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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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3四半期 224,590 △0.3 5,556 △27.5 6,776 △13.0 3,671 19.7
24年3月期第3四半期 225,234 1.5 7,661 △33.3 7,793 △35.7 3,067 △49.4

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 4,708百万円 （143.2％） 24年3月期第3四半期 1,936百万円 （△62.8％）

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

25年3月期第3四半期 32.30 ―
24年3月期第3四半期 27.02 ―

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3四半期 208,435 110,469 52.1 954.87
24年3月期 207,292 107,354 50.7 924.92
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  108,598百万円 24年3月期  105,063百万円

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

24年3月期 ― 5.00 ― 10.00 15.00
25年3月期 ― 5.00 ―
25年3月期（予想） 10.00 15.00

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  ：  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 295,000 1.7 3,700 △21.9 5,100 △2.9 2,500 ― 21.99



(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）  ：  有  

（注）詳細は、四半期決算短信３ページ「当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。 

(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、四半期決算短信４ページ「会計方針の変更・会計上の見積もりの変更・修正再表示」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、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表の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 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期
決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 2社 （社名）
東京グリコ株式会社、北海道グリコ株
式会社

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   ：  有
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3Q 144,860,138 株 24年3月期 144,860,138 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 31,128,024 株 24年3月期 31,267,840 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 113,670,672 株 24年3月期3Q 113,499,883 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日～平成24年12月31日）におけるわが国経済は、復興需要等を背景

として回復基調にはあるものの、対外経済環境を巡る不確実性の中、世界経済の下振れや金融資本市場の変動等の

影響が懸念され、依然として先行き不透明な状況が続いております。食品業界におきましても、原材料価格の高止

まりや消費者の節約志向の浸透等によって、引き続き厳しい競争が続いております。 

 このような状況の中で、当社グループは、主力品の売上拡大や新製品・系列品の発売を始めとして、流通チャネ

ルに即応した販売促進対策、店頭での特売対策等を積極的に展開いたしました。 

 その結果、売上高は、牛乳・乳製品部門、畜産加工品部門、食品原料部門が増収となりましたが、菓子部門、冷

菓部門及び食品部門は減収となり、全体では224,590百万円（前年同期比0.3％減）となりました。利益面につきま

しては、販売品種構成の変化や原材料価格の上昇等により売上原価率はアップし、量販店やコンビニエンスストア

での積極的な販売対策を実施したこと等により販売促進費等が増加したため、営業利益は5,556百万円（同27.5％

減）、経常利益は6,776百万円（同13.0％減）、四半期純利益は3,671百万円（同19.7％増）となりました。 

  

 各セグメント別の売上の状況は、以下のとおりであります。 

なお、セグメント区分の変更につきましては、９ページ「セグメント情報等」をご覧ください。  

・売上の状況 

  

    ＜菓子部門＞ 

 国内では、“アーモンドピーク”、「ビスコグループ」等は前年同期を上回りましたが、「ポッキーグルー

プ」、“キスミントガム”等は前年同期を下回りました。また、海外では、上海の子会社が前年同期を上回りま

したが、洪水被害を受けたタイの子会社は前年同期を大きく下回りました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は58,357百万円となり、前年同期(60,475百万円)に比べ3.5％

の減収となりました。 

  

＜冷菓部門＞ 

 “牧場しぼり”、“パピコ”等は前年同期を上回りましたが、“アイスの実”、“パリッテ”、商品回収を行

った“ジャイアントコーン”等は前年同期を下回りました。一方、卸売販売子会社２社は、前年同期を上回りま

した。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は53,955百万円となり、前年同期(54,223百万円)に比べ0.5％

の減収となりました。 

  

＜食品部門＞ 

 温めなくても食べられる常備用が好調な“カレー職人”等は前年同期を上回りましたが、“２段熟カレー”、

“ＤＯＮＢＵＲＩ亭”等は前年同期を下回りました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は18,413百万円となり、前年同期(19,237百万円)に比べ4.3％

の減収となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  （単位：百万円、％）

  

前第３四半期連結 
累計期間 

(自平成23年4月1日 
至平成23年12月31日)

当第３四半期連結 
累計期間 

(自平成24年4月1日 
至平成24年12月31日)

  
  

増減額 
  

  

対前年 

同期比 

（参考） 
前連結会計年度 
(平成24年３月期) 

金  額 構成比 金  額 構成比     金  額 構成比 

菓子  60,475  26.8  58,357  26.0  △2,118  96.5  81,599  28.1

冷菓  54,223  24.1  53,955  24.0  △267  99.5  63,872  22.0

食品  19,237  8.5  18,413  8.2  △824  95.7  25,964  9.0

牛乳・乳製品  66,064  29.3  67,644  30.1  1,580  102.4  85,235  29.4

畜産加工品  15,223  6.8  15,897  7.1  674  104.4  20,281  7.0

食品原料   6,518  2.9  6,549  2.9  30  100.5  8,350  2.9

その他  3,491  1.6  3,773  1.7  281  108.1  4,675  1.6

合計  225,234  100.0  224,590  100.0  △643  99.7  289,980  100.0
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＜牛乳・乳製品部門＞ 

 “ドロリッチ”等は前年同期を下回りましたが、“カフェオーレ”、“朝食プロバイオティクスヨーグルト”

等は前年同期を上回りました。また、キリンビバレッジ（株）からの業務受託による売上も前年同期を上回りま

した。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は67,644百万円となり、前年同期(66,064百万円)に比べ2.4％

の増収となりました。 

  

＜畜産加工品部門＞ 

 主力のソーセージは前年同期を下回りましたが、ハム等が前年同期を上回りました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は15,897百万円となり、前年同期(15,223百万円)に比べ4.4％

の増収となりました。 

  

＜食品原料部門＞ 

 “Ａ－グル”は前年同期を下回りましたが、“ＣＣＤ（サイクリッククラスターデキストリン）”等が前年同

期を上回りました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は6,549百万円となり、前年同期(6,518百万円)に比べ0.5％の

増収となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は208,435百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,143百万円増加しまし

た。流動資産は91,427百万円となり、2,075百万円減少しました。主な要因は、受取手形及び売掛金の減少、たな

卸資産の減少によるものです。固定資産は117,008百万円となり、3,218百万円増加しました。主な要因は、機械装

置及び運搬具の増加によるものです。 

 当第３四半期連結会計期間末の負債合計は97,966百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,971百万円減少しま

した。その主な要因は、未払費用の減少によるものです。 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は110,469百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,114百万円増加し

ました。主な要因は、当四半期純利益3,671百万円の計上による増加、剰余金の配当による1,704百万円の減による

ものです。この結果、自己資本比率は52.1％（前連結会計年度末比1.4％増）となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、 近の業績動向を踏まえ、平成24年10月30日の「平成25年３月期 第２四半期決

算短信」で公表いたしました業績予想を下記のとおり修正いたしました。 

   

     平成25年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 

  

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 前連結会計年度において連結子会社でありました東京グリコ株式会社および北海道グリコ株式会社については、

それぞれ平成24年７月20日、平成24年９月26日に清算結了したため、連結の範囲から除いております。   

  

（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。 

  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 

  前回発表予想（A） 
百万円

296,500

百万円

5,200

百万円

5,600

百万円

2,900

円 銭

25.51

  今回修正予想（B） 295,000 3,700 5,100 2,500 21.99

 増減額（B-A） △1,500 △1,500 △500 △400 ―  

 増減率（％） △0.5 △28.8 △8.9 △13.8 ―  

（ご参考）前期実績 

（平成24年３月期） 
289,980 4,738 5,252 242 2.13

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（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は、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。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第３四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

純利益はそれぞれ167百万円増加しております。 

   

該当事項はありません。 

   

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
（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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,598 17,171

受取手形及び売掛金 34,230 31,893

有価証券 17,511 20,414

商品及び製品 7,951 7,575

仕掛品 771 751

原材料及び貯蔵品 10,701 9,248

その他 6,008 4,691

貸倒引当金 △272 △318

流動資産合計 93,502 91,427

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 24,557 23,985

機械装置及び運搬具（純額） 22,353 24,969

土地 15,517 15,480

その他（純額） 4,754 6,431

有形固定資産合計 67,183 70,867

無形固定資産   

ソフトウエア 3,742 3,112

その他 430 507

無形固定資産合計 4,173 3,620

投資その他の資産   

投資有価証券 32,473 32,499

その他 10,089 10,241

貸倒引当金 △130 △220

投資その他の資産合計 42,433 42,520

固定資産合計 113,790 117,008

資産合計 207,292 208,435

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 30,030 29,566

短期借入金 9,050 9,756

未払費用 20,601 18,174

未払法人税等 965 938

販売促進引当金 1,537 1,240

役員賞与引当金 51 －

事業構造改善引当金 376 474

その他 6,025 7,236

流動負債合計 68,637 67,387
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

固定負債   

長期借入金 15,391 15,536

退職給付引当金 10,570 10,013

事業構造改善引当金 620 105

その他 4,718 4,924

固定負債合計 31,300 30,579

負債合計 99,938 97,966

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,773 7,773

資本剰余金 7,434 7,439

利益剰余金 118,886 120,853

自己株式 △26,620 △26,502

株主資本合計 107,473 109,564

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △249 990

繰延ヘッジ損益 △204 △82

為替換算調整勘定 △1,955 △1,873

その他の包括利益累計額合計 △2,409 △965

少数株主持分 2,291 1,870

純資産合計 107,354 110,469

負債純資産合計 207,292 208,435
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 225,234 224,590

売上原価 128,629 129,024

売上総利益 96,605 95,566

販売費及び一般管理費   

運送費及び保管費 20,458 20,363

販売促進費 28,761 29,869

広告宣伝費 8,255 8,084

貸倒引当金繰入額 30 55

退職給付引当金繰入額 1,143 1,143

その他 30,293 30,492

販売費及び一般管理費合計 88,943 90,009

営業利益 7,661 5,556

営業外収益   

受取利息 198 157

受取配当金 650 728

その他 787 1,252

営業外収益合計 1,636 2,138

営業外費用   

支払利息 170 164

為替差損 202 －

繰延ヘッジ損益取崩額 190 196

その他 941 557

営業外費用合計 1,504 918

経常利益 7,793 6,776

特別利益   

受取和解金 － 224

投資有価証券償還益 118 17

その他 3 22

特別利益合計 122 264

特別損失   

災害による損失 － 610

減損損失 160 415

事業構造改善引当金繰入額 － 150

投資有価証券評価損 1,012 0

その他 95 500

特別損失合計 1,269 1,676

税金等調整前四半期純利益 6,646 5,364

法人税、住民税及び事業税 2,408 2,003

法人税等調整額 970 153

法人税等合計 3,379 2,157
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 3,267 3,207

少数株主利益又は少数株主損失（△） 200 △463

四半期純利益 3,067 3,671

少数株主利益又は少数株主損失（△） 200 △463

少数株主損益調整前四半期純利益 3,267 3,207

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △874 1,240

繰延ヘッジ損益 102 121

為替換算調整勘定 △558 139

その他の包括利益合計 △1,331 1,501

四半期包括利益 1,936 4,708

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,939 5,115

少数株主に係る四半期包括利益 △2 △407
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 該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。 

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成23年4月1日 至平成23年12月31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  

（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、スポーツフーズ部門、オ

フィスグリコ部門、システム保守開発事業部門及び倉庫事業部門を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△339百万円には、セグメント間取引消去・その他調整額265百万円、各報告

セグメントに配分していない全社費用△604百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメ

ントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。 

３．セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行って

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  

重要性が乏しいため記載を省略しております。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成24年4月1日 至平成24年12月31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  

（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、スポーツフーズ部門、オ

フィスグリコ部門、システム保守開発事業部門及び倉庫事業部門を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額1,105百万円には、セグメント間取引消去・その他調整額595百万円、各報告

セグメントに配分していない全社費用510百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメン

トに帰属しない販売費及び一般管理費であります。 

３．セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行って

おります。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

  （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

益及び包括利

益計算書計上

額（注)３ 菓子 冷菓 食品 
牛乳・
乳製品

畜産加
工品  

食品 
原料

計 

売上高                   

外部顧客への売上高  60,475  54,223  19,237  66,064  15,223  6,518 221,743  3,491  225,234 -  225,234

セグメント間の内部

売上高又は振替高  1 - -  139  183  80  405  2,077  2,483  △2,483 - 

計  60,477  54,223  19,237  66,204  15,406  6,599 222,148  5,569  227,717  △2,483  225,234

セグメント利益又は損

失(△) 
 1,547  5,320  584  934  △809  537  8,113  △112  8,000  △339  7,661

  （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

益及び包括利

益計算書計上

額 (注)３ 菓子 冷菓 食品 
牛乳・
乳製品

畜産加
工品  

食品 
原料

計 

売上高                   

外部顧客への売上高  58,357  53,955  18,413  67,644  15,897  6,549  220,817  3,773 224,590 -  224,590

セグメント間の内部

売上高又は振替高  123 - -  141  189  202  657  2,375  3,032  △3,032 - 

計  58,480  53,955  18,413  67,786  16,087  6,751  221,474  6,148 227,623  △3,032  224,590

セグメント利益又は損

失(△) 
 △329  4,096  △286  853  △378  488  4,443  7  4,450  1,105  5,556
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４．４ページ「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」に記載のとおり、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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

  これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の「菓子」のセグメント利益が5百万

円、「冷菓」のセグメント利益が57百万円、「食品」のセグメント利益が0百万円、「牛乳・乳製品」

のセグメント利益が17百万円、「畜産加工品」のセグメント利益が6百万円、「食品原料」のセグメン

ト利益が0百万円、「その他」のセグメント利益が11百万円増加しております。また、報告セグメント

に帰属しないセグメント利益の調整額に67百万円含んでおります。  

  

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

   第１四半期連結会計期間より、グリコ栄養食品(株)の会社分割に伴って損益管理区分を変更したため、従来

「畜産加工品」に含まれていた「食品原料」について、新たに報告セグメントとして記載する方法に変更して

おります。なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分により作成してお

り、前第３四半期連結累計期間の「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」

に記載しております。 

  

３．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  

 重要性が乏しいため記載を省略しております。 
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