、同種事

業の場合のセグメント情報、大量買付経験と対象企業のその後の状況等

（イ）大量買付行為の目的、方法および内容

目的、買付時期、買付方法、買付対価の価額・種類、関連する取引の仕組み、買付方法の適法性等

（ウ）買付対価の算定根拠

算定の数値、算定の前提となる事実、算定方法、算定担当者または企業、大量買付けにより生じること

が予想される影響額およびその算定根拠、そのうち他の株主に対して分配される影響額と算定根拠等

（エ）買付資金の裏付け

資金調達方法、資金提供者の有無および具体的名称（実質的提供者を含む。）、資金調達に係る取引

（オ）大量買付行為完了後の当社経営方針および事業計画

意図する当社と当社グループの経営方針、事業計画、財務計画、資本政策、資産活用策、これら事業計

画の実現可能性と予想されるリスク

（カ）大量買付行為完了後の取引拡大等により得られる大量買付者と当社の相乗効果

（キ）当社の利害関係者（当社従業員、取引先、顧客、地域社会等）に関する対応方針および影響

（ク）当社の他の株主様との利益相反を回避するための具体的方策

（ケ）その他当社取締役会または独立委員会が合理的に必要と判断する情報

 

５）評価期間

 当社取締役会は、大量買付行為の評価、検討、交渉、意見形成および代替案立案等を行なうための期間

（以下「評価期間」といいます。）として、当該大量買付行為の内容に応じて次の（ア）または（イ）によ

る期間を設定します。大量買付行為は、次の評価期間が経過した後にのみ実施されるものとします。

 （ア）60日：現金を対価とする公開買付けによる当社全株式等の買付けの場合

 （イ）90日：その他の大量買付けの場合

 上記期間には、独立委員会が当該大量買付行為に関する検討に要する期間および当社取締役会に対し対抗

措置を発動すべきか否かを勧告するまでに要する期間を含みます。

 ただし、独立委員会は、当社取締役会が、大量買付行為の内容の検討、大量買付者との交渉、代替案の作

成等を行なうために必要な範囲内で評価期間を延長することを当社取締役会に勧告できるものとします。当

社取締役会が評価期間を延長することを決議した場合には、評価期間を延長する理由、延長期間、その他公

表すべき事項について、当該延長の取締役会決議後すみやかに大量買付者への通知および情報開示を行なう

ものとします。

 

６）取締役会による意見・代替案の提示

 当社取締役会は、評価期間内において、独立委員会と連携を取りながら、当社の企業価値・株主共同の利

益に資するか否かの観点で、大量買付者から提供された大量買付情報の評価・検討を行ないます。当社取締

役会は、必要に応じて大量買付者と協議・交渉を行ない、大量買付けに関する提案内容の改善を大量買付者

に要求し、あるいは株主の皆様に対して代替案を提示することがあります。

 

（5）研究開発活動

当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は1,924百万円です。

（セグメントごとの内訳は、乳製品事業866百万円、飲料・デザート類事業642百万円、飼料・種苗事業415百万

円です。）

なお、当第２四半期連結累計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 280,000,000

計 280,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末 
現在発行数（株）
（平成28年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成28年11月11日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 70,751,855 70,751,855

東京証券取引所

（市場第１部）

札幌証券取引所

単元株式数

100株

計 70,751,855 70,751,855 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式 
総数増減数

（株）

発行済株式 
総数残高

（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金 
増減額
（百万円）

資本準備金 
残高
（百万円）

 平成28年７月１日～

 平成28年９月30日
－ 70,751,855 － 20,000 － 5,000
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（６）【大株主の状況】

  平成28年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

全国農業協同組合連合会 東京都千代田区大手町１丁目３番１号 9,237 13.05

農林中央金庫 東京都千代田区有楽町１丁目13番２号 6,728 9.50

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（三井住友信託銀行再信託

分・伊藤忠商事株式会社退職給付信

託口）

東京都中央区晴海１丁目８番11号 3,703 5.23

雪印メグミルク株式会社 北海道札幌市東区苗穂町６丁目１番１号 2,917 4.12

日本マスタートラスト信託銀行株式

会社（信託口）
東京都港区浜松町２丁目11番３号 2,266 3.20

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口）
東京都中央区晴海１丁目８番11号 1,764 2.49

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町１丁目５番５号 1,243 1.75

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 1,233 1.74

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口9）
東京都中央区晴海１丁目８番11号 1,207 1.70

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.

380578

（常任代理人 株式会社みずほ銀行

決済営業部）

 

EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTER 6,

ROUTE DE TREVES, L-2633 SENNINGERBERG,

LUXEMBOURG

（東京都港区港南２丁目15番１号品川イン

ターシティＡ棟）

 

1,196 1.69

計 － 31,496 44.51
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28年９月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式   2,917,200 ― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式  67,306,200 673,062 ―

単元未満株式 普通株式     528,455 ― ―

発行済株式総数 70,751,855 ― ―

総株主の議決権 ― 673,062 ―

（注）１．単元未満株式には当社所有の自己株式65株が含まれております。

２．証券保管振替機構名義の株式が、「完全議決権株式（その他）」欄に1,100株、「単元未満株式」欄に80

株、それぞれ含まれております。また、「議決権の数」欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の

数11個が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成28年９月30日現在
 

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

雪印メグミルク

株式会社

札幌市東区苗穂町

６丁目１番１号
2,917,200 ― 2,917,200 4.12

計 ― 2,917,200 ― 2,917,200 4.12

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成28年７月１日から平

成28年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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28年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,503 11,858

受取手形及び売掛金 ※ 65,338 ※ 71,507

商品及び製品 35,842 36,113

仕掛品 1,119 1,106

原材料及び貯蔵品 15,468 13,222

繰延税金資産 4,498 4,340

その他 4,649 4,104

貸倒引当金 △479 △472

流動資産合計 141,943 141,779

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 45,874 45,053

機械装置及び運搬具（純額） 59,772 58,541

土地 51,059 50,594

その他（純額） 9,392 10,543

有形固定資産合計 166,098 164,732

無形固定資産 5,881 5,417

投資その他の資産   

投資有価証券 24,333 24,660

繰延税金資産 2,270 2,216

その他 4,486 4,871

貸倒引当金 △819 △735

投資その他の資産合計 30,270 31,012

固定資産合計 202,250 201,163

資産合計 344,194 342,942
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 61,238 60,150

短期借入金 34,624 33,284

未払法人税等 6,417 3,366

賞与引当金 4,554 4,466

その他 25,123 23,234

流動負債合計 131,959 124,502

固定負債   

長期借入金 53,380 53,356

繰延税金負債 993 1,078

再評価に係る繰延税金負債 4,043 4,043

役員退職慰労引当金 254 120

ギフト券引換引当金 214 208

退職給付に係る負債 9,029 8,986

資産除去債務 464 501

その他 11,452 12,471

固定負債合計 79,832 80,767

負債合計 211,792 205,269

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 86,269 91,634

自己株式 △4,554 △4,563

株主資本合計 119,295 124,652

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 4,465 4,486

繰延ヘッジ損益 △489 △468

土地再評価差額金 9,067 9,068

為替換算調整勘定 324 △35

退職給付に係る調整累計額 △2,597 △2,477

その他の包括利益累計額合計 10,770 10,573

非支配株主持分 2,335 2,447

純資産合計 132,401 137,673

負債純資産合計 344,194 342,942

 

EDINET提出書類

雪印メグミルク株式会社(E23202)

四半期報告書

13/22



（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27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

売上高 290,624 299,319

売上原価 222,420 227,873

売上総利益 68,204 71,446

販売費及び一般管理費 ※ 60,613 ※ 60,562

営業利益 7,591 10,884

営業外収益   

受取利息 45 8

受取配当金 225 243

持分法による投資利益 87 258

その他 409 620

営業外収益合計 768 1,131

営業外費用   

支払利息 476 368

為替差損 295 222

その他 309 307

営業外費用合計 1,080 898

経常利益 7,278 11,117

特別利益   

固定資産売却益 11,621 271

その他 258 14

特別利益合計 11,880 285

特別損失   

固定資産売却損 2 6

固定資産除却損 399 457

減損損失 242 169

関係会社事業損失 911 －

その他 387 51

特別損失合計 1,942 684

税金等調整前四半期純利益 17,215 10,717

法人税等 5,435 3,202

四半期純利益 11,779 7,514

非支配株主に帰属する四半期純利益 19 113

親会社株主に帰属する四半期純利益 11,760 7,400
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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27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

四半期純利益 11,779 7,514

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △44 24

繰延ヘッジ損益 △109 20

為替換算調整勘定 △59 △359

退職給付に係る調整額 108 120

持分法適用会社に対する持分相当額 14 △4

その他の包括利益合計 △89 △197

四半期包括利益 11,690 7,317

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 11,666 7,202

非支配株主に係る四半期包括利益 23 114
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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27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28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 17,215 10,717

減価償却費 6,879 7,345

減損損失 242 169

持分法による投資損益（△は益） △87 △258

貸倒引当金の増減額（△は減少） △929 △90

賞与引当金の増減額（△は減少） 932 △88

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △261 △42

ギフト券引換引当金の増減額（△は減少） △6 △6

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △77 △133

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） 1,726 －

固定資産除売却損益（△は益） △11,219 192

受取利息及び受取配当金 △270 △252

支払利息 476 368

売上債権の増減額（△は増加） △10,536 △6,169

たな卸資産の増減額（△は増加） △211 1,989

仕入債務の増減額（△は減少） 2,655 △822

その他 844 △24

小計 7,373 12,895

利息及び配当金の受取額 357 301

利息の支払額 △482 △380

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 26 △6,027

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,274 6,788

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 △45

定期預金の払戻による収入 51 76

貸付けによる支出 △179 △152

貸付金の回収による収入 184 159

有形及び無形固定資産の取得による支出 △9,378 △7,251

有形及び無形固定資産の売却による収入 19,556 825

投資有価証券の取得による支出 △135 △10

投資有価証券の売却による収入 719 0

関係会社株式の取得による支出 △1 －

その他 △13 △5

投資活動によるキャッシュ・フロー 10,763 △6,403
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  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28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） △4,391 5,046

長期借入れによる収入 6,000 5,000

長期借入金の返済による支出 △6,250 △11,410

自己株式の取得による支出 △5 △8

配当金の支払額 △2,033 △2,033

非支配株主への配当金の支払額 △2 △2

その他 △382 △449

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,065 △3,858

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 △136

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 10,971 △3,609

現金及び現金同等物の期首残高 9,188 14,797

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 20,159 ※ 11,188
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【注記事項】

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を第１

四半期連結会計期間から適用しております。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※  受取手形裏書譲渡高

 
前連結会計年度

（平成28年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成28年９月30日）

受取手形裏書譲渡高 19百万円 18百万円

 

 

（四半期連結損益計算書関係）

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりです。

 
　前第２四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日

　　至 平成27年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日

　　至 平成28年９月30日）

販売費 百万円 百万円

販売促進費 18,877 18,972

運送保管料 17,511 17,246

賞与引当金繰入額 1,523 1,533

退職給付費用 417 403

一般管理費   

賞与引当金繰入額 847 860

退職給付費用 151 150

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日）

現金及び預金勘定 20,773百万円 11,858百万円

預入期間が３ケ月を超える定期預金 △614 △670

現金及び現金同等物 20,159 11,188

 

（株主資本等関係）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日）

 配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月25日

定時株主総会
普通株式 2,035 30.00  平成27年３月31日  平成27年６月26日 利益剰余金

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日）

 配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年５月12日

取締役会
普通株式 2,035 30.00  平成28年３月31日  平成28年６月29日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成27年４月１日 至平成27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）

 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 108,440 139,195 24,470 272,106 18,518 290,624 － 290,624

セグメント間の内部

売上高又は振替高
7,073 16 502 7,592 6,057 13,650 △13,650 －

計 115,513 139,212 24,972 279,698 24,576 304,274 △13,650 290,624

セグメント利益 4,454 1,163 1,043 6,661 868 7,529 61 7,591

（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 61百万円は、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28年４月１日 至平成28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）

 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 114,421 143,885 22,616 280,923 18,396 299,319 － 299,319

セグメント間の内部

売上高又は振替高
6,677 15 465 7,159 5,888 13,048 △13,048 －

計 121,098 143,901 23,082 288,082 24,285 312,368 △13,048 299,319

セグメント利益 5,638 3,255 1,159 10,053 759 10,813 71 10,884

（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 71百万円は、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。
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（１株当たり情報）

 １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日

至 平成27年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 173円35銭 109円10銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額（百万円） 11,760 7,400

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益

金額（百万円）
11,760 7,400

普通株式の期中平均株式数（株） 67,841,655 67,836,073

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。

 

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成28年11月11日

雪印メグミルク株式会社

取締役会 御中
 

新日本有限責任監査法人
 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 江口 潤   印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 植村 文雄 印

 
 
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている雪印メグミル

ク株式会社の平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成２８年

７月１日から平成２８年９月３０日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成２８年４月１日から平成２８年９月３０日

まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算

書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、雪印メグミルク株式会社及び連結子会社の平成２８年９月３０日現在

の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示

していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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