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（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 ％

26年３月期第２四半期  411,373  5.6  6,003  3.1  7,944  31.1  3,928  △40.2

25年３月期第２四半期  389,396  △3.2  5,824  △42.9  6,058  △29.8  6,565  165.5

（注）包括利益 26年３月期第２四半期 9,922百万円（ ％） 91.1   25年３月期第２四半期 5,192百万円 （ ％） 82.0

  
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

26年３月期第２四半期  7.94  7.46

25年３月期第２四半期  12.96  12.18

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

26年３月期第２四半期  475,338  89,819  16.1

25年３月期  462,925  82,679  15.0

（参考）自己資本 26年３月期第２四半期 76,649百万円   25年３月期 69,561百万円 

  
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 

25年３月期  －  － － 3.00  3.00

26年３月期  －  －     

26年３月期（予想）     － 3.00  3.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

 上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式（非上

場）の配当の状況については、後述の「種類株式の配当の状況」をご覧ください。

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26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 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  845,000  4.3  15,000  25.0  16,000  20.8  7,000  28.5  13.88

（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 

  

 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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： 有

（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 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。

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

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年３月期２Ｑ 495,984,430株 25年３月期 494,535,159株

②  期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 467,133株 25年３月期 434,564株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 494,840,455株 25年３月期２Ｑ 506,437,034株

 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連結財務諸表に対するレビュー手続が実

施中です。

 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、本資料の発表日現在において当社が入手している情

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、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、実際の業績等は世界経済・競合状況・為替・金利の変動等にかかわるリスク等の様々な要因により大きく

異なる可能性があります。 

 なお、業績予想に関する事項は、〔添付資料〕Ｐ.３「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。



種類株式の配当の状況 

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。 

（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

第一種優先株式           

25年３月期  －  －  － 20.00 20.00

26年３月期  －  －       

26年３月期（予想）      － 20.00 20.00
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（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けるわが国経済は、金融緩和をはじめとした経済政策により円安・株高の基調が

続き、輸出の増加や消費者マインドの改善傾向等、景気が回復していく兆しが見られますが、海外においては欧

州・新興国の経済の停滞や米国の金融政策の行方が世界経済に及ぼす影響、国内においては雇用環境や個人所得の

改善の遅れ、消費税増税後の消費減退への懸念等があり、先行きは不透明な状況となっております。 

水産・食品業界におきましても、原材料価格の上昇に円安が加わり仕入・調達コストの上昇が続く一方で、販売

価格への転嫁が遅れ、厳しい事業環境が続きました。  

このような状況下で、当社グループは、中期三ヵ年経営計画「ダブルウェーブネクスト（2011-2013）」の 終

年度を迎え、欧州水産物販売会社へ出資する一方、飲料製造会社の売却等、事業の選択と集中を進め、グループの

資本・組織の 適化に向けた経営体制の強化に取組んでおります。 

当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は411,373百万円（前年同期比5.6％増）、営業利益

は6,003百万円（前年同期比3.1％増）、経常利益は7,944百万円（前年同期比31.1％増）、四半期純利益は3,928百

万円（前年同期比40.2％減）となりました。  

  

各セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

水産事業 

水産セグメントは、国内外の漁業・養殖事業、すりみの生産販売を中心とした北米事業、海外調達ネットワーク

を持つ水産商事事業、市場流通の基幹を担う荷受事業、及び市場外流通を受け持つ戦略販売事業から構成され、国

内外の市場動向を注視しながらお客様のニーズに対応した的確な買付販売と加工事業の強化により、収益の確保に

努めました。  

漁業・養殖事業では、マグロはえ縄漁業は低迷したものの、まき網事業が順調に推移し、漁業事業全体では増収

増益となりました。一方、養殖事業はカンパチの相場は回復したものの、マグロの販売数量減、及びハタ養殖の不

振により増収減益となり、全体では増収減益となりました。  

北米事業は、助子の生産減・製品組成の悪化、アラスカズワイガニの漁獲枠減枠による生産減、及び日本向け商

材の円安による収益悪化により減収減益となりました。  

水産商事事業は、鮭鱒・エビをはじめとする主要魚種全般において相場が上昇するなか、各商材の適時買付と前

倒し販売等の対応により、増収増益となりました。 

荷受事業は、市場内流通の縮小による減収が続くなか、前期に発生したチリ産鮭鱒等の相場損の解消及び経費削

減等により増益となりました。 

戦略販売事業は、エビ・鮭鱒・ホタテ等、主要商材の相場が急激に高騰するなか、量販店・外食向け販売は順調

に推移したものの、コンビニエンスストア向け販売が苦戦し、増収減益となりました。  

以上の結果、水産セグメントの売上高は243,329百万円（前年同期比3.4％増）、セグメント利益は4,050百万円

（前年同期比92.9％増）となりました。  

  

食品事業 

食品セグメントは、市販用及び業務用冷凍食品の製造・販売を行う冷凍食品事業、缶詰・フィッシュソーセー

ジ・ちくわ・デザート・ペットフード等の製造・販売を行う加工食品事業、畜産物・飼料を取り扱う畜産事業、化

成品・調味料・フリーズドライ製品の製造・販売を行う化成品事業、及びアジア・オセアニア事業から構成され、

お客様のニーズにお応えする商品の開発・製造・販売を通じて収益の確保に努めました。 

冷凍食品事業は、市販用新商品の販売が好調に推移したことや、前年第２四半期から連結子会社となったヤヨイ

食品株式会社の売上が、第１四半期から計上されたことにより増収となりましたが、円安や原料高等により減益と

なりました。  

加工食品事業は、缶詰の販売が好調に推移したものの、売却した飲料製造会社の連結除外による影響等により減

収、デザートの新ブランド「フルティシエ」の立ち上げに伴うテレビコマーシャル費用や販売促進費の増加、及び

缶詰における原料高騰等により減益となりました。  

畜産事業は、輸入豚肉等の取扱い増加、及び食肉全般において販売単価の上昇が市場へ浸透したことにより増収

増益となりました。 

化成品事業は、調味料・乾燥食品における新商品の寄与、及び精製魚油（オメガ３）・プロタミンの販売が伸長

しましたが、大幅な円安による輸入乾燥食品の仕入価格上昇等に伴う販売不振により減収減益となりました。 

アジア・オセアニア事業は、タイにおいて生産された冷凍食品の日本市場向け販売、缶詰の北米・オセアニア・

日本向け販売が好調に推移したことにより増収となりましたが、カツオ・エビ等の原料高により減益となりまし

た。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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以上の結果、食品セグメントの売上高は158,266百万円（前年同期比10.2％増）、セグメント利益は2,489百万円

（前年同期比41.8％減）となりました。 

  

保管物流事業 

お客様の物流コスト削減努力による在庫圧縮の傾向が続くなか、水産物をはじめ畜産品や冷凍食品の集荷営業活

動に努めました。  

期首の低い在庫水準を、水産物及び冷凍食品の大幅な入庫減、及び出庫超過のため改善できず、期末在庫はさら

に減少することとなり、保管物流事業の売上は減少いたしました。  

輸配送事業等も荷動き低迷の影響により売上が減少し、保管物流セグメントの売上高は7,555百万円（前年同期

比3.6％減）、セグメント利益は579百万円（前年同期比8.1％減）となりました。  

  

（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総資産は475,338百万円となり、前連結会計年度末に比べ12,413百万円増加いた

しました。これは主として売上債権及びたな卸資産の増加によるものであります。 

負債は385,518百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,273百万円増加いたしました。これは主として仕入債務

及び借入金の増加によるものであります。 

少数株主持分を含めた純資産は89,819百万円となり、前連結会計年度末に比べ7,139百万円増加いたしました。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成25年５月７日に公表いたしました平成26年３月期通期連結業績予想につき、当第２四半期連結累計期間の業

績、及び、今後の経済状況、販売動向を予測した上で、下記の通り修正いたします。 

  

（平成26年３月期通期連結業績予想数値の修正） 

  （単位：百万円）

   

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） 

  一部の連結子会社の税金費用については、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して

おります。  

  

  連 結 売 上 高 連 結営業利 益 連 結経常利 益 連結当期純利益 
１ 株 当 た り 
連結当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 845,000 18,000 16,000 7,000 13円88銭

今回修正予想（Ｂ） 845,000 15,000 16,000 7,000 13円88銭 

増 減 額 （ Ｂ － Ａ ） － △3,000 － － － 

増 減 率 （ ％ ） － △16.7％ － － － 

（参考）前期連結実績 
（平成25年３月期） 

809,789 11,996 13,250 5,448 10円62銭

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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,247 10,895

受取手形及び売掛金 103,164 104,794

たな卸資産 118,186 132,610

その他 18,726 18,478

貸倒引当金 △1,194 △1,240

流動資産合計 253,130 265,539

固定資産   

有形固定資産   

土地 58,844 57,135

その他（純額） 79,847 80,133

有形固定資産合計 138,692 137,268

無形固定資産   

のれん 14,801 15,564

その他 6,895 6,888

無形固定資産合計 21,697 22,453

投資その他の資産   

投資その他の資産 54,693 55,248

貸倒引当金 △5,288 △5,171

投資その他の資産合計 49,404 50,077

固定資産合計 209,794 209,799

資産合計 462,925 475,338

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 33,405 38,875

短期借入金 172,113 167,765

引当金 934 1,024

その他 38,040 36,102

流動負債合計 244,494 243,767

固定負債   

長期借入金 105,800 113,725

退職給付引当金 22,209 20,119

その他の引当金 309 260

その他 7,431 7,646

固定負債合計 135,750 141,750

負債合計 380,245 385,518
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 31,000 31,000

資本剰余金 29,683 29,683

利益剰余金 13,695 16,007

自己株式 △56 △63

株主資本合計 74,322 76,627

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,416 2,914

繰延ヘッジ損益 22 22

為替換算調整勘定 △7,199 △2,914

その他の包括利益累計額合計 △4,760 22

少数株主持分 13,118 13,170

純資産合計 82,679 89,819

負債純資産合計 462,925 475,338
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 389,396 411,373

売上原価 335,365 356,059

売上総利益 54,030 55,314

販売費及び一般管理費 48,206 49,311

営業利益 5,824 6,003

営業外収益   

為替差益 42 1,179

雑収入 2,272 2,527

営業外収益合計 2,314 3,706

営業外費用   

支払利息 1,659 1,483

雑支出 421 281

営業外費用合計 2,081 1,765

経常利益 6,058 7,944

特別利益   

固定資産売却益 22 927

厚生年金基金代行返上益 8,570 －

その他 － 173

特別利益合計 8,593 1,100

特別損失   

減損損失 195 966

事業整理損 2,001 －

その他 496 150

特別損失合計 2,694 1,116

税金等調整前四半期純利益 11,957 7,928

法人税等 6,387 3,735

少数株主損益調整前四半期純利益 5,570 4,192

少数株主利益又は少数株主損失（△） △995 264

四半期純利益 6,565 3,928
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 5,570 4,192

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,083 511

繰延ヘッジ損益 △6 0

為替換算調整勘定 662 4,329

持分法適用会社に対する持分相当額 50 888

その他の包括利益合計 △377 5,729

四半期包括利益 5,192 9,922

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 6,107 8,711

少数株主に係る四半期包括利益 △915 1,210

㈱マルハニチロホールディングス（1334）　平成26年３月期　第２四半期決算短信

－ 7 －



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  

（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、飼料等の保管業、海運業、不動

産業、ホテル業及び毛皮の製造販売業等を含んでおります。  

    ２．セグメント利益の調整額△1,595百万円には、セグメント間取引消去93百万円、各報告セグメントに配賦し

ていない全社費用が△1,688百万円含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般

管理費及び研究開発費であります。 

    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っております。 

  

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25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  

（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、飼料等の保管業、海運業、不動

産業及び毛皮の製造販売業等を含んでおります。  

    ２．セグメント利益の調整額△1,547百万円には、セグメント間取引消去84百万円、各報告セグメントに配賦し

ていない全社費用が△1,631百万円含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般

管理費及び研究開発費であります。 

    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っております。 

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（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
損益計算書
計上額 
（注）３ 

水産事業 食品事業 
保管物流 
事業 

計 

売上高                 

外部顧客への売上高  235,251  143,663  7,838  386,753  2,643  389,396  －  389,396

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 10,935  4,609  2,596  18,141  198  18,340  △18,340  －

計  246,187  148,272  10,435  404,895  2,841  407,737  △18,340  389,396

セグメント利益  2,100  4,280  630  7,010  409  7,420  △1,595  5,824

  （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 

水産事業 食品事業 
保管物流 
事業 

計 

売上高                 

外部顧客への売上高  243,329  158,266  7,555  409,151  2,221  411,373  －  411,373

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 12,134  4,953  2,524  19,612  213  19,825  △19,825  －

計  255,464  163,219  10,080  428,763  2,434  431,198  △19,825  411,373

セグメント利益  4,050  2,489  579  7,120  430  7,550  △1,547  6,003
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   当社と当社完全子会社である株式会社マルハニチロ水産、株式会社マルハニチロ食品、株式会社マルハニチロ 

  畜産、株式会社マルハニチロマネジメント及び株式会社アクリフーズとは、平成25年７月29日付「当社と子会社

  ５社の合併に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、当社と子会社５社の６社合併（以下「本合併」）

  を行う方針を決定し、その具体的な検討・協議を進めてまいりました。 

   平成25年10月28日に本合併当事会社で開催したそれぞれの取締役会において、「吸収合併契約書」を締結する 

  ことを決議しました。 

本件に関する詳細につきましては、平成25年10月28日に開示いたしました「当社と子会社５社との吸収合併契約

書締結のお知らせ」に記載しておりますのでご参照ください。 

  

（重要な後発事象）
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