
見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

たら（切り身）����������������� 2切れ（約150ｇ）
じゃがいも������������������小2個（約200ｇ）
にんにく������������������������ 1かけ
明治おいしい牛乳�������������������1カップ
塩、こしょう���������������������� 各少々

ガレット生地
そば粉������������������������ 100ｇ
塩������������������������� 小さじ1/2
明治おいしい牛乳����������������1と1/3カップ

明治北海道バター�������������������� 20ｇ
明治ピッツァミックスチーズ���������������� 40ｇ
ベビーリーフ��������������������� 1パック
赤パプリカ・黄パプリカ����������������� 各適量

〈 材 料 〉4 人 分

このレシピはスマートフォン
からもご覧いただけます。 明治の食育 レシピ 検索明治の食育�レシピは

こちらから

作 り 方

このレシピで使用した商品

たらとじゃがいもで作る南フランスの代表的な料理「ブランダード」は
ガレットにもぴったり。

・牛乳で煮込むので魚のにおいもなく、なめらかな仕上がりに
・クリスマスはベビーリーフをリース風に盛り付けて

たらは皮と骨を取り除いてひと口大に切ります。じゃがいもは
皮をむいて1cm厚さに切ります。にんにくはみじん切りにします。
鍋に1と牛乳を入れて中火にかけます。ひと煮立ちしたら
火を弱めて約15分、じゃがいもが柔らかくなるまで煮ます。
ホイッパーなどでたらとじゃがいもを細かくつぶし、塩、こ
しょうで味をととのえます。
ガレット生地を作ります。ボウルにガレット生地の材料を
入れて混ぜ合わせます。
大きめのフライパンに1/4量のバターを溶かし、3の1/4量を流
します。生地を薄くのばし、中央に2の1/4量と1/4量のチーズ
をのせて四方を内側に折り込みます。残り3枚も同様に作ります。
器に4を盛り、リース状になるよう周りにベビーリーフをの
せます。星形に抜いたパプリカを飾ります。

ワンポイント
アドバイス

そば粉のガレット以外にクレープ生地でも
おいしくいただけます。

1.

2.

3.

4.

5.

たらとじゃがいものクリスマスガレット

株主のみなさまへ
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食品から医薬品まで、
幅広い分野で貢献する
ユニークな企業グループを目指して

　株主のみなさまには、日頃より格別のご高配を
賜り厚く御礼申し上げます。

　当社グループは「2020中期経営計画」の２年目
を迎え、基本コンセプト「継続的戦略課題への取り
組み」と「成長に向けた新たな挑戦」に基づき、「コ
ア事業での高シェア・高収益の実現」「海外市場で
の成長基盤の確立に向けた積極的な事業拡大」
「健康を軸とした新たな価値領域での仕掛け」「構
造改革の継続的な実行と個別事業課題の克服」
「経営基盤の進化とサステナビリティの推進」に向
けた取り組みを進めております。

　2020年３月期は、食品セグメントでは個人消費
動向が不安視され、医薬品セグメントでは2019年
10月に続き2020年４月にも薬価改定の実施が予

定されるなど厳しい環境下ではありますが、両セグ
メントともにコア領域・成長領域に経営資源を重点
的に投下することで着実に計画を推進しています。

　当第２四半期連結累計期間の売上高は�6,180
億77百万円（前年同期比�1.0％増）、営業利益は�
475億73百万円（同�8.5％増）、経常利益は�487
億33百万円（同�11.1％増）、親会社株主に帰属す
る四半期純利益は�318億62百万円（同�16.8％
減）となりました。

　当期の中間配当金については、１株当たり金70
円とさせていただきました。

　株主のみなさまにおかれましては、今後ともより
一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

明治ホールディングス株式会社
代表取締役会長　松尾 正彦

明治ホールディングス株式会社
代表取締役社長　川村 和夫

2019年度

（単位 ： 億円）

（単位 ： 億円） （単位 ： 億円）

総資産
（単位 ： 円）

純資産

（単位 ： 億円）（単位 ： 億円）

営業利益売上高

10,041
9,252 5,606

4,951

4,696

5,5289,170
10,039

親会社株主に帰属する四半期
（当期）純利益

1株当たり四半期（当期）純利益

第2四半期■■  通期■■

2017年度 2018年度

2019年度2017年度 2018年度 2019年度2017年度 2018年度

2019年度2017年度 2018年度 2019年度2017年度 2018年度

612946

451 314438

383
6,119

12,543

6,114

12,408

6,180

10,012

見通し
13,090

983

見通し
1,080

618

見通し
675

2017年度 2019年度2018年度

426.61422.15

見通し
465.375,796

318475

219.68
264.23

216.33

連結業績ハイライト
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　売上高は前年同期並みとなりました。菓子事業、栄養事業、海外事業は前年同期を上回りましたが、加工食品事
業が前年同期並みとなり、発酵デイリー事業はプロバイオティクスやヨーグルトの減収により前年同期を下回りま
した。
　営業利益はチョコレートや乳幼児ミルクの増収のほか、価格改定の影響により前年同期を上回りました。

�売上高は、「ザバスミルクプロテイン」シリーズがライン
アップの強化により大幅に伸長しましたが、ヨーグルトやプ
ロバイオティクスが減収となった結果、前年同期を下回り
ました。

�売上高は、アイスクリームが天候不順の影響を受け減収と
なりましたが、「明治北海道十勝チーズ」シリーズが好調に
推移したことから、全体では前年同期並みとなりました。

�売上高は、「チョコレート効果」や「きのこの山・たけのこの
里」シリーズが好調に推移したことにより前年同期を上回
りました。

�営業利益は、減収の影響や原材料調達コストの増加により
前年同期を下回りました。

�営業利益は、2019年３月から実施したアイスクリームの価
格改定の影響などにより前年同期を大幅に上回りました。

�営業利益は、物流費などが増加した一方で、「チョコレート
効果」などの増収により前年同期を上回りました。

食品セグメント（　　　　　　　）

5,232億円
（84.6%）

売上高

395億円
（82.8%）

営業利益

売上高／
営業利益
構成比

売上高

5,232億円
（前年同期比 ： 0.3％減）

営業利益

395億円
（前年同期比 ： 1.4％増）

▼明治プロビオヨーグルトR―1

明治プロビオヨーグルトPA―3▶

明治プロビオヨーグルトLG21▶ 明治おいしい牛乳▶

明治ブルガリアヨーグルト
LB81プレーン

▼

（ザバス）ＭＩＬＫ ＰＲＯＴＥＩＮ脂肪０▲

明治ロコケア　
（宅配専用）▼

明治エッセルスーパーカップ▶
Sweet's苺ショートケーキ　

▲明治北海道十勝 
　カマンベールチーズ

▼明治コーンソフト

▲銀座カリー中辛

◀明治エッセルスーパーカップ
超バニラ

▲明治ミルクチョコレート

◀明治ザ・チョコレート
　力強い深み
　コンフォートビター

チョコレート効果
▼カカオ72％BOX

オリゴスマート▶
ミルクチョコレート　

たけのこの里▶

▲明治えびグラタン
　3個入

◀明治アーモンドチョコレート

発酵デイリー事業 ヨーグルト、牛乳類、飲料等

加工食品事業 チーズ、バター・マーガリン、クリーム、アイスクリーム、冷凍食品等

菓子事業 チョコレート、グミ、ガム等

セグメント別概況のご報告
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�売上高は、乳幼児ミルクがインバウンド需要の影響を受け
て好調に推移したほか、スポーツプロテイン「ザバス」シ
リーズや流動食「明治メイバランス」シリーズの増収などに
より前年同期を上回りました。

�売上高は、中国子会社が伸長したことから前年同期を上回
りました。

�営業利益は、主要製品の増収により前年同期を大幅に上回
りました。

�営業利益は、中国子会社の増収により前年同期を大幅に
上回りました。

▼ザバス ホエイプロテイン100
　ココア味

▲スーパーヴァーム
　顆粒

▲ 明治メイバランスMiniカップ
　いちごヨーグルト味

▼ 明治ほほえみ
　らくらくミルク

即攻元気ゼリー▲
アミノ酸＆ローヤルゼリー　

▼アミノコラーゲンプレミアム
　缶タイプ

当社では、毎年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主さまに対し、ご所有株式数
に応じて、当社グループ製品詰合せを毎年10月末ごろにお届けしております。

100株以上 2,000円相当の明治グループ製品詰合せ
500株以上 3,500円相当の明治グループ製品詰合せ
1,000株以上 5,000円相当の明治グループ製品詰合せ

3,500円相当の優待品の例です。
（実際の優待品と異なる場合があります。）

「株主優待品寄贈選択制度」実施のご報告TOPICS

株主優待制度

当社では、株主さまのご意志により優待品の送付に代えて同等品を福祉団体などへ寄贈する｢株主優待品寄贈選択制度｣を設けております。
この制度にご賛同いただきました株主さまのお気持ちと、優待品を、当社の気持ちとあわせて福祉団体などへ寄贈させていただいております。
今年度は、東日本大震災の被災地の方々および自宅から離れて生活されている方々、また全国の障がいのある児童の支援団体などへの寄贈を、
認定特定非営利活動法人日本ＮＰＯセンターを通じて実施いたしました。

ご賛同いただきました株主のみなさまのお気持ちに、心より感謝申し上げます。

寄贈にご賛同いただきました株主さま : 1,951名
株主さまから寄贈いただきました相当金額 : 641万3,000円
※当社からもほぼ同額相当分を寄贈し、合計1,283万円相当の当社グループ製品の寄贈をしております。

NPO法人 えひめ311
（愛媛県松山市）

特定非営利活動法人 なかよし会
（東京都三鷹市）

社会福祉法人
カナンの園奥中山学園

（岩手県二戸郡）

NPO法人 青空保育たけの子
（福島県福島市
（活動拠点：山形県米沢市））

当社の株主優待品寄贈について詳しくは 明治 株主優待寄贈 検索

訪問レポート

今年度実績

栄養事業 スポーツ栄養、乳幼児ミルク、流動食、美容、一般用医薬品等

海外事業 海外子会社、輸出

東日本大震災の被災地から離れて活動している団体や障がい者支援団体を訪問してまいりました。東日本大震災から８年半経過した現在、被災者
の意識が徐々に変化していく中で、被災者の気持ちに寄りそっていくための最善の道を考えながらの活動、その事務局側のみなさんのひたむきさ
に大変に心を動かされました。また、障がいのあるお子さんたちにお菓子を渡した時の心の底からの無邪気な笑顔が、周囲の方々をも笑顔にしてい
ました。詳しくは当社ホームページにてご報告いたします。

セグメント別概況のご報告
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売上高

953億円
（前年同期比 ： 8.9％増）

営業利益

82億円
（前年同期比 ： 60.8％増）

�売上高は、抗うつ薬「リフレックス」が特許切れの影響で大
幅な減収となったものの、インフルエンザワクチンや抗菌薬
「タゾピペ配合静注用�明治」が大幅に伸長したことから、
前年同期を大幅に上回りました。

　売上高は、前年度第２四半期から連結したＫＭバイオロジクスの第１四半期実績が計上されたことに加え、インフ
ルエンザワクチンの増収や海外子会社の増収により前年同期を上回りました。
　営業利益は、海外子会社の増収に加えて経費の減少や原価低減の取り組みなどが寄与し、前年同期を大幅に上
回りました。

医薬品セグメント（　　　　　　　　　　　　　　）
953億円
（15.4%）

売上高

82億円
（17.2%）

営業利益

売上高／
営業利益
構成比

営業利益は、経費の減少や原価低減の取り組みにより前年
同期を大幅に上回りました。

インフルエンザHAワクチン
「ＫMB」

▼
▼エンセバック皮下注用

▲クアトロバック皮下注シリンジ

オイルバックス7R
▼

スイムジェンrART₂/ER
▼

▲メイアクト（スペイン）

バイクロット配合静注用▶

▲ボルヒール組織接着用

�売上高は、インド子会社が好調に推移し前年同期を上回り
ました。

�売上高は、主力のインフルエンザワクチンが大幅に伸長し
たことに加え、血漿分画製剤も好調に推移したことにより、
前年同期を大幅に上回りました。なお、前年度第２四半期よ
り連結子会社となったことから、当期の第１四半期実績は

▲ メイアクトMS
小児用細粒 ▲ タゾピペ配合静注用「明治」

 ▼オリゼメート粒剤▼ビラノア錠

▲シクレスト舌下錠

▲リフレックス錠

▲ パナメクチン
チュアブル

「meiji」

▲ザクサ液剤

�営業利益は、インド子会社の増収やインド子会社ののれん
償却費の減少により前年同期を大幅に上回りました。

純増となりました。
�営業利益は、当期から新たに取り込んだ第１四半期におい
て営業損失を計上したことから、前年同期を大幅に下回り
ました。

▲アダント（スペイン）

▲スオード（タイ）

◀メイアクト（中国）

◀メイセリン（中国）

国内事業

海外事業

ＫＭバイオロジクス

セグメント別概況のご報告
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EPS（多糖体）を産生するブルガリア
菌1073R-1株を使用したヨーグル
トです。オレンジ果汁、バナナ果汁、
キウイ果汁を使用しており、フルー
ツの甘さと酸味のバランスがとれ
た味わいです。

カカオの香味を愉しむ、大人がうれ
しいチョコレートです。1袋に2つの
香味が入っているので、食べ比べ
も楽しめます。

LB81乳酸菌とこだわりの製法「あ
じわいしっかり仕込み」で作りまし
た。乳素材と砂糖だけで作ったヨー
グルトなので、甘みを加える手間を
かけずに爽やかな味わいをお楽し
みいただけます。

メルティーキッスならではの唯一
無二の口どけによって、ココアの苦
み・カカオのフルーティーな風味や
香り・ミルクのコクが次々と口中に
広がり、風味の変化が楽しめます。

無脂肪ヨーグルトを濃縮し、濃厚な
ヨーグルトの味わいと食べごたえ
を楽しみながら、余計な脂肪やカロ
リーを摂ることなく、カラダをつく
るたんぱく質・カルシウムを摂取で
きます。

ダークラムに浸したレーズンを口
どけ良いチョコレートで包みこんだ
濃厚で香り高いチョコレートです。
ラムレーズンの味わいと口どけ良
いチョコレートがベストマッチです。

カラダづくりに有効なミルクプロテ
イン12.5gに加え、運動する女性に
必要な3種のビタミンB群と鉄分を
配合しています。運動後でもすっき
りと飲みやすい味になっています。

まろやかなミルクチョコに包まれた、
一番摘み抹茶の奥深い香り。食べ
やすいひと口サイズです。

明治プロビオヨーグルト
R-1ドリンクタイプ
フルーツミックス

明治 ザ・チョコレート ビター
アソートパウチ
明治 ザ・チョコレート ミルク
アソートパウチ

明治ブルガリアヨーグルト
LB81甘みつき

（400g/70g×2）
メルティーキッス
プレミアムショコラ

明治THE GREEK YOGURT
はちみつ入り/オレンジ

メルティーキッス
くちどけラム＆レーズン

（ザバス）MILK PROTEIN
STYLE BODY
ベリー風味

明治抹茶チョコレート
BOX 

明治北海道十勝カマンベール
チーズ燻製

明治メイバランスMiniカップ
フルーツ・オレ味

満足丼
濃厚オムライス

アミノコラーゲン
プラスカルシウム14日分

明治クリーミースム～ス
チェルシーバタースカッチ味

即攻元気ゼリー凝縮栄養
11種のビタミン＆
4種のミネラル マンゴー風味

明治オリゴスマート
やさしいバニラ シロドシンOD錠 「Me」

十勝カマンベールチーズを上品な
ブナのチップでやさしく丁寧に燻製
しました。カマンベールのまろやか
でクリーミーな味わいとやさしい
燻製香の絶妙なバランスを楽しめ
ます。

6大栄養素を配合し1本で栄養を手
軽に摂取できる、市販向け栄養食
「明治メイバランスMiniカップ」か
らフルーツ・オレ味が新登場。懐か
しさを感じる味わいに仕上げました。

ソースと具材を合わせて楽しめる、
トレー入りお手軽冷凍米飯です。素
材の旨味を凝縮した濃厚ソースが
ガツンとくるおいしさで、しっかり満
足感が得られる一皿です。

アミノコラーゲンの基礎美容成分
はそのままに、女性のからだにうれ
しいカルシウムとグルコサミンを
強化し、美しさだけでなく健康への
意識も高いユーザーに向けた商品
です。

生クリームのミルク風味に、「チェル
シーバタースカッチキャンデー」を
イメージして作り上げた、口どけの
良い、ふんわりムースタイプのスプ
レッドです。

不足しがちで体の調子を整えるた
めに必要な11種のビタミンと4種
のミネラルを1個に凝縮したゼリー。
マンゴーの果肉に近づけた独自の
食感も楽しめます。

乳のコクとバニラの香りを感じられ
るバニラアイスに、「糖として吸収
されないオリゴ糖」を配合し、おい
しく健康的に食べられます。おいし
さをそのままに、心と体に優しいア
イスです。

前立腺肥大症に伴う排尿障害を改
善する薬として世界各国で治療効
果が高く評価されている薬剤の
ジェネリック医薬品です。チョコレー
ト風味の香料で服用しやすくしてい
ます。

新製品のご紹介
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 （株）明治は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が
主催する、東京2020オリンピック、東京2020パラリンピックの1年前のイベントに
参画しました。今後もイベント参画を通して、これまでに培ってきたスポーツ協賛の
知見を活かし、来年に迫った東京2020大会本番の盛り上げに貢献してまいります。

　東京2020オリンピック競技大会が開催される1年前の7月
24日に、東京国際フォーラムで当イベントが実施され、体
操のオリンピアン2名を招いた「みんなで楽しいジャンプ教
室」を出展しました。会場にはオリンピックの開催を楽しみに
している親子を中心に大勢の方が訪れ、イベントを楽しんで
いました。

　東京2020パラリンピック競技大会が開催される1年前の8月
25日に、代々木公園で当イベントが実施され、パラ陸上競
技やボッチャのデモンストレーションなどの特別協賛を実施
しました。多くのメディアや一般の方が来場し、パラリンピッ
クの競技や選手を身近に感じる機会となりました。

『 株 主さまご 優 待 工 場 見 学 会 』のご 報 告

東京2020 Let’s55
～レッツゴーゴー～オリンピック1年前スペシャル

東京2020パラリンピック1年前
カウントダウンイベント

～みんなのスポーツ×ファンフェスティバル～

　株主のみなさまに明治グループへのご理解を深めていただく機会として、2019年10月18日（金）に「明治なるほど
ファクトリー坂戸」の見学会を開催しました。多数のご応募の中から、厳正な抽選の結果、当選された合計１４７名の
株主さまおよび同伴者さまにご参加いただきました。

たくさんの子どもたちが参加したジャンプ教室

トリック3Dアート撮影で体操選手のポーズで写真撮影を楽しむ親子

参 加 者 さま の 声

カカオ豆の調達や品質
管理の大切さを感じた。

来年に迫った東京2020大会の1年前イベントに参画しました！

チョコレート製造工程
見学の様子

チョコレートセミナーの様子

チョコレートの原料で
あるカカオの展示

チョコレートが作ら
れる過程がよく分
かった。

製造工程の人員数
の少なさに驚いた。

カカオ豆の産地へ
のサポートの説明
は興味深かった。

カカオ豆の実際の
香りを体験できて
楽しかった。

「meiji 2020 COOLING SPOT/
盛りすぎアイス屋さん」も出展

「明治エッセルスーパーカップ」に「明治
ブルガリアヨーグルト」などを素材とした
かき氷や特製ソースを加え、「マーブル」な
どの好きなお菓子をトッピングできる冷
涼メニューの販売も行いました。来年の
東京2020大会の暑さ対策に貢献でき
るよう、より内容を充実させていきます。
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発行可能株式総数
560,000,000株
発行済株式の総数
152,683,400株
株主数
75,963名
（自社含む）

金融商品取引業者 50名
2,765,861株
（1.81％）

その他の法人 706名
15,159,571株

（9.93％）

外国法人等　
689名
32,897,426株
（21.55％）

金融機関 151名
65,484,962株
（42.89％）

個人その他
74,367名
36,375,580株
（23.82％）

会社概要
商号 明治ホールディングス株式会社

（英文名：Meiji�Holdings�Co.,�Ltd.）

事業内容 食品、薬品等の製造、販売等を行う子会社等の経営管理
およびそれに付帯または関連する事業

本社所在地 東京都中央区京橋ニ丁目4番16号
設立 2009年4月1日
資本金 300億円

株式の状況 所有者別

役員紹介 （2019年10月1日現在）

代表取締役会長 松尾� 　正彦
兼務　Meiji�Seika�ファルマ㈱
　　　取締役会長
兼務　KMバイオロジクス㈱
　　　代表取締役会長

代表取締役社長 川村� 　和夫 兼務　㈱明治　取締役
兼務　Meiji�Seika�ファルマ㈱　取締役

取締役専務執行役員 左座� 　理郎 兼務　㈱明治　取締役
兼務　KMバイオロジクス㈱　取締役

取締役常務執行役員 塩﨑� 浩一郎
取締役常務執行役員 古田� 　　純

取締役 小林� 大吉郎 兼務　Meiji�Seika�ファルマ㈱
　　　代表取締役社長

取締役 松田� 　克也 兼務　㈱明治　代表取締役社長
取締役（社外） 岩下� 　智親
取締役（社外） 村山� 　　徹
取締役（社外） 松村� 眞理子
執行役員 谷口� 　　茂 兼務　㈱明治　常務執行役員
執行役員 松岡� 　伸次 兼務　㈱明治　執行役員
執行役員 松本� 　有平
監査役（常勤） 松住� 　峰夫 兼務　KMバイオロジクス㈱　監査役
監査役（常勤） 田中� 　弘幸
監査役（社外） 渡邊� 　　肇
監査役（社外） 安藤� まこと

会社概要／株式の状況 （2019年9月30日現在）

（ご注意）
1.�株券電子化に伴い、株主さまの住所変更、単元未満株式の買取請求その他各種お手続きにつきまし
ては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を
開設されている証券会社等にお問い合わせください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行株式会社）
ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
2.�特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行株式会社が口
座管理機関となっておりますので、上記の連絡先にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行
株式会社全国各支店にてもお取り次ぎいたします。
3.未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行株式会社本支店でお支払いいたします。

大株主 （上位10名）

株主名 所有株式数（千株） 持株比率（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 13,921 9.12

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 8,338 5.46

株式会社みずほ銀行 4,617 3.02

日本生命保険相互会社 3,348 2.19

株式会社りそな銀行 3,047 2.00�

農林中央金庫 2,892 1.89

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5） 2,725 1.79

明治ホールディングス取引先持株会 2,607 1.71

明治ホールディングス従業員持株会 2,468 1.62

ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＷＥＳＴ　ＣＬＩＥＮＴ－ＴＲＥＡＴＹ　505234 2,383 1.56

（注）上記の他に、当社が7,611千株（持株比率4.98%）保有しております。

株主メモ
事業年度 ４月１日から翌年３月３１日まで
基準日 期末配当3月31日�中間配当9月30日�定時株主総会3月31日

※別途定める場合は、予め公告します。
定時株主総会 6月下旬
単元株式数 100株
上場金融商品取引所 東京証券取引所
公告方法 電子公告により行います。

公告掲載URL　https://www.meiji.com/
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をするこ
とができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。なお、
会社法第４４０条第４項の規定により、決算公告は行いません。

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社
特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社
同連絡先 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

〒137－8081�新東京郵便局私書箱第29号
TEL�0120－232－711（通話料無料）

四半期連結貸借対照表（要旨） （単位：百万円）

前連結会計年度
（2019年3月31日現在）

当第2四半期連結会計期間
（2019年9月30日現在）

資産の部

流動資産

現金及び預金 25,356 23,056
受取手形及び売掛金 202,193 191,040
商品及び製品 105,757 113,193
仕掛品 4,578 4,052
原材料及び貯蔵品 55,589 55,144
その他 28,149 23,804
貸倒引当金 △176 △163

流動資産合計 421,447 410,128
固定資産

有形固定資産 433,491 445,009
無形固定資産 13,553 13,347
投資その他の資産　 135,651 132,755

固定資産合計 582,696 591,112
資産合計 1,004,143 1,001,241

負債の部

流動負債 291,504 274,329
固定負債 152,008 147,301
負債合計 443,512 421,631

純資産の部

株主資本 507,582 528,363
その他の包括利益累計額 19,728 17,739
非支配株主持分 33,320 33,506
純資産合計 560,630 579,609
負債純資産合計 1,004,143 1,001,241

四半期連結損益計算書（要旨） （単位：百万円）

前第2四半期連結累計期間
自�2018年4月�1�日（至�2018年9月30日）

当第2四半期連結累計期間
自�2019年4月�1�日（至�2019年9月30日）

売上高 611,971 618,077
売上原価 393,706 394,231
売上総利益 218,265 223,846
販売費及び一般管理費 174,425 176,273
営業利益 43,840 47,573
営業外収益 1,488 3,112
営業外費用 1,455 1,952
経常利益 43,873 48,733
特別利益 13,335 1,165
特別損失 4,103 2,693
税金等調整前四半期純利益 53,105 47,205
法人税等 14,477 14,630
四半期純利益 38,627 32,574
非支配株主に帰属する四半期純利益 311 711
親会社株主に帰属する四半期純利益 38,316 31,862

四半期連結キャッシュ・フロー計算書（要旨） （単位：百万円）
前第2四半期連結累計期間
自�2018年4月�1�日（至�2018年9月30日）

当第2四半期連結累計期間
自�2019年4月�1�日（至�2019年9月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー 38,347 34,007
投資活動によるキャッシュ・フロー △60,228 △36,314
財務活動によるキャッシュ・フロー 16,610 787
現金及び現金同等物に係る換算差額 △263 △364
現金及び現金同等物の増減額 △5,534 △1,883
現金及び現金同等物の期首残高 26,913 24,481
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 43 ー
現金及び現金同等物の四半期期末残高 21,422 22,598

連結財務諸表
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