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(百万円未満切捨て)

１．2023年３月期第１四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年６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 ％

2023年３月期第１四半期 141,344 △1.0 3,980 △39.0 4,668 △35.5 1,343 △72.0

2022年３月期第１四半期 142,820 － 6,523 29.8 7,242 32.3 4,800 51.1
(注)包括利益 2023年３月期第１四半期 482百万円(△88.1％) 2022年３月期第１四半期 4,059百万円( 9.1 ％)
　

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

2023年３月期第１四半期 19.90 －

2022年３月期第１四半期 71.08 －
　

（注）「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）等を2022年３月期の期首から適用しております。こ

のため、当該基準を適用する前の2021年３月期第１四半期の売上高に対する対前年同四半期増減率は記載しておりません。なお、

2021年３月期から当該会計基準等を適用したと仮定して算定した増減率は2.1％増であります。
　

（２）連結財政状態

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

2023年３月期第１四半期 397,432 205,599 51.0 2,999.62

2022年３月期 401,890 209,528 51.5 3,061.75
(参考) 自己資本 2023年３月期第１四半期 202,580百万円 2022年３月期 206,777百万円
　　　

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

2022年３月期 － － － 60.00 60.00

2023年３月期 －

2023年３月期(予想) － － 60.00 60.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　　

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期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) 288,000 0.4 7,000 △42.7 6,500 △51.0 2,200 △74.3 32.58

通期 575,000 3.0 14,000 △22.5 15,500 △22.5 9,300 △22.9 137.71
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

　　



※ 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

　 （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

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
　　

（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) 2023年３月期１Ｑ 70,751,855株 2022年３月期 70,751,855株

② 期末自己株式数 2023年３月期１Ｑ 3,216,450株 2022年３月期 3,216,075株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期１Ｑ 67,535,607株 2022年３月期１Ｑ 67,532,559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

（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2022年８月10日（水）にアナリスト、機関投資家向けの電話会議を開催する予定です。

この電話会議における四半期決算説明会資料については、同日当社ウェブサイトに掲載する予定で

す。

　　



雪印メグミルク㈱(2270) 2023年３月期 第１四半期決算短信

― 1 ―

○添付資料の目次

　

　

１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………… 2

（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………… 2

（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………… 3

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………… 4

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………… 5

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………… 5

（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 ………………………………………… 7

四半期連結損益計算書

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………… 7

四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………… 8

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………… 9

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………10

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………10

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………10

（セグメント情報等） …………………………………………………………………………………11

（収益認識関係） ………………………………………………………………………………………12

（重要な後発事象） ……………………………………………………………………………………12

　

（補足説明資料）

2023年３月期 第１四半期決算短信 補足説明資料

　

　



雪印メグミルク㈱(2270) 2023年３月期 第１四半期決算短信

― 2 ―

１．当四半期決算に関する定性的情報

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間のわが国経済は、持ち直しの動きがみられるものの、ウクライナ情勢の長期化など

もあり、先行きは依然不透明な状況が続いております。

食品業界においては、世界的な原材料価格やエネルギー価格等の高騰により、食品をはじめ様々な商品の値上

げが公表されることにより、消費者の消費マインドに影響を与えております。また、外食需要はコロナ禍からの

回復の兆しが見られるものの、依然として回復途上にあります。

このような環境下、当社グループは「グループ中期経営計画 2022」に基づき、「４つの事業分野（乳製品事業

分野、市乳事業分野、ニュートリション事業分野、飼料・種苗事業分野）における収益基盤の確立」に向けた取

り組みを進めました。

この中では、機能性を軸としたヨーグルトおよびチーズなどの主力商品の戦略的拡大とプロダクトミックスの

更なる改善、ニュートリション事業分野におけるマーケティング投資の継続による規模拡大と収益確保の両立、

飼料・種苗事業分野における戦略的拡大と収益基盤の整備、ならびにグループ経営資源の活用拡大やバリューチ

ェーンの生産性向上によるグループ総合力の強化等に努めました。

また、新型コロナウイルス感染症拡大が継続する中、従業員の感染予防に取り組み、お客様へ安全で安心して

頂ける商品の安定供給に努めてまいりました。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の連結経営成績につきましては、売上高は141,344百万円(前年同期比

1.0％減)、営業利益は3,980百万円(前年同期比39.0％減)、経常利益は4,668百万円(前年同期比35.5％減)、親会

社株主に帰属する四半期純利益は1,343百万円(前年同期比72.0％減)となりました。

なお、特定子会社の異動には該当しておりませんが、当第１四半期連結会計期間より、株式会社ベルネージュ

ダイレクトは重要性が増したため、連結の範囲に含めております。

また、当第１四半期連結会計期間において、全国農業協同組合連合会が優先株式を普通株式へ転換したことに

より、協同乳業株式会社に対する当社の持分比率が減少し関連会社に該当しなくなったため、同社を持分法適用

の範囲から除外しております。

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、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

当セグメントには、乳製品(チーズ、バター、粉乳等)、油脂、ニュートリション事業(機能性食品、粉ミルク

等)等の製造・販売が含まれております。

売上高は58,202百万円(前年同期比0.0％増)、営業利益は2,830百万円(前年同期比20.3％減)となりました。

（売上高の状況）

バターは家庭用バター主力品の生産体制整備を進めるなど販売拡大に積極的に取り組んだことから前年を上回

りました。油脂は市場全体の落ち込みや価格改定の影響により前年を下回りました。

チーズは、「さけるチーズ」の販売が好調に推移しましたが、「スライスチーズ」や「６Ｐチーズ」などのプ

ロセスチーズが食品等生活必需品の値上げ環境下における消費マインドの低下などにより前年を下回りました。

その結果、チーズ全体では前年を下回りました。

機能性食品は定期購入型通販ビジネスが引き続き好調に推移したこと、積極的なマーケティング投資や健康志

向の高まりにより引き続き伸長しました。

（営業利益の状況）

原材料コストの増加やオペレーションコストの増加、販売物量の減少などにより減益となりました。
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② 飲料・デザート類

当セグメントには、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60,348百万円(前年同期比4.8％減)、営業利益は497百万円(前年同期比72.2％減)となりました。

（売上高の状況）

飲料は、飲料タイプとしては日本初の「骨密度を高める」機能性表示食品となる「MBPドリンク」の販売が好調

に推移しましたが、食品等生活必需品の値上げ環境下における消費マインドの低下などにより牛乳を中心に前年

を下回りました。

ヨーグルトは、「牧場の朝ヨーグルト」や「ナチュレ恵megumi」プレーンヨーグルトなどの販売が堅調に推移

しましたが、前年度のテレビ放映による機能性ヨーグルトの増加が今年度は落ち着いたことなどにより、全体で

は前年を下回りました。

デザートは、新商品の「雪印コーヒープリン」や定番商品である「CREAM SWEETS」シリーズの販売が好調に推

移したことなどにより、前年を上回りました。

（営業利益の状況）

原材料コストの増加やオペレーションコストの増加、販売物量の減少などにより減益となりました。

③ 飼料・種苗

当セグメントには、牛用飼料、牧草・飼料作物種子、野菜種子の製造・販売、造園事業が含まれております。

売上高は13,853百万円(前年同期比10.7％増)、営業利益は422百万円(前年同期比49.9％減)となりました。

（売上高の状況）

配合飼料販売価格の上昇などにより当セグメント全体で前年を上回りました。

（営業利益の状況）

原材料コストの増加による粗利益の減少などにより減益となりました。

④ その他

当セグメントには、共同配送センター事業、不動産賃貸事業等が含まれております。

売上高は8,940百万円(前年同期比2.9％増)、営業利益は205百万円(前年同期比37.1％減)となりました。

（２）財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

　 (単位：百万円)

区分
2022年
３月期末

2023年
３月期

第１四半期
増減金額 主な増減理由

資 産 401,890 397,432 △4,457
現金及び預金△6,554
投資有価証券△2,212
受取手形、売掛金及び契約資産+3,596

負 債 192,361 191,832 △529
賞与引当金△2,322
未払法人税等△1,404
支払手形及び買掛金+3,802

純資産 209,528 205,599 △3,928 利益剰余金△3,108
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② キャッシュ・フローの状況

(単位：百万円)

区分
2022年
３月期

第１四半期

2023年
３月期

第１四半期
増減金額 主な増減理由

営業活動による
キャッシュ・フロー

8,487 2,186 △6,300
税金等調整前四半期純利益△4,801
未収入金の増減額△3,497
仕入債務の増減額+1,999

投資活動による
キャッシュ・フロー

△5,116 △5,176 △59
有形及び無形固定資産の取得による支出
+531
投資有価証券の取得による支出△488

財務活動による
キャッシュ・フロー

△3,777 △4,073 △295
配当金の支払額△1,316
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出+1,076

現金及び現金同等物の
四半期末残高

21,550 13,423 △8,126 ―

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2022年５月13日の「2022年３月期 決算短信」で公表いたしました連結業績

予想を修正いたしました。詳細につきましては、本日公表の「2023年３月期連結業績予想の修正に関するお知

らせ」をご覧ください。
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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
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 19,991 13,436

受取手形、売掛金及び契約資産 72,297 75,893

商品及び製品 47,408 47,811

仕掛品 890 1,083

原材料及び貯蔵品 13,851 14,954

その他 6,009 6,096

貸倒引当金 △309 △344

流動資産合計 160,139 158,931

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 55,113 54,553

機械装置及び運搬具（純額） 58,973 57,456

土地 49,426 49,439

その他（純額） 15,379 16,266

有形固定資産合計 178,892 177,715

無形固定資産

のれん 582 614

その他 2,709 2,713

無形固定資産合計 3,291 3,327

投資その他の資産

投資有価証券 48,107 45,895

繰延税金資産 2,936 2,876

その他 8,715 8,875

貸倒引当金 △193 △188

投資その他の資産合計 59,566 57,458

固定資産合計 241,751 238,501

資産合計 401,890 397,432
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 53,447 57,249

電子記録債務 5,277 5,928

短期借入金 17,969 18,306

未払法人税等 2,227 823

賞与引当金 4,876 2,553

その他 29,336 28,744

流動負債合計 113,134 113,606

固定負債

社債 10,000 10,000

長期借入金 39,378 39,167

繰延税金負債 6,607 5,877

再評価に係る繰延税金負債 3,815 3,815

役員退職慰労引当金 14 14

退職給付に係る負債 8,826 8,965

資産除去債務 1,250 1,253

その他 9,333 9,131

固定負債合計 79,226 78,225

負債合計 192,361 191,832

純資産の部

株主資本

資本金 20,000 20,000

資本剰余金 17,027 17,027

利益剰余金 147,231 144,122

自己株式 △5,347 △5,348

株主資本合計 178,911 175,802

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 18,976 17,366

繰延ヘッジ損益 90 145

土地再評価差額金 8,571 8,571

為替換算調整勘定 326 764

退職給付に係る調整累計額 △99 △69

その他の包括利益累計額合計 27,866 26,778

非支配株主持分 2,750 3,019

純資産合計 209,528 205,599

負債純資産合計 401,890 397,432
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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 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

売上高 142,820 141,344

売上原価 118,072 118,381

売上総利益 24,747 22,963

販売費及び一般管理費 18,223 18,983

営業利益 6,523 3,980

営業外収益

受取利息 1 0

受取配当金 313 422

持分法による投資利益 357 180

為替差益 － 99

その他 247 216

営業外収益合計 919 918

営業外費用

支払利息 102 84

その他 99 145

営業外費用合計 201 230

経常利益 7,242 4,668

特別利益

固定資産売却益 0 1

国庫補助金 － 25

その他 － 1

特別利益合計 0 28

特別損失

固定資産売却損 23 0

固定資産除却損 246 300

減損損失 93 53

火災損失 － 2,239

その他 － 25

特別損失合計 362 2,618

税金等調整前四半期純利益 6,880 2,078

法人税等 2,031 683

四半期純利益 4,848 1,395

非支配株主に帰属する四半期純利益 48 51

親会社株主に帰属する四半期純利益 4,800 1,343
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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 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

四半期純利益 4,848 1,395

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,168 △1,470

繰延ヘッジ損益 △17 54

為替換算調整勘定 329 465

退職給付に係る調整額 94 39

持分法適用会社に対する持分相当額 △27 △1

その他の包括利益合計 △789 △912

四半期包括利益 4,059 482

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,987 408

非支配株主に係る四半期包括利益 72 74
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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 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022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 6,880 2,078

減価償却費 4,265 4,244

減損損失 93 53

持分法による投資損益（△は益） △357 △180

のれん償却額 24 25

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12 0

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,484 △2,326

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △185 △201

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 202 91

固定資産除売却損益（△は益） 268 298

受取利息及び受取配当金 △314 △422

支払利息 102 84

未収入金の増減額（△は増加） 4,292 794

売上債権の増減額（△は増加） △3,846 △3,164

棚卸資産の増減額（△は増加） △1,745 △1,427

仕入債務の増減額（△は減少） 2,286 4,285

その他 1,905 △515

小計 11,374 3,718

利息及び配当金の受取額 387 479

利息の支払額 △111 △89

法人税等の支払額 △3,163 △1,921

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,487 2,186

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付けによる支出 － △1

貸付金の回収による収入 22 1

有形及び無形固定資産の取得による支出 △5,264 △4,732

有形及び無形固定資産の売却による収入 1 17

投資有価証券の取得による支出 △4 △492

投資有価証券の売却による収入 0 －

その他 127 31

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,116 △5,176

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） 358 312

長期借入れによる収入 20 －

長期借入金の返済による支出 △224 △216

自己株式の取得による支出 △1 △0

配当金の支払額 △2,658 △3,975

非支配株主への配当金の支払額 △2 △2

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出

△1,076 －

その他 △192 △190

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,777 △4,073

現金及び現金同等物に係る換算差額 127 179

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △279 △6,882

現金及び現金同等物の期首残高 21,829 19,979

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 326

現金及び現金同等物の四半期末残高 21,550 13,423
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（４）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。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 2021年４月１日　至 2021年６月30日)

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並びに収益の分解情報

(単位：百万円)

報告セグメント (注)１
その他
(注)２

合計
調整額
(注)３

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)４乳製品

飲料・
デザート類

飼料・種苗 計

売上高

顧客との契約から
生じる収益

58,201 63,416 12,514 134,132 8,687 142,820 － 142,820

外部顧客への売上高 58,201 63,416 12,514 134,132 8,687 142,820 － 142,820

セグメント間の内部売上高
又は振替高

3,156 25 219 3,401 3,089 6,491 △6,491 －

計 61,357 63,442 12,734 137,534 11,777 149,311 △6,491 142,820

セグメント利益 3,551 1,792 843 6,187 327 6,514 9 6,523

(注) １．報告セグメントの売上高は、主に「商品または製品の販売に係る収益」によるものです。

　 ２．「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、共同配送センター事業および不

動産賃貸事業等が含まれております。売上高は、主に「配送サービスに係る収益」によるものです。

３．セグメント利益の調整額９百万円は、セグメント間の取引消去金額であります。

４．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。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 2022年４月１日　至 2022年６月30日)

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並びに収益の分解情報

(単位：百万円)

報告セグメント (注)１
その他
(注)２

合計
調整額
(注)３

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)４乳製品

飲料・
デザート類

飼料・種苗 計

売上高

顧客との契約から
生じる収益

58,202 60,348 13,853 132,403 8,940 141,344 － 141,344

外部顧客への売上高 58,202 60,348 13,853 132,403 8,940 141,344 － 141,344

セグメント間の内部売上高
又は振替高

3,656 28 306 3,991 3,178 7,170 △7,170 －

計 61,858 60,376 14,160 136,395 12,119 148,515 △7,170 141,344

セグメント利益 2,830 497 422 3,750 205 3,956 24 3,980

(注) １．報告セグメントの売上高は、主に「商品または製品の販売に係る収益」によるものです。

　 ２．「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、共同配送センター事業および不

動産賃貸事業等が含まれております。売上高は、主に「配送サービスに係る収益」によるものです。

３．セグメント利益の調整額24百万円は、セグメント間の取引消去金額であります。

４．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。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「(４)四半期連結財務諸表に関する注記事項(セグメント情報

等)」に記載のとおりであります。

（重要な後発事象）

2022年６月30日に発生した持分法適用関連会社であるＳＢＳフレック株式会社阿見物流センターの火災により、

2023年３月期第１四半期連結累計期間において、棚卸資産の損失額等を合理的に見積り、火災損失として特別損

失2,239百万円を計上しました。

　また、2023年３月期第２四半期連結累計期間において、ＳＢＳフレック株式会社で発生が見込まれる物理的な

建物等の資産の毀損額および保管商品の破損などの損失額を持分法投資損失として1,088百万円計上する見通しで

あります。金額は現時点での見積りであり、今後変動する可能性があります。

　


