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(Amount) (%)

Net Sales 4,867 4,688 (178) 96.3

Operating Income 173 187 13 107.9
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Overview of the 3rd Quarter of FY2016 
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Marine Products Fine Chemicals 
Food Products Logistics 

<Operating Income> 
Revised up annual forecast 

Common Costs Others 

In addition to the recovery of Salmon/Trout market price, 
domestic Marine Products and Food Products Business 
went strong due to a strong yen and an advantage in price 
of major raw materials. Despite a decrease in sales 
revenue by foreign exchange movement,  operating 
income increased  approximately 8% from the previous 
year. Since this trend has been continuing in 4th quarter, we 
have revised up annual forecast. 

(Unit : 100 million yen) 

(Unit : 100 million yen) 


貼付け用

						3Q of FY2015				3Q of FY2016		Increase/Decrease
(Y-on-Y)

												(Amount)		(%)

				Net Sales		4,867				4,688		(178)		96.3

				Operating Income		173				187		13		107.9





全事業

				2017年3月期第3四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ		2016年3月期第3四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ		対前年同期比増減 タイ ゼンネン ドウキヒ ゾウゲン						2017年3月期計画（年間） ネン ガツキ ケイカク ネンカン		対公表値増減 タイ コウヒョウ チ ゾウゲン		年間見通しに対する進捗率(%) ネンカン ミトオ タイ シンチョク リツ				2017年3月期計画（上期） ネン ガツキ ケイカク カミキ		上期計画に対する進捗率(%) カミキ ケイカク タイ シンチョク リツ						更新済 コウシン スミ										2017年3月期第3四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ		2017年3月期計画（年間） ネン ガツキ ケイカク ネンカン		年間計画に対する進捗率(％) ネンカン ケイカク タイ シンチョク リツ						2017年3月期第3四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ				2016年3月期第3四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ		対前年同期比増減 タイ ゼンネン ドウキヒ ゾウゲン						2017年3月期計画（上期） ネン ガツキ ケイカク カミキ		対上期計画比増減 タイ カミキ ケイカク ヒ ゾウゲン						2017年3月期計画（年間） ネン ガツキ ケイカク ネンカン		年間計画に対する進捗率(％) ネンカン ケイカク タイ シンチョク リツ						当初公表計画 トウショ コウヒョウ ケイカク						今回修正 コンカイ シュウセイ				増減 ゾウゲン						前年実績
（年間） ゼンネン ジッセキ ネンカン						11/4修正計画 シュウセイ ケイカク				2/3修正計画 シュウセイ ケイカク		増減 ゾウゲン				前年実績
（年間） ゼンネン ジッセキ ネンカン

								（億円） オクエン		(%)						（億円） オクエン																		15年度 ネンド																						（億円） オクエン		(%)						（億円） オクエン		(%)												上期 カミキ		年間 ネンカン				上期実績 カミキ ジッセキ		年間計画 ネンカン ケイカク		上期 カミキ		年間 ネンカン										年間 ネンカン				年間 ネンカン		年間 ネンカン

		売上高 ウリアゲ ダカ		4,688		4,867		▲178		96.3				6,050		▲1,681		77.5				3,150		148.8						315,000,000		153,821,290		637,164,746				売上高 ウリアゲ ダカ		4,688		6,050		77.5				売上高 ウリアゲ ダカ		4,688				4,867		▲178		96.3				3,150		1,538		148.8				6,050		77.5				売上高 ウリアゲ ダカ		3,150		6,050				4,688		6,050		1,538		▲320				6,371				売上高 ウリアゲ ダカ		6,050				6,280		230				6,371

		水産事業 スイサン ジギョウ		1,952		2,106		▲153		92.7				2,447		▲710		79.8				1,276		153.0						127,600,000		67,679,652		272,740,000				営業利益 エイギョウ リエキ		187		195		96.0				営業利益 エイギョウ リエキ		187				173		13		107.9				80		107		233.9				195		96.0				営業利益 エイギョウ リエキ		80		195				187		195		107		15				194				営業利益 エイギョウ リエキ		195				215		20				194

		食品事業 ショクヒン ジギョウ		2,257		2,305		▲47		97.9				2,945		▲773		76.7				1,540		146.6						154,000,000		71,771,757		302,324,000																																										経常利益 ケイジョウ リエキ		85		200				207		200		122		0				206				経常利益 ケイジョウ リエキ		200				235		35				206

		ファインケミカル事業 ジギョウ		187		189		▲1		99.0				267		▲93		70.4				132		142.3						13,200,000		5,586,635		25,683,100																																										親会社株主に帰属する四半期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク シハンキ ジュンリエキ		45		120				123		120		78		0				119				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		120				140		20				119

		物流事業 ブツリュウ ジギョウ		121		116		5		104.5				158		▲43		77.2				82		148.7						8,200,000		3,994,083		15,187,880

		その他 タ		167		149		18		112.4				233		▲62		72.1				120		139.9						12,000,000		4,789,163		21,228,640

																														0		0

		営業利益 エイギョウ リエキ		187		173		13		107.9				195		7		96.0				80		233.9						8,000,000		10,714,283		19,442,524

		水産事業 スイサン ジギョウ		67		48		18		138.1				64		14		105.5				19		355.5						1,900,000		4,854,592		4,498,000

		食品事業 ショクヒン ジギョウ		93		86		7		108.4				100		2		94.0				48		195.8						4,800,000		4,598,645		10,182,000

		ファインケミカル事業 ジギョウ		28		35		▲6		80.8				39		▲13		72.7				18		157.6						1,800,000		1,036,732		4,633,449

		物流事業 ブツリュウ ジギョウ		14		15		▲0		93.8				17		▲0		87.4				5		297.0						500,000		985,152		1,854,613

		その他 タ		3		5		▲1		66.2				5		▲2		71.6				4		89.5						400,000		(42,012)		621,609

		全社経費 ゼンシャ ケイヒ		▲21		▲18		▲2		114.5				▲30		5		70.6				▲14		151.3						(1,400,000)		(718,826)		(2,347,536)

																														0		0

		経常利益 ケイジョウ リエキ		207		188		18		109.6				200		7		103.6				85		243.8						8,500,000		12,220,115		20,696,485

																														0		0

		親会社株主に帰属する四半期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク シハンキ ジュンリエキ		123		112		11		110.2				120		3		103.1				45		275.1						4,500,000		7,877,637		11,983,962



		EPS(1株当たり純利益) カブ ア ジュンリエキ		42.54円 エン		40.67円 エン		-		-				40.54円 エン		-		-				16.29円 エン		-		-

																								更新済 コウシン スミ						更新済 コウシン スミ				更新済 コウシン スミ				下期業績修正 シモキ ギョウセキ シュウセイ								第３四半期業績修正？ ダイ シハンキ ギョウセキ シュウセイ

				セグ数値と一致↓ スウチ イッチ																		黄色セルに千円単位で入力↓ キイロ センエン タンイ ニュウリョク

		売上高 ウリアゲ ダカ		468,821		486,719		(17,898)		96.3%				605,000		(168,178)		77.5%				468,821,290		486,719,358		(17,898,068)		96.3%		637,000,000		(168,178,710)		73.6%				605,000,000		(32,000,000)		77.5%				628,000,000		23,000,000		74.7%

		水産事業 スイサン ジギョウ		195,279		210,630		(15,351)		92.7%				244,700		(71,020)		79.8%				195,279,652		210,630,841		(15,351,189)		92.7%		266,300,000		(71,020,348)		73.3%				244,700,000		(21,600,000)		79.8%						(244,700,000)		ERROR:#DIV/0!

		食品事業 ショクヒン ジギョウ		225,771		230,517		(4,745)		97.9%				294,500		(77,328)		76.7%				225,771,757		230,517,341		(4,745,584)		97.9%		303,100,000		(77,328,243)		74.5%				294,500,000		(8,600,000)		76.7%						(294,500,000)		ERROR:#DIV/0!

		ファインケミカル事業 ジギョウ		18,786		18,975		(189)		99.0%				26,700		(9,313)		70.4%				18,786,635		18,975,761		(189,126)		99.0%		28,100,000		(9,313,365)		66.9%				26,700,000		(1,400,000)		70.4%						(26,700,000)		ERROR:#DIV/0!

		物流事業 ブツリュウ ジギョウ		12,194		11,664		529		104.5%				15,800		(4,305)		77.2%				12,194,083		11,664,989		529,094		104.5%		16,500,000		(4,305,917)		73.9%				15,800,000		(700,000)		77.2%						(15,800,000)		ERROR:#DIV/0!

		その他 タ		16,789		14,930		1,858		112.4%				23,300		(6,210)		72.1%				16,789,163		14,930,426		1,858,737		112.4%		23,000,000		(6,210,837)		73.0%				23,300,000		300,000		72.1%						(23,300,000)		ERROR:#DIV/0!

																														0

		営業利益 エイギョウ リエキ		18,714		17,341		1,372		107.9%				19,500		714		96.0%				18,714,283		17,341,989		1,372,294		107.9%		18,000,000		714,283		104.0%				19,500,000		1,500,000		96.0%				21,500,000		2,000,000		87.0%

		水産事業 スイサン ジギョウ		6,754		4,890		1,864		138.1%				6,400		1,454		105.5%				6,754,592		4,890,585		1,864,007		138.1%		5,300,000		1,454,592		127.4%				6,400,000		1,100,000		105.5%						(6,400,000)		ERROR:#DIV/0!

		食品事業 ショクヒン ジギョウ		9,398		8,667		730		108.4%				10,000		298		94.0%				9,398,645		8,667,700		730,945		108.4%		9,100,000		298,645		103.3%				10,000,000		900,000		94.0%						(10,000,000)		ERROR:#DIV/0!

		ファインケミカル事業 ジギョウ		2,836		3,509		(672)		80.8%				3,900		(1,363)		72.7%				2,836,732		3,509,596		(672,864)		80.8%		4,200,000		(1,363,268)		67.5%				3,900,000		(300,000)		72.7%						(3,900,000)		ERROR:#DIV/0!

		物流事業 ブツリュウ ジギョウ		1,485		1,583		(98)		93.8%				1,700		(14)		87.4%				1,485,152		1,583,606		(98,454)		93.8%		1,500,000		(14,848)		99.0%				1,700,000		200,000		87.4%						(1,700,000)		ERROR:#DIV/0!

		その他 タ		357		540		(182)		66.2%				500		(242)		71.6%				357,988		540,939		(182,951)		66.2%		600,000		(242,012)		59.7%				500,000		(100,000)		71.6%						(500,000)		ERROR:#DIV/0!

		全社経費 ゼンシャ ケイヒ		(2,118)		(1,850)		(268)		114.5%				(3,000)		581		70.6%				(2,118,826)		(1,850,437)		(268,389)		114.5%		(2,700,000)		581,174		78.5%				(3,000,000)		(300,000)		70.6%						3,000,000		ERROR:#DIV/0!

																														0

		経常利益 ケイジョウ リエキ		20,720		18,899		1,820		109.6%				20,000		720		103.6%				20,720,115		18,899,644		1,820,471		109.6%		20,000,000		720,115		103.6%				20,000,000		0		103.6%				23,500,000		3,500,000		88.2%

																														0								0

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		12,377		11,236		1,140		110.2%				12,000		377		103.1%				12,377,637		11,236,739		1,140,898		110.2%		12,000,000		377,637		103.1%				12,000,000		0		103.1%				14,000,000		2,000,000		88.4%

				2017年3月期第3四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ		2017年3月期見通し（上期） ネン ガツキ ミトオ カミキ		上期見通しに対する進捗率(%) カミキ ミトオ タイ シンチョク リツ		100				2017年3月期修正公表値 ネン ガツキ シュウセイ コウヒョウ チ				修正公表値に対する進捗率(%) シュウセイ コウヒョウ チ タイ シンチョク リツ				2017年3月期期初公表値 ネン ガツキ キショ コウヒョウ チ		期初公表値に対する進捗率(%) キショ コウヒョウ チ タイ シンチョク リツ								2017年3月期修正公表値 ネン ガツキ シュウセイ コウヒョウ チ		修正公表値に対する進捗率(%) シュウセイ コウヒョウ チ タイ シンチョク リツ

		売上高 ウリアゲ ダカ		4,688		3,150		148.8						6,050				77.5				6,370		73.6								6,280		74.7

		営業利益 エイギョウ リエキ		187		80		233.9						195				96.0				180		104.0								215		87.0

		経常利益 ケイジョウ リエキ		207		85		243.8						200				103.6				200		103.6								235		88.2

		親会社株主に帰属する四半期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク シハンキ ジュンリエキ		123		45		275.1						120				103.1				120		103.1								140		88.4

				2017年3月期前回公表値 ネン ガツキ ゼンカイ コウヒョウ チ		2017年3月期今回公表値 ネン ガツキ コンカイ コウヒョウ チ		対前回公表値比増減 タイ ゼンカイ コウヒョウ チ ヒ ゾウゲン

								（億円） オクエン		(%)

		売上高 ウリアゲ ダカ		6,050		6,280		230		103.8

		水産事業 スイサン ジギョウ		2,447		0		▲2,447		0.0

		食品事業 ショクヒン ジギョウ		3,031		0		▲2,945		0.0

		ファインケミカル事業 ジギョウ		267		0		▲267		0.0

		物流事業 ブツリュウ ジギョウ		158		0		▲158		0.0

		その他 タ		233		0		▲233		0.0



		営業利益 エイギョウ リエキ		195		215		20		110.3

		水産事業 スイサン ジギョウ		64		0		▲64		0.0

		食品事業 ショクヒン ジギョウ		100		0		▲100		0.0

		ファインケミカル事業 ジギョウ		39		0		▲39		0.0

		物流事業 ブツリュウ ジギョウ		17		0		▲17		0.0

		その他 タ		5		0		▲5		0.0

		全社経費 ゼンシャ ケイヒ		▲30		0		30		0.0



		経常利益 ケイジョウ リエキ		200		235		35		117.5



		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		120		140		20		100.0



		EPS(1株当たり純利益) カブ ア ジュンリエキ		40.54円 エン		00.00円 エン		-		-

















営業利益進捗

				2017年3月期見通し（年間） ネン ガツキ ミトオ ネンカン		年間見通しに対する進捗率 ネンカン ミトオ タイ シンチョク リツ				2017年3月期見通し（上期） ネン ガツキ ミトオ カミキ		上期見通しに対する進捗率 カミキ ミトオ タイ シンチョク リツ				オリジナル予算 ヨサン				進捗率（予算比） シンチョク リツ ヨサン ヒ														前年同期比増減率 ゼンネン ドウキヒ ゾウゲン リツ

								100								連結 レンケツ		個別 コベツ		連結 レンケツ		個別 コベツ		個別実績 コベツ ジッセキ

		売上高 ウリアゲ ダカ		6,050		77.5%				3,150		148.8%				640749		355803.6		73.2%		24.6%		87590										96.3%

		水産事業 スイサン ジギョウ		2,447		79.8%				1,276		153.0%																						92.7%

		食品事業 ショクヒン ジギョウ		2,945		76.7%				1,540		146.6%																						97.9%

		ファインケ
ミカル事業 ジギョウ		267		70.4%				132		142.3%																						99.0%

		物流事業 ブツリュウ ジギョウ		158		77.2%				82		148.7%																						104.5%

		その他 タ		233		72.1%				120		139.9%																						112.4%

				0		0.0%				0		0																		営業利益 エイギョウ リエキ		額 ガク		率 リツ		横棒 ヨコボウ		Ｙ軸 ジク

		営業利益 エイギョウ リエキ		195		96.0%				80		233.9%		107		16734		4255.94		111.8%		29.4%		1253						営業利益 エイギョウ リエキ		13		107.9%		0		0.5

		水産事業 スイサン ジギョウ		64		105.5%				19		355.5%		48																水産事業 スイサン ジギョウ		18		138.1%		0		1.5

		食品事業 ショクヒン ジギョウ		100		94.0%				48		195.8%		45																食品事業 ショクヒン ジギョウ		7		108.4%		0		2.5

		ファインケ
ミカル事業 ジギョウ		39		72.7%				18		157.6%		10		←調整 チョウセイ														ファインケ
ミカル事業 ジギョウ		▲6		80.8%		0		3.5

		物流事業 ブツリュウ ジギョウ		17		87.4%				5		297.0%		9																物流事業 ブツリュウ ジギョウ		▲0		93.8%		0		4.5

		その他 タ		5		71.6%				4		89.5%		0														調整⇒ チョウセイ		その他 タ		▲1		66.2%		0		5.5

		全社経費 ゼンシャ ケイヒ		▲30		70.6%				▲14		151.3%		▲7																全社経費 ゼンシャ ケイヒ		▲2		114.5%		0		6.5

				0		0.0%				0		0

		経常利益 ケイジョウ リエキ		200		103.6%				85		243.8%				18819		8087.4		110.1%		10.8%		874

				0		0.0%				0		0

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		120		103.1%				45		275.1%				11069		6599.608		111.8%		12.0%		790



















































































営業利益	水産事業	食品事業	ファインケ	
ミカル事業	物流事業	その他	全社経費	営業利益	水産事業	食品事業	ファインケ	
ミカル事業	物流事業	その他	全社経費	0.95970682051282052	1.0554049999999999	0.9398645000000001	0.72736717948717944	0.87361882352941178	0.71597599999999995	0.70627533333333337	横棒	営業利益	水産事業	食品事業	ファインケ	
ミカル事業	物流事業	その他	全社経費	0	0	0	0	0	0	0	額	

107	48	45	9.9	9	0	-7	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	営業利益	水産事業	食品事業	ファインケ	
ミカル事業	物流事業	その他	全社経費	1.0791312922641112	1.3811419288285556	1.0843297529909894	0.8082787876439339	0.93782923277633456	0.66178996152985836	1.1450408741286517	営業利益	水産事業	食品事業	ファインケ	
ミカル事業	物流事業	その他	全社経費	2.3392853749999998	3.5550484210526316	1.9580510416666668	1.5759622222222223	2.9703040000000001	0.89497000000000004	1.51	34471428571428	売上高	水産事業	食品事業	ファインケ	
ミカル事業	物流事業	その他	0.77491122314049588	0.79803699223539026	0.7666273582342954	0.70361928838951315	0.77177740506329118	0.7205649356223176	営業利益	水産事業	食品事業	ファインケ	
ミカル事業	物流事業	その他	全社経費	1.0791312922641112	1.3811419288285556	1.0843297529909894	0.8082787876439339	0.93782923277633456	0.66178996152985836	1.1	450408741286517	

営業利益	水産事業	食品事業	ファインケ	
ミカル事業	物流事業	その他	全社経費	13	18	7	-6	-0.1	-1.1000000000000001	-2	

営業利益	水産事業	食品事業	ファインケ	
ミカル事業	物流事業	その他	全社経費	13	18	7	-6	-0.1	-1.1000000000000001	-2	

営業利益	水産事業	食品事業	ファインケ	
ミカル事業	物流事業	その他	全社経費	13	18	7	-6	-0.1	-1.1000000000000001	-2	

営業利益	水産事業	食品事業	ファインケ	
ミカル事業	物流事業	その他	全社経費	107	48	45	9.9	9	0	-7	横棒	営業利益	水産事業	食品事業	ファインケ	
ミカル事業	物流事業	その他	全社経費	0	0	0	0	0	0	0	額	

13	18	7	-6	-0.1	-1.1000000000000001	-2	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	140.0%

▲5

0

5

10

▲6

▲6



売上高営業利益グラフ

		水産 スイサン

				2014年度
実績 ネン ド ジッセキ		2015年度
着地見込 ネン ド チャクチ ミコミ		2016年度
予算 ネン ド ヨサン



		売上高 ウリアゲ ダカ		2,447		2,106		1,952

		営業利益 エイギョウ リエキ		64		48		67

		食品 ショクヒン

				2014年度
実績 ネン ド ジッセキ		2015年度
着地見込 ネン ド チャクチ ミコミ		2016年度
予算 ネン ド ヨサン



		売上高 ウリアゲ ダカ		2,945		2,305		2,257

		営業利益 エイギョウ リエキ		100		86		93

		FC

				2014年度
実績 ネン ド ジッセキ		2015年度
着地見込 ネン ド チャクチ ミコミ		2016年度
予算 ネン ド ヨサン



		売上高 ウリアゲ ダカ		267		189		187

		営業利益 エイギョウ リエキ		39		35		28

		物流 ブツリュウ

				2014年度
実績 ネン ド ジッセキ		2015年度
着地見込 ネン ド チャクチ ミコミ		2016年度
予算 ネン ド ヨサン



		売上高 ウリアゲ ダカ		158		116		121

		営業利益 エイギョウ リエキ		17		15		14

		FC		売上高 ウリアゲ ダカ

				2014年度
実績 ネン ド ジッセキ		2015年度
着地見込 ネン ド チャクチ ミコミ		2016年度
予算 ネン ド ヨサン



		日水個別 ニッスイ コベツ		138		139		153

		Ｇ会社他 カイシャ ホカ		114		118		127

		合計 ゴウケイ		253		258		280

				138.58		139.92		153.82

				114.66		118.09		127.12

				253.24		258.01		280.94

		FC		営業利益 エイギョウ リエキ

				2014年度
実績 ネン ド ジッセキ		2015年度
着地見込 ネン ド チャクチ ミコミ		2016年度
予算 ネン ド ヨサン



		日水個別 ニッスイ コベツ		25		24		21

		Ｇ会社他 カイシャ ホカ		20		20		18

		合計 ゴウケイ		45		44		39

				25.06		24.36		21.25

				20.50		20.27		18.07

				45.56		44.63		39.32



売上高	

2014年度	
実績	2015年度	
着地見込	2016年度	
予算	2447	2106	1952	



日水個別	

2014年度	
実績	2015年度	
着地見込	2016年度	
予算	25	24	21	Ｇ会社他	

2014年度	
実績	2015年度	
着地見込	2016年度	
予算	20	20	18	



営業利益	

2014年度	
実績	2015年度	
着地見込	2016年度	
予算	64	48	67	



売上高	

2014年度	
実績	2015年度	
着地見込	2016年度	
予算	2945	2305	2257	



営業利益	

2014年度	
実績	2015年度	
着地見込	2016年度	
予算	100	86	93	



売上高	

2014年度	
実績	2015年度	
着地見込	2016年度	
予算	267	189	187	



営業利益	

2014年度	
実績	2015年度	
着地見込	2016年度	
予算	39	35	28	



売上高	

2014年度	
実績	2015年度	
着地見込	2016年度	
予算	158	116	121	



営業利益	

2014年度	
実績	2015年度	
着地見込	2016年度	
予算	17	15	14	



日水個別	

2014年度	
実績	2015年度	
着地見込	2016年度	
予算	138	139	153	Ｇ会社他	

2014年度	
実績	2015年度	
着地見込	2016年度	
予算	114	118	127	





水産



														2017年3月期
第3四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ								2016年3月期
第3四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ								対前年同期比増減 タイ ゼンネン ドウキヒ ゾウゲン																2017年3月期
計画（年間） ネン ガツキ ケイカク ネンカン								対公表値増減 タイ コウヒョウ チ ゾウゲン								年間計画に対する進捗率(%) ケイカク																																		2017年3月期
第3四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ								2016年3月期
第3四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ								対前年同期比増減 タイ ゼンネン ドウキヒ ゾウゲン																2017年3月期
計画（上期） ネン ガツキ ケイカク カミキ								上期計画に対する進捗率(%) カミキ ケイカク																										2017年3月期
第3四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ								2017年3月期
期初公表値 ネン ガツキ キショ コウヒョウ チ								期初公表値に対する進捗率(%) キショ コウヒョウ チ タイ シンチョク リツ																2017年3月期
修正公表値 ネン ガツキ シュウセイ コウヒョウ チ								修正公表値に対する進捗率(%) シュウセイ コウヒョウ チ

																														（億円） オクエン								（％）																（億円） オクエン																																																										（億円） オクエン								（％）

						売上高 ウリアゲ ダカ								1,952								2,106								▲153								92.7								2,447								▲710								79.8																										売上高 ウリアゲ ダカ								1,952								2,106								▲153								92.7								1,276								153.0																		売上高 ウリアゲ ダカ								1,952								2,447								79.8																0								79.8

						営業利益 エイギョウ リエキ								67								48								18								138.1								64								14								105.5																										営業利益 エイギョウ リエキ								67								48								18								138.1								19								355.5																		営業利益 エイギョウ リエキ								67								64								105.5																0								105.5



						＜営業利益内訳＞ エイギョウ リエキ ウチワケ

						ニッスイ								(20)								(23)								(▲2)

														25								23								1																16								9

						海外 カイガイ								2								▲5								7																33								▲31

						国内 コクナイ								21								20								0																19								1

						連結調整 レンケツ チョウセイ								▲4								0								▲4																▲6								2



						(※助子事業移管前数値） スケ コ ジギョウ イカン マエ スウチ

														2016年度予算 ネンド ヨサン								2015年度着地見込 ネンド チャクチ ミコミ								増減 ゾウゲン																2014年度実績 ネンド ジッセキ								増減 ゾウゲン

																														（億円） オクエン								（％）																（億円） オクエン								（％）

						売上高 ウリアゲ ダカ								2,634								2,720								▲85								96.9%								2,848								▲214								92.5%

						営業利益 エイギョウ リエキ								40								39								0								102.2%								62								▲22								63.8%

						＜営業利益内訳＞ エイギョウ リエキ ウチワケ

														25								23								1

						海外 カイガイ								2								▲5								7

						国内 コクナイ								21								20								0

						連結調整 レンケツ チョウセイ								▲4								0								▲4



														2015年度実績 ジッセキ												2014年度実績 ジッセキ										増減 ゾウゲン								増減 ゾウゲン										2015年度公表値 ネンド コウヒョウ チ												増減 ゾウゲン								増減 ゾウゲン

						売上高 ウリアゲ ダカ								195,279												210,630										▲15,351								92.7%										244,700												▲49,421								79.8%

						営業利益 エイギョウ リエキ								6,754												4,890										1,864								138.1%										6,400												354								105.5%



						ニッスイ								2,083								2,375								(292)

														2,538								2,375								163																1,619								919

						海外 カイガイ								254								(529)								783																3,376								(3,122)

						国内 コクナイ								2,119								2,096								23																1,994								125

						連結調整 レンケツ チョウセイ								(435)								15								(450)																(692)								257





														2016年度予算												2015年度着地 チャクチ										増減 ゾウゲン								増減 ゾウゲン										2014年度実績 ジッセキ												増減 ゾウゲン										増減 ゾウゲン

						売上高 ウリアゲ ダカ								263,484												272,037										▲8,553								96.9%										284,884												▲21,400								92.5%														(3,040)																																																																		(3,040)

						営業利益 エイギョウ リエキ								4,020												3,934										86								102.2%										6,297												▲2,277								63.8%														(455)																																																																		(455)



						ニッスイ								2,083								2,375								(292)

						海外 カイガイ								254								(529)								783

						国内 コクナイ								2,119								2,096								23

						連結調整 レンケツ チョウセイ								(435)								15								(450)

																																																																																								当初公表計画 トウショ コウヒョウ ケイカク																								今回修正 コンカイ シュウセイ																増減 ゾウゲン																				前年実績
（年間） ゼンネン ジッセキ ネンカン



																																																																																								上期 カミキ								年間 ネンカン																上期実績 カミキ ジッセキ								年間計画 ネンカン ケイカク								上期実績 カミキ ジッセキ								年間計画 ネンカン ケイカク

																																																																																売上高 ウリアゲ ダカ								1,276								2,447																1,952								0								676								▲2,447												2,727

																																																																																営業利益 エイギョウ リエキ								19								64																67								0								48								▲64												44









食品



														2017年3月期
第3四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ								2016年3月期
第3四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ								対前年同期比増減 タイ ゼンネン ドウキヒ ゾウゲン																2017年3月期
計画（年間） ネン ガツキ ケイカク ネンカン								対公表値増減 タイ コウヒョウ チ ゾウゲン								年間計画に対する進捗率(%) ケイカク																																		2017年3月期
第3四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ								2016年3月期
第3四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ								対前年同期比増減 タイ ゼンネン ドウキヒ ゾウゲン																2017年3月期
計画（上期） ネン ガツキ ケイカク カミキ								上期計画に対する進捗率(%) カミキ ケイカク																										2017年3月期
第3四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ								2017年3月期
期初公表値 ネン ガツキ キショ コウヒョウ チ								期初公表値に対する進捗率(%) キショ コウヒョウ チ タイ シンチョク リツ																2017年3月期
修正公表値 ネン ガツキ シュウセイ コウヒョウ チ								修正公表値に対する進捗率(%) シュウセイ コウヒョウ チ

																														（億円） オクエン								（％）																（億円） オクエン																																																										（億円） オクエン								（％）

						売上高 ウリアゲ ダカ								2,257								2,305								▲47								97.9								2,945								▲773								76.7																										売上高 ウリアゲ ダカ								2,257								2,305								▲47								97.9								1,540								146.6																		売上高 ウリアゲ ダカ								2,257								2,945								76.7																0								76.7

						営業利益 エイギョウ リエキ								93								86								7								108.4								100								2								94.0																										営業利益 エイギョウ リエキ								93								86								7								108.4								48								195.8																		営業利益 エイギョウ リエキ								93								100								94.0																0								94.0



						＜営業利益内訳＞ エイギョウ リエキ ウチワケ

						ニッスイ								(27)								(26)								(1)

														23								26								▲3																16								6

						海外 カイガイ								37								51								▲13																41								▲4

						国内 コクナイ								28								27								0																17								10

						連結調整 レンケツ チョウセイ								▲0								▲2								2																▲0								0



						(助子事業移管前数値） スケ コ ジギョウ イカン マエ スウチ

														2016年度予算 ネンド ヨサン								2015年度着地見込 ネンド チャクチ ミコミ								増減 ゾウゲン																2014年度実績 ネンド ジッセキ								増減 ゾウゲン

																														（億円） オクエン								（％）																（億円） オクエン								（％）

						売上高 ウリアゲ ダカ								3,095								3,083								12								100.4%								2,969								126								104.3%

						営業利益 エイギョウ リエキ								93								103								▲9								90.5%								75								17								123.1%

						＜営業利益内訳＞ エイギョウ リエキ ウチワケ

						ニッスイ								27								26								1

						海外 カイガイ								37								51								▲13

						国内 コクナイ								28								27								0

						連結調整 レンケツ チョウセイ								▲0								▲2								2



														2015年度実績 ジッセキ												2014年度実績 ジッセキ										増減 ゾウゲン								増減 ゾウゲン										2015年度公表値 ネンド コウヒョウ チ												増減 ゾウゲン										増減 ゾウゲン

						売上高 ウリアゲ ダカ								225,771												230,517										▲4,746								97.9%										294,500												▲68,729										76.7%

						営業利益 エイギョウ リエキ								9,398												8,667										731								108.4%										10,000												▲602										94.0%



						ニッスイ								2,788								2,654								134

														2,333								2,654								(321)																1,682								651

						海外 カイガイ								3,714								5,100								(1,386)																4,189								(475)

						国内 コクナイ								2,852								2,794								58																1,790								1,062

						連結調整 レンケツ チョウセイ								(7)								(219)								212																(67)								60





														2016年度予算												2015年度着地 チャクチ										増減 ゾウゲン								増減 ゾウゲン										2014年度実績 ジッセキ												増減 ゾウゲン										増減 ゾウゲン

						売上高 ウリアゲ ダカ								309,599												308,385										1,214								100.4%										296,954												12,645										104.3%												3,040																																																																		(3,040)

						営業利益 エイギョウ リエキ								9,348												10,329										▲981								90.5%										7,593												1,755										123.1%												455																																																																		(455)



						ニッスイ								2,788								2,654								134

						海外 カイガイ								3,714								5,100								(1,386)

						国内 コクナイ								2,852								2,794								58

						連結調整 レンケツ チョウセイ								(7)								(219)								212

																																																																																								当初公表計画 トウショ コウヒョウ ケイカク																								今回修正 コンカイ シュウセイ																増減 ゾウゲン																				前年実績
（年間） ゼンネン ジッセキ ネンカン



																																																																																								上期 カミキ								年間 ネンカン																上期実績 カミキ ジッセキ								年間計画 ネンカン ケイカク								上期実績 カミキ ジッセキ								年間計画 ネンカン ケイカク

																																																																																売上高 ウリアゲ ダカ								1,540								2,945																2,257								0								717								▲2,945												3,023

																																																																																営業利益 エイギョウ リエキ								48								100																93								0								45								▲100												101





ＦＣ



														2017年3月期
第3四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ								2016年3月期
第3四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ								対前年同期比増減 タイ ゼンネン ドウキヒ ゾウゲン																2017年3月期
計画（年間） ネン ガツキ ケイカク ネンカン								対公表値増減 タイ コウヒョウ チ ゾウゲン								年間計画に対する進捗率(%) ケイカク																																		2017年3月期
第3四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ								2016年3月期
第3四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ								対前年同期比増減 タイ ゼンネン ドウキヒ ゾウゲン																2017年3月期
計画（上期） ネン ガツキ ケイカク カミキ								上期計画に対する進捗率(%) カミキ ケイカク																										2017年3月期
第3四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ								2017年3月期
期初公表値 ネン ガツキ キショ コウヒョウ チ								期初公表値に対する進捗率(%) キショ コウヒョウ チ タイ シンチョク リツ																2017年3月期
修正公表値 ネン ガツキ シュウセイ コウヒョウ チ								修正公表値に対する進捗率(%) シュウセイ コウヒョウ チ

																														（億円） オクエン								（％）																（億円） オクエン																																																										（億円） オクエン								（％）

						売上高 ウリアゲ ダカ								187								189								▲1								99.0								267								▲93								70.4																										売上高 ウリアゲ ダカ								187								189								▲1								99.0								132								142.3																		売上高 ウリアゲ ダカ								187								267								70.4																0								70.4

						営業利益 エイギョウ リエキ								28								35								▲6								80.8								39								▲13								72.7																										営業利益 エイギョウ リエキ								28								35								▲6								80.8								18								157.6																		営業利益 エイギョウ リエキ								28								39								72.7																0								72.7



														0								0								0																0								0

														0								0								0																0								0

														0								0								0																0								0

														0								0								0																0								0

														2015年度実績 ジッセキ												2014年度実績 ジッセキ										増減 ゾウゲン								増減 ゾウゲン										2015年度公表値 ネンド コウヒョウ チ												増減 ゾウゲン										増減 ゾウゲン

						売上高 ウリアゲ ダカ								18,786												18,975										▲189								99.0%										26,700												▲7,914										70.4%

						営業利益 エイギョウ リエキ								2,836												3,509										▲673								80.8%										3,900												▲1,064										72.7%

																																																																																																																																																										(3,040)

																																																																																																																																																										(455)

																																																																																								当初公表計画 トウショ コウヒョウ ケイカク																								今回修正 コンカイ シュウセイ																増減 ゾウゲン																				前年実績
（年間） ゼンネン ジッセキ ネンカン



																																																																																								上期 カミキ								年間 ネンカン																上期実績 カミキ ジッセキ								年間計画 ネンカン ケイカク								上期実績 カミキ ジッセキ								年間計画 ネンカン ケイカク

																																																																																売上高 ウリアゲ ダカ								132								267																187								0								55								▲267												256

																																																																																営業利益 エイギョウ リエキ								18								39																28								0								10								▲39												46





物流



														2017年3月期
第3四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ								2016年3月期
第3四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ								対前年同期比増減 タイ ゼンネン ドウキヒ ゾウゲン																2017年3月期
計画（年間） ネン ガツキ ケイカク ネンカン								対公表値増減 タイ コウヒョウ チ ゾウゲン								年間計画に対する進捗率(%) ケイカク																																		2017年3月期
第3四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ								2016年3月期
第3四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ								対前年同期比増減 タイ ゼンネン ドウキヒ ゾウゲン																2017年3月期
計画（上期） ネン ガツキ ケイカク カミキ								上期計画に対する進捗率(%) カミキ ケイカク																										2017年3月期
第3四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ								2017年3月期
期初公表値 ネン ガツキ キショ コウヒョウ チ								期初公表値に対する進捗率(%) キショ コウヒョウ チ タイ シンチョク リツ																2017年3月期
修正公表値 ネン ガツキ シュウセイ コウヒョウ チ								修正公表値に対する進捗率(%) シュウセイ コウヒョウ チ

																														（億円） オクエン								（％）																（億円） オクエン																																																										（億円） オクエン								（％）

						売上高 ウリアゲ ダカ								121								116								5								104.5								158								▲43								77.2																										売上高 ウリアゲ ダカ								121								116								5								104.5								82								148.7																		売上高 ウリアゲ ダカ								121								158								77.2																0								77.2

						営業利益 エイギョウ リエキ								14								15								▲0								93.8								17								▲0								87.4																										営業利益 エイギョウ リエキ								14								15								▲0								93.8								5								297.0																		営業利益 エイギョウ リエキ								14								17								87.4																0								87.4



														0								0								0																0								0

														0								0								0																0								0

														0								0								0																0								0

														0								0								0																0								0

														2015年度実績 ジッセキ												2014年度実績 ジッセキ										増減 ゾウゲン								増減 ゾウゲン										2015年度公表値 ネンド コウヒョウ チ												増減 ゾウゲン										増減 ゾウゲン

						売上高 ウリアゲ ダカ								12,194												11,664										530								104.5%										15,800												▲3,606										77.2%

						営業利益 エイギョウ リエキ								1,485												1,583										▲98								93.8%										1,700												▲215										87.4%

																																																																																																																																																										(3,040)

																																																																																																																																																										(455)

																																																																																								当初公表計画 トウショ コウヒョウ ケイカク																								今回修正 コンカイ シュウセイ																増減 ゾウゲン																				前年実績
（年間） ゼンネン ジッセキ ネンカン



																																																																																								上期 カミキ								年間 ネンカン																上期実績 カミキ ジッセキ								年間計画 ネンカン ケイカク								上期実績 カミキ ジッセキ								年間計画 ネンカン ケイカク

																																																																																売上高 ウリアゲ ダカ								82								158																121								0								39								▲158												151

																																																																																営業利益 エイギョウ リエキ								5								17																14								0								9								▲17												18





水産グラフ

		売上高、営業利益ともに、セグメントマトリックスの3Qから2Qを引き算（百万円単位）し、億円単位で表示（億円未満は切り捨て） エイギョウ リエキ ヒ ザン ヒャクマンエン タンイ オクエン タンイ ヒョウジ オクエン ミマン キ ス

				第1Q ダイ		第2Q ダイ		上期計		第3Q ダイ		第4Q ダイ		下期計		年間

		 '16/3売上 ウリアゲ		668		684				753		621

		 '17/3売上 ウリアゲ		632		577				742

		参考：累計値（百万円） サンコウ ルイケイ アタイ ヒャクマン エン		63,251		121,011				195,279		269,623

		四半期会計期間 シハンキ カイケイ キカン		63,251		57,760				74,268		74,344		(195,279)		(269,623)



				第1Q ダイ		第2Q ダイ		上期計		第3Q ダイ		第4Q ダイ		下期計		年間

		16/3営利		11		0				36		-3

		17/3営利		8		12				46

		参考：累計値（百万円） サンコウ ルイケイ アタイ ヒャクマン エン		857		2,091				6,754		4,042

				857		1,234				4,663		(2,712)







 '16/3売上	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	668	684	753	621	 '17/3売上	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	632	577	742	





16/3営利	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	11	0	36	-3	17/3営利	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	8	12	46	







食品グラフ

		売上高、営業利益ともに、セグメントマトリックスの3Qから2Qを引き算（百万円単位）し、億円単位で表示（億円未満は切り捨て） エイギョウ リエキ ヒ ザン ヒャクマンエン タンイ オクエン タンイ ヒョウジ オクエン ミマン キ ス

				第1Q		第2Q		上期計		第3Q		第4Q		下期計		年間

		 '16/3売上		797		759				748		718		139,533		253,898

		 '17/3売上		777		724				755

		参考：累計値（百万円） サンコウ ルイケイ アタイ ヒャクマン エン		77,777		150,216				225,771		305,441

		四半期会計期間 シハンキ カイケイ キカン		77,777		72,439				75,555		79,670



				第1Q		第2Q		上期計		第3Q		第4Q		下期計		年間

		16/3営利		31		29				25		15		4151		5024

		17/3営利		28		33				32

		参考：累計値（百万円） サンコウ ルイケイ アタイ ヒャクマン エン		2,848		6,193				9,398		10,637

				2,848		3,345				3,205		1,239









16/3営利	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	31	29	25	15	17/3営利	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	28	33	32	





 '16/3売上	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	797	759	748	718	 '17/3売上	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	777	724	755	







FCグラフ (売上)

		セグメントマトリックスの3Qから2Qを引き算（百万円単位）し、億円単位で表示（億円未満は切り捨て） ヒ ザン ヒャクマンエン タンイ オクエン タンイ ヒョウジ オクエン ミマン キ ス

		売上高

				第1Q		第2Q		上期計		第3Q		第4Q		下期計		年間

		 '16/3売上		58		68				62		67

		 '17/3売上		58		65				63

		参考：累計値（百万円） サンコウ ルイケイ アタイ ヒャクマン エン		5,882		12,459				18,786		25,683

		四半期会計期間 シハンキ カイケイ キカン		5,882		6,577				6,327		6,897





 '16/3売上	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	58	68	62	67	 '17/3売上	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	58	65	63	







FCグラフ(利益)

		会社別売上高・利益表の3Qから2Qを引き算（百万円単位）し、億円単位で表示（億円未満は切り捨て） カイシャ ベツ ウリアゲ ダカ リエキ ヒョウ														※連結調整を含む！！！！ レンケツ チョウセイ フク



		営業利益		第1Q						第2Q						第3Q						第4Q

				16/3		17/3				16/3		17/3				16/3		17/3				16/3		17/3				下期計		年間

		営利(日水)		5		4				5		5				7		5				6

		営利(日水製薬他)		4		3				6		4				5		5				4

		参考：個別累計値（百万円） サンコウ コベツ ルイケイ アタイ ヒャクマン エン		529		441				1123		993				1861		1528				2497

		参考：製薬累計値（百万円） サンコウ セイヤク ルイケイ アタイ ヒャクマン エン		460		305				1091		738				1648		1308				2103



		営利(日水)累計 ルイケイ		5		4				11						18		15				24

		営利(日水製薬他)累計 ルイケイ		4		3				10						16		13				21

		累計合計 ルイケイ ゴウケイ		9		7				21						35		28				46



																						636

																						455



営利(日水)	16/3	17/3	16/3	17/3	16/3	17/3	16/3	17/3	5	4	5	5	7	5	6	営利(日水製薬他)	16/3	17/3	16/3	17/3	16/3	17/3	16/3	17/3	4	3	6	4	5	5	4	







個別医薬原料1Q

				平成25年度 ヘイセイ ネンド								平成26年度 ヘイセイ ネンド								平成27年度 ヘイセイ ネンド								平成28年度 ヘイセイ ネンド

				1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q				1Q				14/3 Q1		14/3実績 ジッセキ		15/3 Q1		15/3実績 ジッセキ		16/3 Q1		16/3実績 ジッセキ		17/3 Q1

		シェア指標（数量） シヒョウ スウリョウ		43.1		43.1		44.9		49.5		49.8		51.3		53.2		54.2		54.4

				100		78.7698412698		100.0496031746		73.5119047619		71.78		81.0515873016		43.1051587302		47.9166666667		47.42		62.25

		医薬原料売上高 イヤク ゲンリョウ ウリアゲ ダカ		2,016		1,588		2,017		1,482		1,447		1,634		869		966		956		1,255		1,065		1,161		869				2,016		7,105		1,447		4,918		956		4,437		869

						2Q累計 ルイケイ		3Q		4Q				2Q累計 ルイケイ		3Q		4Q				2Q累計 ルイケイ		3Q		4Q

						3,605		2,017		1,482				3,081		869		966				2,211		1,065		1,161

								年間合計 ネンカン ゴウケイ		7,105						年間合計 ネンカン ゴウケイ		4,918						年間合計 ネンカン ゴウケイ		4,437

								四半期平均 シハンキ ヘイキン		1,776						四半期平均 シハンキ ヘイキン		1,230						四半期平均 シハンキ ヘイキン		1,109



		ロット数 スウ		2Q累計 ルイケイ		3Q		4Q						2Q累計 ルイケイ		3Q		4Q				2Q累計 ルイケイ		3Q		4Q

				34		19		14						32		9		10				23		12		11

		平成25年度 ヘイセイ ネンド		2013年度 ネンド		平成25年：2013.4.1－平成26年：2014.3.31 ヘイセイ ネン ヘイセイ ネン

		平成26年度 ヘイセイ ネンド		2014年度 ネンド		平成26年：2014.4.1－平成27年：2015.3.31 ヘイセイ ネン ヘイセイ ネン

		平成27年度 ヘイセイ ネンド		2015年度 ネンド		平成27年：2015.4.1－平成28年：2016.3.31 ヘイセイ ネン ヘイセイ ネン

		平成28年度 ヘイセイ ネンド		2016年度 ネンド		平成28年：2016.4.1－平成29年：2017.3.31 ヘイセイ ネン ヘイセイ ネン

		平成29年度 ヘイセイ ネンド		2017年度 ネンド		平成29年：2017.4.1－平成30年：2018.3.31 ヘイセイ ネン ヘイセイ ネン

		平成30年度 ヘイセイ ネンド		2018年度 ネンド		平成30年：2018.4.1－平成31年：2019.3.31 ヘイセイ ネン ヘイセイ ネン



2Q累計	3Q	4Q	2Q累計	3Q	4Q	2Q累計	3Q	4Q	3605	2017	1482	3081	869	966	2211	1065	1161	14/3 Q1	14/3実績	15/3 Q1	15/3実績	16/3 Q1	16/3実績	17/3 Q1	14/3 Q1	14/3実績	15/3 Q1	15/3実績	16/3 Q1	16/3実績	17/3 Q1	14/3 Q1	14/3実績	15/3 Q1	15/3実績	16/3 Q1	16/3実績	17/3 Q1	2016	7105	1447	4918	956	4437	869	

物流グラフ

		売上高、営業利益ともに、セグメントマトリックスの3Qから2Qを引き算（百万円単位）し、億円単位で表示（億円未満は切り捨て） エイギョウ リエキ ヒ ザン ヒャクマンエン タンイ オクエン タンイ ヒョウジ オクエン ミマン キ ス

				第1Q		第2Q		上期計		第3Q		第4Q		下期計		年間

		 '16/3売上		35		39				41		35		68		138

		 '17/3売上		38		40				43

		参考：累計値（百万円） サンコウ ルイケイ アタイ ヒャクマン エン		3,822		7,885				12,194		15,187

		四半期会計期間 シハンキ カイケイ キカン		3,822		4,063				4,309		2,993



				第1Q		第2Q		上期計		第3Q		第4Q		下期計		年間

		16/3営利		4		4				6		2		7		15

		17/3営利		2		5				7

		参考：累計値（百万円） サンコウ ルイケイ アタイ ヒャクマン エン		239		766				1,485		1854

		四半期会計期間 シハンキ カイケイ キカン		239		527				719		369







 '16/3売上	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	35	39	41	35	 '17/3売上	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	38	40	43	





16/3営利	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	4	4	6	2	17/3営利	第1Q	第2Q	第3Q	第4Q	2	5	7	







主要魚種表

				2017年3月期第2四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ		2015年度
着地見込 ネン ド チャクチ ミコミ		増減 ゾウゲン						2016年3月期第2四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ		増減 ゾウゲン

								（億円） オクエン		（%）						（億円） オクエン		（%）

		水産個別 スイサン コベツ																107				3918.4		3661.2

		鮭鱒 サケ マス																110				722.8		657.6

		すりみ																134				216.2		161.4

		生鮮まぐろ セイセン																125				128.2		102.3

		えび																98				10047		10218.6

		助子 スケ コ																119				605.7		507.9

		ぶり類 ルイ																111				8028.3		7236.3

		飼料油飼計 シリョウ ユ シ ケイ																81				848.1		1051.7



水産個別	鮭鱒	すりみ	生鮮まぐろ	助子	飼料油飼計	107.0250191194144	109.91484184914842	133.9529120198265	125.31769305962854	119.25575900767869	80.64086716744319	

食品3Qのみ利益

				2017年3月期第2四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ		2015年度
着地見込 ネン ド チャクチ ミコミ		増減 ゾウゲン						2016年3月期第2四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ		増減 ゾウゲン

								（億円） オクエン		（%）						（億円） オクエン		（%）

		食品(3Qのみ) ショクヒン																125

		日水単体 ニッスイ タンタイ																140

		チルド																148

		国内グループ コクナイ																165

		海外その他 カイガイ タ																94



食品(3Qのみ)	日水単体	チルド	国内グループ	海外その他	124.7	140.19999999999999	148.1	164.9	93.6	

全事業 (来期の業績予想)

				2017年3月期計画 ネン ガツキ ケイカク		2016年3月期実績 ネン ガツキ ジッセキ		対2016年3月期
実績比増減 タイ ネン ガツキ ジッセキ ヒ ゾウゲン						2015年3月期実績 ネン ガツキ ジッセキ		対2015年3月期
実績比増減 タイ ネン ガツキ ジッセキ ヒ ゾウゲン

								（億円） オクエン		(%)						（億円） オクエン		(%)

		売上高 ウリアゲ ダカ		6,370		6,371		▲1		100.0%				6,384		▲14		99.8%

		水産事業 スイサン ジギョウ		2,663		2,696		▲33		98.8%				2,848		▲185		93.5%

		食品事業 ショクヒン ジギョウ		3,031		3,054		▲23		99.2%				2,969		61		102.1%

		ファインケミカル事業 ジギョウ		281		256		24		109.4%				253		27		111.0%

		物流事業 ブツリュウ ジギョウ		165		151		13		108.6%				142		22		116.1%

		その他 タ		230		212		17		108.3%				170		59		134.9%



		営業利益 エイギョウ リエキ		180		194		▲14		92.6%				181		▲1		99.4%

		水産事業 スイサン ジギョウ		53		40		12		131.1%				62		▲9		84.2%

		食品事業 ショクヒン ジギョウ		91		106		▲15		85.6%				75		15		119.8%

		ファインケミカル事業 ジギョウ		42		46		▲4		90.7%				45		▲3		92.2%

		物流事業 ブツリュウ ジギョウ		15		18		▲3		80.9%				16		▲1		89.8%

		その他 タ		6		6		▲0		96.6%				8		▲2		70.5%

		全社経費 ゼンシャ ケイヒ		▲27		▲23		▲3		115.0%				▲28		1		94.4%



		経常利益 ケイジョウ リエキ		200		206		▲6		96.6%				213		▲13		93.5%



		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		120		119		0		100.1%				102		17		116.8%



		EPS(1株当たり純利益) カブ ア ジュンリエキ		43.44円 エン		43.38円 エン		-		-				37.20円 エン		-		-

				更新済 コウシン スミ		更新済 コウシン スミ								更新済 コウシン スミ

		売上高 ウリアゲ ダカ		637,000		637,164		(164)		100.0%				638,435		(1,435)		99.8%

		水産事業 スイサン ジギョウ		266,300		269,623		(3,323)		98.8%				284,884		(18,584)		93.5%

		食品事業 ショクヒン ジギョウ		303,100		305,441		(2,341)		99.2%				296,954		6,146		102.1%

		ファインケミカル事業 ジギョウ		28,100		25,683		2,417		109.4%				25,324		2,776		111.0%

		物流事業 ブツリュウ ジギョウ		16,500		15,187		1,313		108.6%				14,215		2,285		116.1%

		その他 タ		23,000		21,228		1,772		108.3%				17,055		5,945		134.9%



		営業利益 エイギョウ リエキ		18,000		19,442		(1,442)		92.6%				18,110		(110)		99.4%

		水産事業 スイサン ジギョウ		5,300		4,042		1,258		131.1%				6,297		(997)		84.2%

		食品事業 ショクヒン ジギョウ		9,100		10,637		(1,537)		85.6%				7,593		1,507		119.8%

		ファインケミカル事業 ジギョウ		4,200		4,633		(433)		90.7%				4,556		(356)		92.2%

		物流事業 ブツリュウ ジギョウ		1,500		1,854		(354)		80.9%				1,671		(171)		89.8%

		その他 タ		600		621		(21)		96.6%				851		(251)		70.5%

		全社経費 ゼンシャ ケイヒ		(2,700)		(2,347)		(353)		115.0%				(2,860)		160		94.4%



		経常利益 ケイジョウ リエキ		20,000		20,696		(696)		96.6%				21,392		(1,392)		93.5%



		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		12,000		11,983		17		100.1%				10,277		1,723		116.8%

				2016年3月期実績		2017年3月期計画

		売上高 ウリアゲ ダカ		6,371		6,370

				2016年3月期実績		2017年3月期計画

		営業利益 エイギョウ リエキ		194		180















売上高	

2016年3月期実績	2017年3月期計画	6371	6370	



営業利益	

2016年3月期実績	2017年3月期計画	194	180	





来期の業績予想（簡易版）

				2017年3月期計画 ネン ガツキ ケイカク		2016年3月期実績 ネン ガツキ ジッセキ		増減 ゾウゲン



		売上高 ウリアゲ ダカ		6,370		6,371		▲1

		営業利益 エイギョウ リエキ		180		194		▲14

		経常利益 ケイジョウ リエキ		200		206		▲6

		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		120		119		0





全事業 (中計ver)

				2016年度
予算 ネン ド ヨサン		2016年度
中計（公表値） ネン ド チュウケイ コウヒョウ チ		対2016年度
中計比増減 タイ ネン ド チュウケイ ヒ ゾウゲン						2017年度
中計（公表値） ネン ド チュウケイ コウヒョウ チ		対2017年度
中計比増減 タイ ネン ド チュウケイ ヒ ゾウゲン

								（億円） オクエン		(%)						（億円） オクエン		(%)				中計 チュウケイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		6,407		6,610		▲202		96.9%				6,800		▲392		94.2%				手打ち テウ		640749		661000		680000

		水産事業 スイサン ジギョウ		1,952		2,770		▲104		96.2%				2,880		▲214		92.5%				手打ち テウ		266524		277000		288000

		食品事業 ショクヒン ジギョウ		2,257		3,090		▲24		99.2%				3,120		▲54		98.3%				手打ち テウ		306559		309000		312000

		ファインケミカル事業 ジギョウ		187		294		▲13		95.6%				360		▲79		78.0%				手打ち テウ		28094		29400		36000

		物流事業 ブツリュウ ジギョウ		121		169		▲3		97.8%				170		▲4		97.2%				手打ち テウ		16530		16900		17000

		その他 タ		230		287		▲56		80.3%				270		▲39		85.3%				手打ち テウ		23042		28700		27000



		営業利益 エイギョウ リエキ		167		195		▲27		85.8%				230		▲62		72.8%				手打ち テウ		16734		19500		23000

		水産事業 スイサン ジギョウ		67		69		▲24		64.9%				85		▲40		52.6%						4475		6900		8500

		食品事業 ショクヒン ジギョウ		93		84		4		105.9%				89		▲0		99.9%						8893		8400		8900

		ファインケミカル事業 ジギョウ		28		48		▲8		81.9%				54		▲14		72.8%						3932		4800		5400

		物流事業 ブツリュウ ジギョウ		14		15		0		102.8%				20		▲4		77.1%						1542		1500		2000

		その他 タ		6		7		▲0		90.4%				8		▲1		79.1%				手打ち テウ		633		700		800

		全社経費 ゼンシャ ケイヒ		▲27		▲28		0		97.9%				▲26		▲6		105.4%				手打ち テウ		-2740		-2800		-2600



		経常利益 ケイジョウ リエキ		188		210		▲21		89.6%				245		▲56		76.8%				手打ち テウ		18819		21000		24500



		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		110		125		▲14		88.6%				145		▲34		76.3%				手打ち テウ		11069		12500		14500





全事業 (予算従業員説明会ver) 

				2016年3月期実績 ネン ガツキ ジッセキ				2017年3月期
年度予算 ネン ガツキ ネンド ヨサン		対2016年3月期比増減 タイ ネン ガツキ ヒ ゾウゲン						2017年3月期
修正公表値 ネン ガツキ シュウセイ コウヒョウ チ		対016年3月期比増減 タイ ネン ガツキ ヒ ゾウゲン

										（億円） オクエン		(%)						（億円） オクエン		(%)				中計 チュウケイ

		売上高 ウリアゲ ダカ		6,371				6,407		35		100.6%				6,370		▲1		100.0%				手打ち テウ		640749		661000		680000

		水産事業 スイサン ジギョウ		2,696				2,665		▲30		98.9%				2,663		▲33		98.8%				手打ち テウ		266524		277000		288000

		食品事業 ショクヒン ジギョウ		3,054				3,065		11		100.4%				3,031		▲23		99.2%				手打ち テウ		306559		309000		312000

		ファインケミカル事業 ジギョウ		256				280		24		109.4%				281		24		109.4%				手打ち テウ		28094		29400		36000

		物流事業 ブツリュウ ジギョウ		151				165		13		108.8%				165		13		108.6%				手打ち テウ		16530		16900		17000

		その他 タ		212				230		18		108.5%				230		17		108.3%				手打ち テウ		23042		28700		27000



		営業利益 エイギョウ リエキ		194				167		▲27		86.1%				180		▲14		92.6%				手打ち テウ		16734		19500		23000

		水産事業 スイサン ジギョウ		40				44		4		110.7%				53		12		131.1%						4475		6900		8500

		食品事業 ショクヒン ジギョウ		106				88		▲17		83.6%				91		▲15		85.6%						8893		8400		8900

		ファインケミカル事業 ジギョウ		46				39		▲7		84.9%				42		▲4		90.7%						3932		4800		5400

		物流事業 ブツリュウ ジギョウ		18				15		▲3		83.2%				15		▲3		80.9%						1542		1500		2000

		その他 タ		6				6		0		101.9%				6		▲0		96.6%				手打ち テウ		633		700		800

		全社経費 ゼンシャ ケイヒ		▲23				▲27		▲3		116.7%				▲27		▲3		115.0%				手打ち テウ		-2740		-2800		-2600



		経常利益 ケイジョウ リエキ		206				188		▲18		90.9%				200		▲6		96.6%				手打ち テウ		18819		21000		24500



		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		119				110		▲9		92.4%				120		0		100.1%				手打ち テウ		11069		12500		14500



				43.38円 エン

				更新済 コウシン スミ

				637,164				640,749		3,585		100.6%				637,000		(164)		100.0%

				269,623				266,524		(3,099)		98.9%				266,300		(3,323)		98.8%

				305,441				306,559		1,118		100.4%				303,100		(2,341)		99.2%

				25,683				28,094		2,411		109.4%				28,100		2,417		109.4%

				15,187				16,530		1,343		108.8%				16,500		1,313		108.6%

				21,228				23,042		1,814		108.5%				23,000		1,772		108.3%



				19,442				16,734		(2,708)		86.1%				18,000		(1,442)		92.6%

				4,042				4,475		433		110.7%				5,300		1,258		131.1%

				10,637				8,893		(1,744)		83.6%				9,100		(1,537)		85.6%

				4,633				3,932		(701)		84.9%				4,200		(433)		90.7%

				1,854				1,542		(312)		83.2%				1,500		(354)		80.9%

				621				633		12		101.9%				600		(21)		96.6%

				(2,347)				(2,740)		(393)		116.7%				(2,700)		(353)		115.0%



				20,696				18,819		(1,877)		90.9%				20,000		(696)		96.6%



				11,983				11,069		(914)		92.4%				12,000		17		100.1%

				2017年3月期計画

				売上高

				2017年3月期計画

				営業利益

								当初積み上げ予算 トウショ ツ ア ヨサン								社外公表値 シャガイ コウヒョウ チ

				2016年3月期実績 ネン ガツキ ジッセキ				2017年3月期
オリジナル計画 ネン ガツキ ケイカク		対2016年3月期比増減 タイ ネン ガツキ ヒ ゾウゲン						2017年3月期
計画 ネン ガツキ ケイカク		対016年3月期比増減 タイ ネン ガツキ ヒ ゾウゲン

										（億円） オクエン		(%)						（億円） オクエン		(%)





全事業 (オリジナルと計画の差）

				2017年3月期
オリジナル計画 ネン ガツキ ケイカク				調整額 チョウセイ ガク				2017年3月期
計画 ネン ガツキ ケイカク						調整額 チョウセイ ガク



		売上高 ウリアゲ ダカ		6,407				▲36				6,370						▲37

		水産事業 スイサン ジギョウ		2,665				▲3				2,663						▲2

		食品事業 ショクヒン ジギョウ		3,065				▲33				3,031						▲34

		ファインケミカル事業 ジギョウ		280				0				281						0

		物流事業 ブツリュウ ジギョウ		165				0				165						0

		その他 タ		230				0				230						0



		営業利益 エイギョウ リエキ		167				13				180						12

		水産事業 スイサン ジギョウ		44				8				53						8

		食品事業 ショクヒン ジギョウ		88				2				91						2

		ファインケミカル事業 ジギョウ		39				3				42						2

		物流事業 ブツリュウ ジギョウ		15				0				15						0

		その他 タ		6				0				6						0

		全社経費　他 ゼンシャ ケイヒ ホカ		▲27				0				▲27						0



		経常利益 ケイジョウ リエキ		188				12				200						11



		親会社株主に帰属する当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		110				9				120						9

								↑は調整している チョウセイ

								（従業員用） ジュウギョウインヨウ

				640,749				(3,749)				637,000						(3,749)

				266,524				(224)				266,300						(224)

				306,559				(3,459)				303,100						(3,459)

				28,094				6				28,100						6

				16,530				(30)				16,500						(30)

				23,042				(42)				23,000						(42)



				16,734				1,266				18,000						1,266

				4,475				825				5,300						825

				8,893				207				9,100						207

				3,932				268				4,200						268

				1,542				(42)				1,500						(42)

				633				(33)				600						(33)

				(2,740)				40				(2,700)						40



				18,819				1,181				20,000						1,181



				11,069				931				12,000						931





Graph3



営業利益合計	16年度	17年度	180	230	

16-17の推移

				水産 スイサン		食品 ショクヒン		ファインケミカル		物流 ブツリュウ

		16年度 ネンド		53		91		42		15

		17年度 ネンド		85		89		54		20

				営業利益合計 エイギョウ リエキ ゴウケイ

		16年度 ネンド		180

		17年度 ネンド		230



16年度	水産	食品	ファインケミカル	物流	53	91	42	15	17年度	水産	食品	ファインケミカル	物流	85	89	54	20	



16年度	営業利益合計	180	17年度	営業利益合計	230	





食品カテゴリー別表

				2015年度実績 ネンド ジッセキ		2015年度
着地見込 ネン ド チャクチ ミコミ		増減 ゾウゲン						2014年度
実績 ネン ド ジッセキ		増減 ゾウゲン

								（億円） オクエン		（%）						（億円） オクエン		（%）

		家庭用
調理冷食 カテイヨウ チョウリ ヒヤ ショク		422		411		11		103				406		16		104

		業務用
調理冷食		386		352		33		110				320		66		121

		家庭用練り		224		213		10		105				208		16		108

		家庭用ハムソー カテイヨウ		132		123		8		107				130		1		102

		常温食品 ジョウオン ショクヒン		194		186		7		104				181		13		107



		上段：売上高、下段：限界利益 ジョウダン ウリアゲ ダカ ゲダン ゲンカイ リエキ

				2015年度
予算 ネン ド ヨサン		2014年度
着地見込 ネン ド チャクチ ミコミ		増減 ゾウゲン						2013年度
実績 ネン ド ジッセキ		増減 ゾウゲン

								（億円） オクエン		（%）						（億円） オクエン		（%）

		家庭用
調理冷食 カテイヨウ チョウリ ヒヤ ショク								ERROR:#DIV/0!

										ERROR:#DIV/0!

		業務用
調理冷食								ERROR:#DIV/0!

										ERROR:#DIV/0!

		家庭用練り
ハムソー								ERROR:#DIV/0!

										ERROR:#DIV/0!

		常温食品 ジョウオン ショクヒン								ERROR:#DIV/0!

										ERROR:#DIV/0!

















食品カテゴリーG表

				15/3実績 ジッセキ		2015年度
着地見込 ネン ド チャクチ ミコミ		16/3実績 ジッセキ



		家庭用
調理冷食 カテイヨウ チョウリ ヒヤ ショク		406		411		422

		業務用
調理冷食		320		352		386

		家庭用練り		208		213		224

		家庭用ハムソー		130		123		132

		常温食品 ジョウオン ショクヒン		181		186		194





Graph4



15/3実績	家庭用	
調理冷食	業務用	
調理冷食	家庭用練り	家庭用ハムソー	常温食品	406	320	208	130	181	2015年度	
着地見込	

家庭用	
調理冷食	業務用	
調理冷食	家庭用練り	家庭用ハムソー	常温食品	16/3実績	家庭用	
調理冷食	業務用	
調理冷食	家庭用練り	家庭用ハムソー	常温食品	422	386	224	132	194	







ＭＶＩＰ２０１７

												2014年度実績 ネンド ジッセキ						2015年度着地見込 ネンド チャクチ ミコミ						2016年度予算 ネンド ヨサン								2017年度中期計画 ネンド キ ケイカク



				売上高 ウリアゲ ダカ								6,100						6,412						6,499								6,800						以上 イジョウ

				営業利益 エイギョウ リエキ								175						190						167								230						以上 イジョウ

				ＥＢＩＴＤＡ								343						355						343								415						以上 イジョウ

				自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ								18.5%						19.8%						21.3%								25.0%						以上 イジョウ

				ＲＯＡ								2.8%						3.1%						2.8%								3.5%						以上 イジョウ

				借入金 カリイレ キン								2,550						2,334						2,401								2,400						以下 イカ





Graph1



数量シェア	





2005(H17)/9	2007/9	2009/9	2011/9	2013/9	2015/9	2017(H29)/6末	2018(H30)/4	2020(H32)年度末	0.32500000000000001	0.34899999999999998	0.35799999999999998	0.39900000000000002	0.46899999999999997	0.56200000000000006	0.7	0.8	0.8	





ジェネリック

				数量シェア スウリョウ

		2005(H17)/9		32.5%

		2007/9		34.9%

		2009/9		35.8%

		2011/9		39.9%

		2013/9		46.9%

		2015/9		56.2%

		2017(H29)/6末 マツ		70.0%

		2018(H30)/4		80.0%

		2020(H32)年度末 ネンドマツ		80.0%





個別ＦＣ

														売上高 ウリアゲ ダカ																		限界利益 ゲンカイ リエキ

														16年度予算 ネンド ヨサン						15年度見込 ネンド ミコミ						増減 ゾウゲン						16年度予算 ネンド ヨサン						15年度見込 ネンド ミコミ						増減 ゾウゲン

				医薬品原料 イヤクヒン ゲンリョウ										3,846						4,431						▲585						2,159						2,870						▲711

				機能性原料 キノウセイ ゲンリョウ										6,662						5,910						752						447						334						112

				機能性食品 キノウセイ ショクヒン										4,554						3,267						1,287						2,045						1,443						602

				販売・製造計 ハンバイ セイゾウ ケイ										15,063						13,608						1,455						4,652						4,649						3

				共通経費　他 キョウツウ ケイヒ ホカ										317						381						▲64						▲2,321						▲1,968						▲353

				個別事業　計 コベツ ジギョウ ケイ										15,380						13,990						1,390						2,330						2,681						▲350





過去最高益グラフ

		年度 ネンド		当期利益 トウキ リエキ		個別当期利益 コベツ トウキ リエキ

		1977		39.7		30.2

		1978		39.2		27.5

		1979		33.3		27.1

		1980		33.3		24.3

		1981		23.3		22.2

		1982		40.2		24.3

		1983		27.4		25.3

		1984		30.7		29.1

		1985		22.4		30.3

		1986		24.6		23

		1987		41.6		31

		1988		27.7		15.5

		1989		9.4		10.4

		1990		△63.3		-11.7

		1991		6.2		5.1

		1992		46.5		-4.1

		1993		△67.0		-61

		1994		△11.3		4.1

		1995		△43.4		-35.2

		1996		50.2		30.3

		1997		63.5		67.1

		1998		△27.9		20.1

		1999		50.6		28.7

		2000		30.8		27.7

		2001		△106.1		-178.5

		2002		49.5		17.5

		2003		31.1		18.7

		2004		61.3		32.5

		2005		67.0		50.4

		2006		93.0		49.6

		2007		93.9		54.91

		2008		△162.4		-30.38

		2009		0.0		-24.11

		2010		△9.2		-39.25

		2011		20.1		-56.96

		2012		△ 47.9		3.34

		2013		37.5		21.75

		2014		102.8		41.55

		2015		119.8		71.19



当期利益	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	39.700000000000003	39.200000000000003	33.299999999999997	33.299999999999997	23.3	40.200000000000003	27.4	30.7	22.4	24.6	41.6	27.7	9.4	-63.3	6.2	46.5	-67	-11.3	-43.4	50.2	63.5	-27.9	50.6	30.8	-106.1	49.5	31.1	61.3	67	93	93.9	-162.38999999999999	4.3999999999999997E-2	-9.2100000000000009	20.059999999999999	-47.89	37.54	102.77	119.83	



過去最高益グラフv2

		年度 ネンド		当期利益 トウキ リエキ		個別当期利益 コベツ トウキ リエキ

		1977		39.70		30.20

		1978		39.20		27.50

		1979		33.30		27.10

		1980		33.30		24.30

		1981		23.30		22.20

		1982		40.20		24.30

		1983		27.40		25.30

		1984		30.70		29.10

		1985		22.40		30.30

		1986		24.60		23.00

		1987		41.60		31.00

		1988		27.70		15.50

		1989		9.40		10.40

		1990

		1991		6.20		5.10

		1992		46.50

		1993

		1994				4.10

		1995

		1996		50.20		30.30

		1997		63.50		67.10

		1998				20.10

		1999		50.60		28.70

		2000		30.80		27.70

		2001

		2002		49.50		17.50

		2003		31.10		18.70

		2004		61.30		32.50

		2005		67.00		50.40

		2006		93.00		49.60

		2007		93.90		54.91

		2008

		2009		0.04

		2010

		2011		20.06

		2012				3.34

		2013		37.54		21.75

		2014		102.77		41.55

		2015		119.83		71.19



当期利益	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	39.700000000000003	39.200000000000003	33.299999999999997	33.299999999999997	23.3	40.200000000000003	27.4	30.7	22.4	24.6	41.6	27.7	9.4	6.2	46.5	50.2	63.5	50.6	30.8	49.5	31.1	61.3	67	93	93.9	4.3999999999999997E-2	20.059999999999999	37.54	102.77	119.83	個別当期利益	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	30.2	27.5	27.1	24.3	22.2	24.3	25.3	29.1	30.3	23	31	15.5	10.4	5.0999999999999996	4.0999999999999996	30.3	67.099999999999994	20.100000000000001	28.7	27.7	17.5	18.7	32.5	50.4	49.6	54.91	3.34	21.75	41.55	71.19	

Graph9



当期利益	14/3	15/3	16/3	37.54	102.77	119.83	

総括

				売上 ウリアゲ		営業利益 エイギョウ リエキ		その他営 タ エイ		SA営利 エイリ		食品 ショクヒン		AAA		当期利益 トウキ リエキ

		14/3		6042.49		139.31		104.27		7.43		27.61		0		37.54

		15/3		6384.35		181.1		68.76		36.41		75.93		0		102.77

		16/3		6371.64		194.42		110.9		-22.85		106.37		0		119.83

				当期利益 トウキ リエキ

		14/3		37.54

		15/3		102.77

		16/3		119.83



SA営利	14/3	15/3	16/3	7.43	36.409999999999997	-22.85	食品	14/3	15/3	16/3	27.61	75.930000000000007	106.37	その他営	14/3	15/3	16/3	104.27	68.759999999999991	110.89999999999998	売上	14/3	15/3	16/3	6042.49	6384.35	6371.64	営業利益	14/3	15/3	16/3	





当期利益	14/3	15/3	16/3	37.54	102.77	119.83	





Sheet2

				売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		当期利益 トウキ リエキ

		14/3		6,042		139		37

		15/3		6,384		181		102

		16/3		6,371		194		119

				14/3		15/3		16/3

		売上高 ウリアゲ ダカ		6042		6384		6371

		営業利益 エイギョウ リエキ		139		181		194

		当期利益 トウキ リエキ		37		102		119





為替レート

				主要在外会社の
為替換算レート シュヨウ ザイガイ カイシャ カワセ カンサン												2017年3月期
第2四半期実績
(6月末レート) ネン ガツキ ダイ シハンキ ジッセキ ガツマツ												2017年3月期
期初公表値レート ネン ガツキ キショ コウヒョウ チ







				米ドル（USD） ベイ												102.91円 エン												120.00円 エン



				ユーロ（EUR）												114.39円 エン												132.00円 エン



				デンマーククローネ												15.38円 エン												18.00円 エン



				主要在外会社の
為替換算レート シュヨウ ザイガイ カイシャ カワセ カンサン												2017年3月期
修正公表値レート ネン ガツキ シュウセイコウヒョウチ												2017年3月期
期初公表値レート ネン ガツキ キショ コウヒョウ チ







				米ドル（USD） ベイ												100.00円 エン												120.00円 エン



				ユーロ（EUR）												113.36円 エン												132.00円 エン



				デンマーククローネ												15.21円 エン												18.00円 エン



				主要在外会社の
為替換算レート シュヨウ ザイガイ カイシャ カワセ カンサン												2017年3月期
期初公表計画
レート ネン ガツキ キショ コウヒョウ ケイカク												2017年3月期
第2四半期実績
(6月末レート) ネン ガツキ ダイ シハンキ ジッセキ ガツマツ												2017年3月期
修正公表計画
レート ネン ガツキ シュウセイ コウヒョウ ケイカク







				米ドル（USD） ベイ												120.00円 エン												102.91円 エン												100.00円 エン



				ユーロ（EUR）												132.00円 エン												114.39円 エン												113.36円 エン



				デンマーククローネ												18.00円 エン												15.38円 エン												15.21円 エン



				主要在外会社の
為替換算レート シュヨウ ザイガイ カイシャ カワセ カンサン												2017年3月期
期初公表計画
レート ネン ガツキ キショ コウヒョウ ケイカク												2017年3月期
11月4日
修正公表計画
レート ネン ガツキ ガツ ニチ シュウセイ コウヒョウ ケイカク												2017年3月期
第3四半期実績
(9月末レート) ネン ガツキ ダイ シハンキ ジッセキ ガツマツ												2017年3月期
2月3日
修正公表計画
レート ネン ガツキ ガツ ニチ シュウセイ コウヒョウ ケイカク







				米ドル（USD） ベイ												120.00円 エン												100.00円 エン												101.12円 エン												100.00円 エン



				ユーロ（EUR）												132.00円 エン												113.36円 エン												113.36円 エン												113.36円 エン



				デンマーククローネ												18.00円 エン												15.21円 エン												15.21円 エン												15.21円 エン
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Revised Plan
as of Nov. 4

Revised Plan
as of Feb. 3

Increase
/Decrease

Annual Annual Annual
Net Sales 6,050 6,280 230 6,371
Operating Income 195 215 20 194
Ordinary Income 200 235 35 206
Profit attributable to onwers of parent 120 140 20 123

Result of
FY2015
(Annual)

3 

Forecast for FY2016 (Consolidated) 

During consolidated cumulative 3rd quarter, drastic recovery of Salmon/Trout market price in Marine Products 
Business and strong sales and lower costs of imported materials in Food Products Business resulted in a more 
than expected increase in profit. Therefore, we have revised up annual forecast on November 4, 2016. On a full 
year basis, it is expected that operating income exceeds that of previous year and ordinary income posts record- 
high. In addition, net profit is expected to be record-high three years in a row.  

(Unit : 100 million yen) 

 Net Profit is expected to be record-high three years in a row 

US Dollars 120.00 yen 100.00 yen 101.12 yen

Estimated exchange
rate for revised plan

for FY2016
 (As of Feb. 3)

116.49 yen

122.70 yen

16.50 yen

Euro 132.00 yen 113.36 yen 113.36 yen

Denmark Kronne 18.00 yen 15.21 yen 15.21 yen

Exchange rate among
overseas

subsidiaries

Estimated exchange
rate for FY2016

(Original)

Estimated exchange
rate for revised plan

for FY2016
 (As of Nov. 4)

Actual rate for 3Q of
FY2016

(As of Sep. 30)



(Amount) (%)

Net Sales 4,688 4,867 (178) 96.3 6,050 77.5
Marine Products 1,952 2,106 (153) 92.7 2,447 79.8
Food Products 2,257 2,305 (47) 97.9 2,945 76.7
Fine Chemicals 187 189 (1) 99.0 267 70.4
Logistics 121 116 5 104.5 158 77.2
Others 167 149 18 112.4 233 72.1

Operating Income 187 173 13 107.9 195 96.0
Marine Products 67 48 18 138.1 64 105.5
Food Products 93 86 7 108.4 100 94.0
Fine Chemicals 28 35 (6) 80.8 39 72.7
Logistics 14 15 (0) 93.8 17 87.4
Others 3 5 (1) 66.2 5 71.6
Common Costs (21) (18) (2) 114.5 (30) 70.6

Ordinary Income 207 188 18 109.6 200 103.6

Profit attributable to owners of parent 123 112 11 110.2 120 103.1

EPS(Net Profit per share)(Unit : yen) 42.54 yen 40.67 yen - - 40.54 yen -

Progress rate
Result of 3Q
of FY2016

Result of 3Q
of FY2015

Increase/Decrease Revised plan for
FY2016

 as of Nov. 4

4 

 Decrease in sales but significant increase in profit in both Marine and Food Products Business 

(Unit : 100 million yen) 

Overview of 3rd Quarter of FY2016 by Segment 

 From this fiscal year, fish roe business shifted from Food Products Business to Marine Products Business.  
Previous year’s data was adjusted accordingly. (Previous year Sales : 2,373 million yen and Operating Income : 355  million yen) 



<North America>

Marine : Decrease in
Pollock roe production,

weak fillet market
Food : Struggle in

frozen food business
for retail due to tougher

competition

<Europe>

Increase in raw
material costs due to

weaker Euro

<Fine Chemicals>

Decrease in
production of medical

materials and
increase in selling

cost

<South America>

Recovery of
Salmon/Trout market
price and increase in
the value of the fish
in the pond covered
the loss of toxic tide

<Marine>

Nissui non-
consolidated

secured the profit in
various species
including shrimp.
Domestic fishing

kept strong.

<Food>

Nissui non-
consolidated kept

strong in frozen food
for retail and food
service. Chilled

business kept strong
as well.

(16) (3)

Domestic

173

16

3Q of FY2015

Overseas

187

6

18

3Q of FY2016

(6)

Overseas Domestic

Main Causes of fluctuations 

5 

Marine Products 

Food Products 

(Unit : 100 million yen) 

 In North America, both Marine and Food Products Business struggled but in South America, 
Salmon/Trout business recovered due to the recovery of market price. In Japan, both Marine and 
Food Products Business kept strong and profit increased year-on-year. 

Fine Chemicals (M
ain C

auses of  fluctuations) 



6 

Comparison of Net Sales by Segment Matrix (Y-on-Y) 

 Decrease in sales revenue due to slumps in North American Marine and Food Products Business and 
negative foreign exchange effect. 

(Unit : 100 million yen)

1,653 (50) 331 (91) 123 (43) 48 (15) 307 (54) 2,464 (255) (511) 101 1,952 (153)

1,703 423 166 63 362 2,719 (613) 2,106

2,520 76 367 (121) 52 (4) 161 0 3,101 (50) (844) 2 2,257 (47)

2,444 489 57 161 3,151 (846) 2,305

201 (2) 2 (0) 203 (2) (15) 0 187 (1)

203 2 206 (16) 189

221 12 221 12 (99) (7) 121 5

208 208 (92) 116

204 (2) 1 0 205 (2) (37) 20 167 18

206 1 207 (58) 149

4,801 34 699 (213) 123 (43) 103 (20) 469 (54) 6,197 (297)

4,767 913 166 123 523 6,494

(1,224) 8 (124) 55 (85) 41 (68) 12 (5) 0 (1,508) 118

(1,232) (180) (127) (80) (6) (1,627)

3,577 42 574 (158) 38 (1) 35 (7) 463 (54) 4,688 (178) ※1

3,534 732 39 43 517 4,867

Consolitaed
Adjustment

Grand Total

Marine
Products

Food
Products

Fine
Chemicals

Logistics

Others

Sub Total

South America Asia Europe Sub Total Consolidated Adjustment Grand TotalJapan North America

(Unit :100 million yen)

Currency Impact of
exchange rate

Other than impact
of exchange rate

Total

USD (155) (112) (267)
EUR (31) 31 (0)  
DKK (58) 4 (55)

Others (8) (2) (10)
Total (252) (79) (331) (Note: 2)

• The upper columns indicates the result of 3Q of FY2016 and the lower columns indicates that of 
FY2015. 

     The Italic and bold figures mean increase/decrease. 
• Consolidated adjustment include elimination between the group companies. 
• The breakdown of the decrease in income (Y-on-Y)(Note: 1) : 
 - 25,200 million yen (Note 2 : Decrease due to appreciating yen on USD, EUR and DKK) 
 - 7,900 million yen (Note:2 Decrease due to other than impact of exchange rate) 
  3,400 million yen ( Increase in Japan), +11,800 million yen (Consolidated adjustment) 



Comparison of Operating Income by Segment Matrix (Y-on-Y) 

  Increase in profit as a whole due to the recovery in South America and strong business in 
Japan despite slumps in North America 

7 

(Unit : 100 million yen)

46 6 8 (9) 1 18 3 2 5 (1) 65 17 1 1 67 18 3.5 1.1
40 17 (17) 0 7 48 0 48 2.3
69 16 6 (7) 5 (2) 12 (1) 93 5 0 2 93 7 4.2 0.4
52 13 7 14 87 (1) 86 3.8
27 (6) 0 0 27 (6) 0 0 28 (6) 15.1 (3.4)
34 0 34 0 35 18.5
14 (1) 14 (1) 0 0 14 (0) 12.2 (1.4)
15 15 (0) 15 13.6
3 (2) (0) (0) 3 (2) 0 0 3 (1) 2.1 (1.5)
6 (0) 6 (0) 5 3.6

(21) (2) (21) (2) 0 (0) (21) (2)
(19) (19) 0 (18)

161 11 14 (16) 1 18 9 0 18 (3) (21) (2) 183 9
149 31 (17) 8 21 (19) 174
2 2 4 4 (1) (4) (0) (0) (0) 0 0 (0) 3 4
(0) (0) 2 (0) (1) 0 (0)

163 14 19 (11) (0) 14 8 0 17 (2) (21) (2) 187 13 4.0 0.4
149 30 (15) 7 19 (18) 173 3.6

・ The upper columns indicates the result of 3Q of FY2016 and the lower columns indicates that of FY2015.
The Italic and bold figures mean increase/decrease.

・ Consolidated adjustment includes amortization of goodwill and unrealized income in inventory.

Sub Total

Consolidated
Adjustment

Grand Total

Common Costs

Marine
Products

Food
Products

Fine
Chemicals

Logistics

Europe Sub Total Grand TotalCommon Costs Consolidated
Adjustment

Others

North America South America AsiaJapan Ratio of Operating
Income to Net Sales



(Unit : 100 million yen)

Result of 3Q of
FY2016

%
Result of 3Q of

FY2015
%

Increase/
Decrease

%

Net Sales 4,688 4,867 (178) (3.7)

Gross Profit 1,015 21.7 1,030 21.2 (15) (1.5)

SGA Expenses 828 857 (28)

Operating Income 187 4.0 173 3.6 13 7.9

Non-Operating Income 43 44 (1)

Non-Operating Expenses 23 28 (5)

Ordinary Income 207 4.4 188 3.9 18 9.6

Extraordinary Income 1 16 (14)

Extraordinary Expenses 8 11 (3)

Income before taxes 200 4.3 193 4.0 6 3.5

Income taxes - current 43 51 (7)

Income taxes - deferred 24 19 4

Profit 131 122 9
Prof it attributable to non-controlling interest 7 9 (2)

Profit attributable to owners of parent 123 2.6 112 2.3 11 10.2 8 

Consolidated Income Statement (Y-on-Y) 

 Ratio of Operating income to Net Sales improved to 4% 

Breakdown of SGA expenses and others (Y-on-Y)

(Unit : 100 million yen)

Result of 3Q of
FY2016

Result of 3Q of
FY2015

<SGA Expenses>

Selling Expenses (455) (467) 11

General administrative Expenses (351) (364) 12

Advertisement Expenses (20) (25) 4

Total (828) (857) 28

<Non-Operating Income/Expenses>

Gain on sales of investment securities 4 11 (6)
Share of profit of entities accounted for
using equity method 24 17 7
Interest expenses
(After deduction of interest income) (14) (17) 3

Others 4 4 (0)

Total 20 15 4

<Extraordinary Income/Expenses>

Gain on sales of investment securities 0 14 (14)
Loss on disaster (Toxic tide in Chile,
2016 Kumamoto Earthquake) (2) - (2)

Others (4) (9) 5

Total (6) 4 (11)

Increase
/Decrease


PL

																																								貼付け用スペース ハツヨウ

																																								　　　　↓

				（単位:百万円） タンイヒャクマンエン																																				(Unit : 100 million yen)

				連結 レンケツ				Result of 3Q of FY2016		%				Result of 3Q of FY2015		%				Increase/
Decrease		%				2017年3月期
第3四半期予算 ネンガツキヨサン		売上高比				増減 ゾウゲン		増減率 ゾウゲンリツ										Result of 3Q of FY2016		%				Result of 3Q of FY2015		%				Increase/
Decrease		%		0		2017年3月期
第3四半期予算		売上高比
(%)				増減		増減率
(%)

				Net Sales				468,821						486,719						▲17,898		-3.7				489,832						▲21,011		-4.3						Net Sales				4,688						4,867						(178)		(3.7)				4,898						▲210		▲ 4.3

				売上原価				354,280						354,280												428,186

				Gross Profit				101,565		21.7				103,084		21.2				▲1,519		-1.5																		Gross Profit				1,015		21.7				1,030		21.2				(15)		(1.5)				0		0.0				0		0.0				←予算比表示 ヨサンヒヒョウジ

																																0

								44,107						44,107												0						44,107

								35,804						35,804												0						35,804

								2,826						2,826												0						2,826

				SGA Expenses				82,851						85,742						▲2,891																				SGA Expenses				828						857						(28)						0						0						←予算比表示 ヨサンヒヒョウジ

																																0

																																0

																																0

				Operating Income				18,714		4.0				17,341		3.6				1,373		7.9				14,278		2.9				4,436		31.1						Operating Income				187		4.0				173		3.6				13		7.9				142		2.9				44		31.1

																																0

																																0

								364						364												217						147

								672						672												566						106

								586						586												－

								－						－												960						0

								684						684												145						539

								841						841												401						440

																																0

				Non-Operating Income				4,316						4,447						▲130						3,758						558								Non-Operating Income				43						44						(1)						37						5

																																0

																																0

								2,500						2,500												2,693						▲193

								－						－												－						0

								742						742												－						0

								320						320												213						107

																																0

				Non-Operating Expenses				2,310						2,889						▲578						1,964						346								Non-Operating Expenses				23						28						(5)						19						3

																																0

																																0

				Ordinary Income				20,720		4.4				18,899		3.9				1,820		9.6				16,070		3.3				4,650		28.9						Ordinary Income				207		4.4				188		3.9				18		9.6				160		3.3				46		28.9

																																0

																																0

								1,464						1,464												573

								382						382												－

								216						216												82						134

								0						0												－						0

								0						0												－						0

																																0

				Extraordinary Income				134						1,618						▲1,483						68						66								Extraordinary Income				1						16						(14)						0						0

																																0																														-

								224						224												－						0																														-

								195						195												－						0																														-

								0						0												－						0																														-

								－						－												－						0																														-

								731						731												－

								784						784												－						0																														-

								233						233												－						0																														-

								8,360						8,360												－						0																														-

				Extraordinary Expenses				815						1,151						▲336						492						323								Extraordinary Expenses				8						11						(3)						4						3

																																0

																																0

				Income before taxes				20,040		4.3				19,366		4.0				673		3.5				15,646		3.2				4,394		28.1						Income before taxes				200		4.3				193		4.0				6		3.5				156		3.2				43		28.1

																																0

																																0

				Income taxes - current				4,390						5,137						▲746						4,062						328								Income taxes - current				43						51						(7)						40						3

				Income taxes - deferred				2,493						1,997						496						906						1,587								Income taxes - deferred				24						19						4						9						15

																																0

				Profit				13,155						12,231						923						10,678						2,477								Profit				131						122						9						106		0.0				24		0.0

																																0

				Profit attributable to non-controlling interest				777						994						▲217						855						▲78								Profit attributable to non-controlling interest				7						9						(2)						8						0

																																0

				Profit attributable to owners of parent				12,377		2.6				11,236		2.3				1,140		10.2				9,824		2.0				2,553		26.0						Profit attributable to owners of parent				123		2.6				112		2.3				11		10.2				98		2.0				25		26.0

				（単位:百万円） タンイヒャクマンエン																																				（単位：億円） タンイオクエン

				個別 コベツ				Result of 3Q of FY2016		%				Result of 3Q of FY2015		%				Increase/
Decrease		%				2017年3月期
第3四半期予算		売上高比				増減		増減率										Result of 3Q of FY2016		売上高比
(%)				Result of 3Q of FY2015		売上高比
(%)				Increase/
Decrease		増減率
(%)				2017年3月期
第3四半期予算		売上高比
(%)				増減		増減率
(%)

				　売上高 ウリアゲダカ				278,100						277,400						699		0.3				276,842						1,258		0.5						　売上高				2,781						2,774						6		0.3				2,768						12		0.5

								0						0

				売上総利益 ウリアゲソウリエキ				54,422		19.6				53,119		19.1				1,302		2.5						0.0				54,422								売上総利益				544		19.6				531		19.1				13		2.5				0		0.0				544						←予算比表示 ヨサンヒヒョウジ

								31,038						31,038

								15,127						15,127

								1,966						1,966

				　販売費・一般管理費 ハンバイヒイッパンカンリヒ				48,625						47,947						678												48,625								　販売費・一般管理費				486						479						6						0						486						←予算比表示 ヨサンヒヒョウジ

								0						0

				営業利益 エイギョウリエキ				5,796		2.1				5,172		1.9				624		12.1				3,841		1.4				1,955		50.9						営業利益				57		2.1				51		1.9				6		12.1				38		1.4				19		50.9

								572						572												647

								1,103						1,103												1,095

																										-

								726						726												-

								-						-												553

								291						291												149

																										298

				　営業外収益 エイギョウガイシュウエキ				2,619						1,798						821						2,160						459								　営業外収益				26						17						8						21						4

								1,838						1,838												2,014

								-						-												-

								499						499												-

								185						185												175

				　営業外費用 エイギョウガイヒヨウ				1,225						1,809						▲585						1,343						▲119								　営業外費用				12						18						▲5						13						▲1

								0						0												0

				経常利益 ケイジョウリエキ				7,190		2.6				5,160		1.9				2,029		39.3				4,659		1.7				2,531		54.3						経常利益				71		2.6				51		1.9				20		39.3				46		1.7				25		54.3

								1,392						1,392												573

								202						202												82

								-						-												-

								-						-												-

								-						-												-

								-						-												-

								-						-

				　特別利益 トクベツリエキ				89						1,459						▲1,370						―						89								　特別利益				0						14						▲13						-						0

								114						114												-

								-						-												-

								-						-												-

								-						-												-

								-						-												-

								517						517												-

								-						-												-

								325						325												-

								-						-												-

								-						-

								-						-												-

								233						233												-

								-						-												-

								-						-

				　特別損失 トクベツソンシツ				300						391						▲92						3						297								　特別損失				3						3						▲0						0						2

								0						0												0

				税引前当期純利益 ゼイビキマエトウキジュンリエキ				6,980		2.5				6,228		2.2				752		12.1				4,656		1.7				2,324		49.9						税引前当期純利益				69		2.5				62		2.2				7		12.1				46		1.7				23		49.9

				　法人税等 ホウジンゼイトウ				700						961						▲261						343						356								　法人税等				7						9						▲2						3						3

																																																																				0

				　法人税等調整額 ホウジンゼイトウチョウセイガク				1,127						998						129						668						459								　法人税等調整額				11						9						1						6						4

								0						0												0

				当期純利益 トウキジュンリエキ				5,153		1.9				4,268		1.5				884		20.7				3,644		1.3				1,509		41.4						当期純利益				51		1.9				42		1.5				8		20.7				36		1.3				15		41.4



2.046
小数点2位を四捨五入して2.0

緑色のセルだけ入力する。（黄色は計算式修正済だが毎回更新する。）

分母がマイナスになる場合の増減率は「-」表示。



業績見通し(中間)

		連結 レンケツ																（単位：億円） オク										（単位：億円） オク

						2015年3月期
第2四半期実績 ネンガツキダイシハンキジッセキ		売上高比 ウリアゲダカヒ				2015年3月期
修正公表値 ネンガツキシュウセイコウヒョウチ		売上高比 ウリアゲダカヒ				進捗率 シンチョクリツ				2015年3月期
修正公表値 ネンガツキシュウセイコウヒョウチ		売上高比 ウリアゲダカヒ				進捗率 シンチョクリツ								2015年3月期
第2四半期実績 ネンガツキダイシハンキジッセキ		2015年3月期
上期公表値 ネンガツキカミキコウヒョウチ				役員会資料進捗率 ヤクインカイシリョウシンチョクリツ		2015年3月期
修正公表値 ネンガツキシュウセイコウヒョウチ

		売上高 ウリアゲダカ				4,688						6,100						76.9%				6,100						76.9%						売上高 ウリアゲダカ		468,821		296,000				102.12%		610,000

		営業利益 エイギョウリエキ				187		4.0%				185		3.0%				101.1%				185		3.0%				101.2%						営業利益 エイギョウリエキ		18,714		6,400				160.16%		18,500

		経常利益 ケイジョウリエキ				207		4.4%				210		3.4%				98.6%				210		3.4%				98.7%						経常利益 ケイジョウリエキ		20,720		6,100				188.75%		21,000

		当期純利益 トウキジュンリエキ				123		2.6%				115		1.9%				107.0%				115		1.9%				107.6%						当期純利益 トウキジュンリエキ		12,377		1,500				393.27%		11,500

		個別 コベツ																										（単位：億円） オク

						2015年3月期
第2四半期実績 ネンガツキダイシハンキジッセキ		売上高比 ウリアゲダカヒ				2015年3月期
年間公表値 ネンガツキネンカンコウヒョウチ		売上高比 ウリアゲダカヒ				進捗率 シンチョクリツ																		2015年3月期
第2四半期実績 ネンガツキダイシハンキジッセキ		2015年3月期
年間公表値 ネンガツキネンカンコウヒョウチ				役員会資料進捗率 ヤクインカイシリョウシンチョクリツ

		売上高 ウリアゲダカ				2,781						3,280						84.8%																売上高 ウリアゲダカ		278,100		328,000				52.94%

		営業利益 エイギョウリエキ				57		2.1%				34		1.0%				170.5%																営業利益 エイギョウリエキ		5,796		3,400				53.87%

		経常利益 ケイジョウリエキ				71		2.6%				51		1.6%				141.1%																経常利益 ケイジョウリエキ		7,190		5,100				43.86%

		当期純利益 トウキジュンリエキ				51		1.9%				37		1.1%				139.4%																当期純利益 トウキジュンリエキ		5,153		3,700				30.97%

						※実績の売上高比については、実績と整合させている。 ジッセキウリアゲダカヒジッセキセイゴウ



未更新




更新版

				Breakdown of SGA expenses and others (Y-on-Y)



				(Unit : 100 million yen)

						Result of 3Q of FY2016		Result of 3Q of FY2015		Increase
/Decrease

				<SGA Expenses>

				Selling Expenses		(455)		(467)				11

				General administrative Expenses		(351)		(364)				12

				Advertisement Expenses		(20)		(25)				4

				Total		(828)		(857)				28

				<Non-Operating Income/Expenses>

				Gain on sales of investment securities		4		11				(6)

				Share of profit of entities accounted for using equity method 		24		17				7

				Interest expenses
(After deduction of interest income)		(14)		(17)				3

				Others		4		4				(0)

				Total		20		15				4

				<Extraordinary Income/Expenses>

				Gain on sales of investment securities		0		14				(14)

				Loss on disaster (Toxic tide in Chile, 2016 Kumamoto Earthquake)		(2)		-				(2)

				Others		(4)		(9)				5

				Total		(6)		4				(11)

















Main Causes of Fluctuations (Unit :100 million yen) 

Assets 92 Current Assets 164 Cash and Deposit 
Accounts Receivable 
Inventories 

76 
196 
(75) 

Non-current 
Assets 

(71) Property, plant & 
equipment 
Intangible Assets 
Investments and other 
assets 

23 
 

(16) 
(78) 

Liabilities (92) Current 
Liabilities 

273 Accounts Payable 
Short-term loans 
payable 

79 
202 

Non-current 
Liabilities 

(366) Long-term loans payable 
Net defined benefit 
liability 

(347) 
(16) 

Net Assets 185 Capital ・ Capital Surplus 
Retained Earnings 
Valuation difference on 
securities 
Foreign Currency 
Adjustment 

142 
107 

12 
 

(89) 

9 

Consolidated Balance Sheet (Y-on-Y) 

 Current 
Assets 

2,339 
164 

 Non-current 
Assets 

2,210 
(71) 

 Total Assets 
4,550 

92 

 Current 
Liabilities 

2,396 
273 

 Non-current 
Liabilities 

826 
(366) 

 Net Assets 
1,326 
185 

Shareholder’s 
equity 

1,133 184 

Equity Ratio ’16/3  21.3%  ⇒  ’16/12  24.9% 

(Note 1) 

 Equity ratio improved drastically due to public stock offering 

The Italic and bold figures means 
increase/decreased, compared to 4Q of FY2015. 

(Note 2) 

(Note 3) 

(Note1)  : Decrease in investment securities :  - 6,500 million yen 
(Note 2) : Increase by public stock offering : 13,900 million yen 

 (Effect to equity ratio by public stock offering : 3.1%) 
(Note 3) : Decrease in other comprehensive income by decreasing foreign currency adjustment :  -6,600 million yen 
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				系列 1		系列 2		系列 3

		分類 1		2166		2224						4390

		分類 2		1170		1093		2126				4389

				グラフのデータ範囲の大きさを変更するには、範囲の右下隅をドラッグしてください。







(Unit : 100 million yen)

・Income before income taxes 200 193 6
・Depreciation & Amortization 121 126 (5)
・Working Capital (66) (64) (1)
・Income taxes paid (43) (41) (2)
・Others (45) (44) (0)

Net cash provided by operating activities 166 169 (3)
・Investment on (purchase of) plant and equipment (193) (130) (62)
・Others 40 (40) 80

Net cash provided by investment activities (152) (171) 18
・Increase(Decrease) in short-term lonas payable 112 (13) 126
・Increase(Decrease) in long-term loans payable (200) (16) (183)
・Income by issuing new stocks 139 - 139
・Others (22) (21) (0)

Net cash provided by financial activities 29 (52) 81

Result of 3Q of
FY2015

Increase
/Decrease

Result of 3Q of
FY2016

10 

Consolidated Cash Flow Statement (Y-on-Y) 

 Operating cash flows stays the same year-on-year. Repayment of borrowings by the part of capital 
increase based on public stock offering. 

Main Causes of Increase/Decrease 
 
<Provided by investment 
activities> 

(Note 1) 
• Construction of the plant for 

medicine 
• Construction of ancillary 

facilities (dock) of seafood 
processing company in North 
America 

• Construction of carrier of a 
fisheries company 

(Note 2) 
 Decrease in purchase of 
securities 

 
<Provided by financial activities> 

(Note 3) 
Repayments of long-term loans 
payable, etc. 

(Note 4) 
Increase by  public stock 
offering 

(Note :1) 

(Note :2) 

(Note :3) 

(Note :3) 

(Note :4) 


キャッシュフロー

																										4		6		8						3		4		5				3		4		5

				ここにＣＦを貼る ハ																		ここに転記される テンキ

				　↓																		　↓																										（単位：億円） タンイ オクエン

								2016年度 ネン ド				2015年度 ネン ド				前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ						パワポ		ＣＦ		2016年度		2015年度		前年同期比						2015年3月期
 ガツ キ		2014年3月期
 ガツ キ		増減		内訳 ウチワケ		2015年3月期
		2014年3月期
		増減

						 (単位：百万円)		Q3				Q3				増減 ゾウゲン						税金等調整前四半期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ シハンキ ジュンリエキ

日本水産株式会社: 税金等調整前四半期純利益
税金等調整前当期純利益(▲損失)

等、更新をする。		O-1		20,040		19,366		673

						【営業活動によるＣＦ】																減価償却費		O-2		11,458		11,928		(469)

				O-1		税金等調整前四半期純利益 シハンキ ジュンリエキ				20,040				19,366				673				減損損失 ゲンソン ソンシツ		O-2b		-		321		(321)

				O-2		減価償却費				11,458				11,928				△ 469				のれん償却額 ショウキャクガク		O-2c		714		760		(46)

				O-2b		減損損失 ゲンソン ソンシツ				-				321				△ 321				貸倒引当金の増減額		O-3		(179)		209		(388)

				O-2c		のれん償却額 ショウキャクガク				714				760				△ 46				退職給付引当金の増減額		O-4		-		-		-

				O-3		貸倒引当金の増減額 (△は減少) ゲンショウ				△ 179				209				△ 388				退職給付に係る負債の増減額 カカ フサイ		O-4a		(91)		(172)		81

				O-4		退職給付引当金の増減額 (△は減少) ゲンショウ				-				-				-				受取利息及び受取配当金		O-5		(687)		(828)		140

				O-4a		退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) カカ フサイ ゲンショウ				△ 91				△ 172				81				支払利息		O-6		1,612		2,023		(411)

				O-5		受取利息及び受取配当金				△ 687				△ 828				140				持分法による投資損益 ソンエキ		O-7		(2,495)		(1,714)		(781)

				O-6		支払利息				1,612				2,023				△ 411				固定資産売却益 エキ		O-9		(83)		(130)		46

				O-7		持分法による投資損益(△は益) ソンエキ エキ				△ 2,495				△ 1,714				△ 781				固定資産処分損 ゾン		O-10		305		286		18

				O-9		固定資産売却益 エキ				△ 83				△ 130				46				投資有価証券売却及び評価損益 オヨ ヒョウカ ソンエキ		O-12		146		(970)		1,116

				O-10		固定資産処分損 ゾン				305				286				18				資産除去債務による影響額		O-13		-		-		-

				O-12		投資有価証券売却及び評価損益 (△は益) オヨ ヒョウカ ソンエキ エキ				146				△ 970				1,116				災害損失 サイガイ ソンシツ		og-1		295		-		295

				O-13		資産除去債務による影響額				-				-				-				事業整理損失引当金の増減額 シツ ヒキアテ キン ゾウゲン ガク		og-3		-		-		-

				og-7		抱合せ株式消滅差損益(△は益) ソンエキ				-				-				-				事業整理損失 シツ		og-4		-		-		-

				og-1		災害損失 サイガイ ソンシツ				295				-				295				抱合せ株式消滅差益		og-7		-		-		-

				og-4		事業整理損失 ジギョウ セイリ ソンシツ				-				-				-				減損損失戻入益		og-9		-		-		-

				og-9		減損損失戻入益				-				-				-				特別退職金		og-10		-		49		(49)

				og-11		関係会社株式売却損益（△は益）				17				△ 8				25				関係会社株式売却損		og-11		17		(8)		25

				og-12		関係会社出資金売却損益（△は益） シュッシキン ソンエキ				-				-				-				関係会社出資金売却損 シュッシキン		og-12		-		-		-

				og-16		負ののれん発生益 フ ハッセイ エキ				-				△ 15				15				負ののれん発生益 フ ハッセイ エキ		og-16		-		(15)		15

				og-10		特別退職金				-				49				△ 49				売上債権の増減額		O-14		(22,981)		(16,192)		(6,789)

				og-3		事業整理損失引当金の増減額 (△は減少) シツ ヒキアテ キン ゾウゲン ガク				-				-				-				たな卸資産の増減額		O-15		609		(3,441)		4,050

				O-14		売上債権の増減額 (△は増加) ゾウカ				△ 22,981				△ 16,192				△ 6,789				仕入債務の増減額		O-16		10,216		8,273		1,942

				O-15		たな卸資産の増減額 (△は増加) ゾウカ		運転資本計 ウンテン シホン ケイ		609		運転資本計 ウンテン シホン ケイ		△ 3,441		運転資本計 ウンテン シホン ケイ		4,050				未払費用の増減額		O-17		5,526		4,902		624

				O-16		仕入債務の増減額 (△は減少) ゲンショウ		△ 6,630		10,216		△ 6,458		8,273		△ 173		1,942				運転資本の増減額 ゾウゲン				(6,630)		(6,458)		(173)

				O-17		未払費用の増減額 (△は減少) ゲンショウ				5,526				4,902				624				その他		O-19		(2,934)		(3,504)		569

				O-19		その他				△ 2,934				△ 3,504				569				利息及び配当金の受取額		O-20		1,091		1,879		(787)

				stt		           小計				21,487				21,144				343				利息の支払額		O-21		(1,518)		(1,875)		357

																						災害損失の支払額 サイガイ ソンシツ シハラ ガク		og-2		(64)		-		(64)

				O-20		利息及び配当金の受取額				1,091				1,879				△ 787				特別退職金の支払額 トクベツ タイショクキン シハライ ガク		og-13		-		(49)		49

				O-21		利息の支払額				△ 1,518				△ 1,875				357				法人税等の支払額		O-22		(4,363)		(4,155)		(207)

				og-2		災害損失の支払額 サイガイ ソンシツ シハラ ガク				△ 64				-				△ 64				営業活動によるＣＦ		tt1		16,632		16,942		(310)

				og-13		特別退職金の支払額 トクベツ タイショクキン シハライ ガク				-				△ 49				49				定期預金の増減額		I-1		144		(6)		150

				O-22		法人税等の支払額				△ 4,363				△ 4,155				△ 207				有価証券の増減額		I-2		(1)		300		(302)

				tt1		営業活動によるキャッシュ・フロー				16,632				16,942				△ 310				有形固定資産の取得による支出		I-3		(18,695)		(12,226)		(6,468)

																						有形固定資産の売却による収入		I-4		352		128		223

						【投資活動によるＣＦ】																無形固定資産の取得による支出		I-5		(639)		(842)		202

				I-1		定期預金の増減額 (△は増加) ゾウカ				144				△ 6				150				事業譲受による支出 ジギョウ ユズリウケ シシュツ		og-15		-		(817)		817

				I-2		有価証券の増減額 (△は増加) ゾウカ				△ 1				300				△ 302				投資有価証券の取得による支出 		I-6		(1,464)		(15,381)		13,916

				I-3		有形固定資産の取得による支出				△ 18,695				△ 12,226				△ 6,468				投資有価証券の売却による収入		I-7		7,604		13,431		(5,827)

				I-4		有形固定資産の売却による収入				352				128				223				投資有価証券の償還による収入 トウシ ユウカ ショウケン ショウカン シュウニュウ		I-7b		-		-		-

				I-5		無形固定資産の取得による支出				△ 639				△ 842				202				子会社株式の取得による支出 コガイシャ カブシキ シュトク シシュツ		og-8		-		-		-

				og-15		事業譲受による支出				-				△ 817				817				連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得支出 レンケツ ハンイ ヘンコウ トモナ コ カイシャ カブシキ シュトク シシュツ		I-11		-		(7)		7

				I-6		投資有価証券の取得による支出 				△ 1,464				△ 15,381				13,916				連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得収入 レンケツ ハンイ ヘンコウ トモナ コ カイシャ カブシキ シュトク シュウニュウ		I-10		-		1		(1)

				I-7		投資有価証券の売却による収入				7,604				13,431				△ 5,827				連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却収入		og-5		-		-		-

				I-7b		投資有価証券の償還による収入 トウシ ユウカ ショウケン ショウカン シュウニュウ				-				-				-				連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却支出		og-6		-		-		-

				og-8		子会社株式の取得による支出 コガイシャ カブシキ シュトク シシュツ				-				-				-				連結の範囲の変更に伴う関係会社出資金の売却による支出 レンケツ ハンイ ヘンコウ トモナ カンケイ カイシャ シュッシキン バイキャク シシュツ		og-14		-		-		-

				I-11		連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 レンケツ ハンイ ヘンコウ トモナ コ カイシャ カブシキ シュトク シシュツ				-				△ 7				7				短期貸付金の増減額 		I-8		(2,481)		(1,755)		(726)

				I-10		連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 レンケツ ハンイ ヘンコウ トモナ コ カイシャ カブシキ シュトク シュウニュウ				-				1				△ 1				長期貸付けによる支出		I-8b		-		-		-

				og-5		連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入				-				-				-				その他		I-9		(113)		66		(180)

				og-6		連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出				-				-				-				投資活動によるＣＦ		tt2		(15,295)		(17,108)		1,813

				og-14		連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 カンケイ カイシャ シュッシキン				-				-				-				短期借入金の純増減額 ジュン		F-1		11,276		(1,364)		12,641

				I-8		短期貸付金の増減額 (△は増加)  ゾウカ				△ 2,481				△ 1,755				△ 726				長期借入れによる収入 シュウニュウ		F-2		713		12,179		(11,465)

				I-8b		長期貸付けによる支出				-				-				-				長期借入金の返済による支出		F-3		(20,726)		(13,871)		(6,855)

				I-9		その他				△ 113				66				△ 180				長期借入金の増減額 チョウキ				(20,013)		(1,692)		(18,320)

				tt2		投資活動によるキャッシュ・フロー				△ 15,295				△ 17,108				1,813				リース債務の返済による支出 サイム ヘンサイ シシュツ		F-3b		(280)		(303)		22

																						株式の発行による収入 カブシキ ハッコウ シュウニュウ		F-9a		13,911		-		13,911

						【財務活動によるＣＦ】																非支配株主からの払込みによる収入 ヒ シハイ カブヌシ ハライコ シュウニュウ		F-9		127		-		127

				F-1		短期借入金の純増減額 (△は減少) ジュン ゲンショウ				11,276				△ 1,364				12,641				自己株式消却のための支出 ジコ カブシキ ショウキャク シシュツ		F-4		-		-		-

				F-2		長期借入れによる収入 シュウニュウ				713				12,179				△ 11,465				配当金の支払額		F-5		(1,605)		(1,382)		(223)

				F-3		長期借入金の返済による支出				△ 20,726				△ 13,871				△ 6,855				少数株主への配当金の支払額		F-6		(476)		(466)		(10)

				F-3b		リース債務の返済による支出 サイム ヘンサイ シシュツ				△ 280				△ 303				22				自己株式の増減額		F-7		(2)		(2)		(0)

				F-9a		株式の発行による収入 カブシキ ハッコウ シュウニュウ				13,911				-				13,911				セール・アンド・リースバックによる収入		F-10		-		-		-

				F-9		非支配株主からの払込みによる収入 ヒ シハイ ハライコミ シュウニュウ				127				-				127				その他		F-X		(0)		-		(0)

				F-4		自己株式消却のための支出				-				-				-				財務活動によるＣＦ		tt3		2,938		(5,211)		8,149

				F-5		配当金の支払額				△ 1,605				△ 1,382				△ 223				現金及び現金同等物に係る換算差額		Ⅳ		(284)		(93)		(190)

				F-6		非支配株主への配当金の支払額 ヒ シハイ				△ 476				△ 466				△ 10				現金及び現金同等物の増減額 ゾウゲン		Ⅴ		3,990		(5,471)		9,462

				F-7		自己株式の増減額 (△は増加) ゾウカ				△ 2				△ 2				△ 0				現金及び現金同等物の期首残高		Ⅵ		14,056		17,071		(3,015)

				F-10		セール・アンド・リースバックによる収入				-				-				-				連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 レンケツ ハンイ ヘンコウ トモナ ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲン ガク		Ⅶ		-		6		(6)

				F-X		その他				△ 0				-				△ 0				現金等の期末残高  トウ		Ⅷ		18,046		11,606		6,440

				tt3		財務活動によるキャッシュ・フロー				2,938				△ 5,211				8,149



				Ⅳ		現金及び現金同等物に係る換算差額				△ 284				△ 93				△ 190



				Ⅴ		現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) ゾウゲン ゲンショウ				3,990				△ 5,471				9,462



				Ⅵ		現金及び現金同等物の期首残高				14,056				17,071				△ 3,015



				●		合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 ガッペイ トモナ ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウカ ガク				-				-				-



				Ⅶ		連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) レンケツ ハンイ ヘンコウ トモナ ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク ゲンショウ

日本水産株式会社: 非連子を連子に変更した場合に使用。(指針46項)																

日本水産株式会社: 税金等調整前四半期純利益
税金等調整前当期純利益(▲損失)

等、更新をする。		-				6				△ 6



				Ⅷ		現金及び現金同等物の期末残高 キ マツ				18,046				11,606				6,440
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CF

								(Unit : 100 million yen)

				Result of 3Q of FY2016		Result of 3Q of FY2015		Increase
/Decrease				マスタ								2016年度9月期 ネンド ガツ キ										2015年度9月期 ネンド ガツ キ										増減 ゾウゲン										検証 ケンショウ

												①		②		③		④		①		②		③		④		合計 ゴウケイ		①		②		③		④		合計 ゴウケイ		①		②		③		④		合計 ゴウケイ

		・Income before income taxes		200		193		6				O-1								20,040								20,040		19,366								19,366		673								673		674		(1)

		・Depreciation & Amortization		121		126		(5)				O-2		O-2c						11,458		714						12,172		11,928		760						12,688		(469)		(46)						(515)		(516)		1

		・Working Capital		(66)		(64)		(1)				O-14		O-15		O-16		O-17		(22,981)		609		10,216		5,526		(6,630)		(16,192)		(3,441)		8,273		4,902		(6,458)		(6,789)		4,050		1,942		624		(173)		(172)		(1)

		・Income taxes paid		(43)		(41)		(2)				O-22								(4,363)								(4,363)		(4,155)								(4,155)		(207)								(207)		(208)		1

		・Others		(45)		(44)		(0)																				(4,587)										(4,499)										(88)		(88)		0

		Net cash provided by operating activities		166		169		(3)				tt1								16,632								16,632		16,942								16,942		(310)								(310)		(310)		0

		・Investment on (purchase of) plant and equipment		(193)		(130)		(62)				I-3		I-5						(18,695)		(639)						(19,334)		(12,226)		(842)						(13,068)		(6,468)		202						(6,266)		(6,266)		0

		・Others		40		(40)		80																				4,039										(4,040)										8,079		8,079		0

		Net cash provided by investment activities		(152)		(171)		18				tt2								(15,295)								(15,295)		(17,108)								(17,108)		1,813								1,813		1,813		0

		フリーキャシュフロー		29		(52)		81				tt3								2,938								2,938		(5,211)								(5,211)		8,149								8,149		8,149		0

		フリーキャッシュフロー		0		0		0				tt4																0										0										0		0		0

		現金等の期末残高 ゲンキン トウ キマツ ザンダカ		0		0		0				tt5																0										0										0		0		0

				0		0		0				tt6																0										0										0		0		0

				0		0		0				tt7																0										0										0		0		0

		・Increase(Decrease) in short-term lonas payable		112		(13)		126				F-1								11,276								11,276		(1,364)								(1,364)		12,641								12,641		12,640		1

		フリーキャシュフロー		0		0		0																				0										0										0		0		0

		・Increase(Decrease) in long-term loans payable		(200)		(16)		(183)				F-2		F-3						713		(20,726)						(20,013)		12,179		(13,871)						(1,692)		(11,465)		(6,855)						(18,320)		(18,321)		1

		・Income by issuing new stocks		139		-		139				F-9a								13,911								13,911		-								0		13,911								13,911		13,911		0

		・Others		(22)		(21)		(0)																				(2,236)										(2,155)										(83)		(81)		(2)

		Net cash provided by financial activities		29		(52)		81				tt3								2,938								2,938		(5,211)								(5,211)		8,149								8,149		8,149		0



		※財務活動 その他,減価償却費,財務活動 その他の書式設定はユーザー定義になっているため、更新時注意すること！！ ゲンカ ショウキャク ヒ ザイム カツドウ タ ショシキ セッテイ テイギ コウシンジ チュウイ





CF案②

								（単位：億円） タンイ オクエン

				2015年3月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ		2014年3月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ		増減 ゾウゲン				マスタ								2014年度 ネンド										2013年度 ネンド										増減 ゾウゲン										検証 ケンショウ

												①		②		③		④		①		②		③		④		合計 ゴウケイ		①		②		③		④		合計 ゴウケイ		①		②		③		④		合計 ゴウケイ

		・税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		200		193		6				O-1								20,040								20,040		19,366								19,366		673								673		674		(1)

		・減価償却費（のれん償却含む） ゲンカ ショウキャク ヒ ショウキャク フク		121		126		▲ 5				O-2		O-2c						11,458		714						12,172		11,928		760						12,688		(469)		(46)						(515)		(516)		1

		・運転資本 ウンテン シホン		▲ 66		▲ 64		▲ 1				O-14		O-15		O-16		O-17		(22,981)		609		10,216		5,526		(6,630)		(16,192)		(3,441)		8,273		4,902		(6,458)		(6,789)		4,050		1,942		624		(173)		(172)		(1)

		・法人税等の支払額 ホウジンゼイ トウ シハラ ガク		▲ 43		▲ 41		▲ 2				O-22								(4,363)								(4,363)		(4,155)								(4,155)		(207)								(207)		(208)		1

		・その他 タ		▲ 45		▲ 44		0																				(4,587)										(4,499)										(88)		(88)		0

		営業活動によるCF エイギョウ カツドウ		166		169		▲ 3				tt1								16,632								16,632		16,942								16,942		(310)								(310)		(310)		0

		・設備投資額（固定資産取得額） セツビ トウシ ガク コテイ シサン シュトク ガク		▲ 193		▲ 130		▲ 62				I-3		I-5						(18,695)		(639)						(19,334)		(12,226)		(842)						(13,068)		(6,468)		202						(6,266)		(6,266)		0

		・その他（有価証券売却額、貸付金増減等） タ ユウカ ショウケン バイキャク ガク カシツケ キン ゾウゲン トウ		40		▲ 40		80																				4,039										(4,040)										8,079		8,079		0

		投資活動によるCF トウシ カツドウ		▲ 152		▲ 171		18				tt2								(15,295)								(15,295)		(17,108)								(17,108)		1,813								1,813		1,813		0

		フリーキャシュフロー		13		▲ 1		15																				1,337										(166)										1,503		1,503		0





		【フリーキャッシュフローの主な使途】 オモ シト

		・借入金の増減額 カリイレ キン ゾウゲン ガク		▲ 87		▲ 30		▲ 56				F-1		F-2		F-3				11,276		713		(20,726)				(8,737)		(1,364)		12,179		(13,871)				(3,056)		12,641		(11,465)		(6,855)				(5,679)		(5,681)		2

		フリーキャシュフロー		0		0		0																				0										0										0		0		0

		・長期借入金の増減額 チョウキ カリイレ キン ゾウゲン ガク		0		0		0																				0										0										0		0		0

		・その他（リース債務の返済額等） タ サイム ヘンサイ ガク		116		▲ 21		138																				11,675										(2,155)										13,828		13,830		(2)

		財務活動によるCF ザイム カツドウ		29		▲ 52		81				tt3								2,938								2,938		(5,211)								(5,211)		8,149								8,149		8,149		0







(Unit : 100 million yen) Comparison with
4Q of FY2015

Overseas Subsidiaries

Domestic Subsidiaries
(81)

Non-consolidated
3

(67)

Total Debt 2,543 2,510 2,326 2,181
1,399 1,452 1,375 1,578
1,143 1,057 951 603
0.6% 0.6% 0.6% 0.5%
1.3% 1.3% 1.3% 1.3%
16.2 11.9 13.8 9.2
9% 7% 7% 5%
30.3 20.2 26.5 16.1
3.9 2.4 3.3 1.7
10.1 5.8 9.3 5.0

@120.55(End of Dec.) @119.96(End of Sep.) @120.61(End of Dec.) @101.12(End of Sep.)

(144)
Short-term loans payable 202
Long-term loans payable (347)

Average interest of short-term loans payable (0.1)%
Averate interset of long-term loans payable (0.1)%
Net Interest

Divident Income

Exchange rate (=US$1.00)

Ratio of Net Interest Cost on Operating Income

Interest Expenses
Interest Income

1,840 1,889 1,738 1,671

230 232
220 224

473 390
368 287

1,000

1,500

2,000

2,500

'15/3 '15/12 '16/3 '16/12

11 

Consolidated Loan Payable and Net Interest Cost 

  Decrease interest-bearing-loan by producing operating cash flow same level as previous 
year. 

 Impact of exchange 
conversion 

 Comparison with 4Q of 
FY2015 : -5,100 million yen 

 Comparison with 3Q of 
FY2015 : -5,500 million yen 


3期比較用

		

				入力エリア ニュウリョク																																																		カメラ元 モト

				　　↓

						'07/3		'08/3		'08/9		'08/12		'09/3		'09/9		'09/12		'10/3		'10/12				'14/3		'15/3		'16/3																								前期末比'増減 ゼンキマツヒゾウゲン

				ニッスイ個別 コベツ		1,218		1,040		1,468		1,627		1,813		1,797		1,830		1,791		2,120				1,971		1,840		1,738		1,840		1,877		1,907				⇒★3q15 Ｃ／Ｆ計算書.xlsxから転記 テンキ														▲102										（単位：億円）																				前期末

				国内関係会社 コクナイカンケイカイシャ		192		169		176		163		122		127		169		153		142				164		230		220		230		233		261																		▲9																														比増減 ヒゾウゲン

				海外関係会社 カイガイカンケイカイシャ		386		483		459		429		373		304		276		271		286				426		473		368		473		397		374																		▲105														海外関係会社

																				2216						2,561		2,543		2,326		2,543		2,506		2,542																																																▲105

																																																																				国内関係会社 コクナイ

				短期借入金 タンキカリイレキン																1146.39498						1278.87635		1399.41969		1375.53803		1399.41969		1349.70323		1399.42025

				長期借入金 チョウキカリイレキン																1069.93613						1282.59796		1143.99065		951.04734		1143.99065		1156.964		1142.58045																																ニッスイ個別 コベツ																▲9

																				(1)						2,561		2,543		2,327		2,543		2,507		2,542

																																																																																				▲102

														2008年度		2009年度		2009年度		2009年度		2010年度				2013年度		2014年度		2015年度

														年間		第2四半期		第3四半期		年間		第3四半期				通期		通期		通期

				借入利率(短） カリイレリリツタン										1.30%		1.20%				1.16%		1.08%				0.72%		0.65%		0.573%		0.65%		0.60%		0.57%		0.70%								'10/3		'10/12		0		'14/3		'15/3		'16/3		直近の増減 チョッキンゾウゲン

				借入利率(長） カリイレリリツチョウ										2.00%		1.80%				1.65%		1.79%				1.40%		1.33%		1.317%		1.33%		1.33%		1.31%		1.44%						借入金合計		2216		0		0		2561		2543		2326		-216						借入金合計						0		0		0		2,561		2,543		2,326		▲216		＋0

				純金利負担 ジュンキンリフタン										24.8		11.8		17.3		19.7		16.5				16.9		16.2		13.8		16.2		3.6		6.8		14.6						　短期借入金		1146.39498		0		0		1278.87635		1399.41969		1375.53803		-23.88166						　短期借入金						1,146		0		0		1,278		1,399		1,375		▲23		＋0

				支払利息 シハラリソク										40.9		18.6		27.0		35.8		25.9				32.7		30.3		26.5		30.3		6.8		13.6		25.0						　長期借入金		1069.93613		0		0		1282.59796		1143.99065		951.04734		-192.94331						　長期借入金						1,069		0		0		1,282		1,143		951		▲192		＋0

				受取利息 ウケトリリソク										5.1		2.9		4.2		5.9		4.3				4.7		3.9		3.3		3.9		0.8		1.6		3.6						短借平均利率		1.16%		1.08%		0.00%		0.72%		0.649%		0.57%		-0.0007592522						短期借入金平均利率 タンキカリイレキン						1.2%				0.0%		0.7%		0.6%		0.6%		▲0.1%

				受取配当金 ウケトリハイトウキン										10.9		3.8		5.3		10.2		5.0				11.0		10.1		9.3		10.1		2.2		5.0		6.7						長借平均利率		1.65%		1.79%		0.00%		1.40%		1.33%		1.32%		-0.0001741434						長期借入金平均利率 チョウキカリイレキン						1.7%				0.0%		1.4%		1.3%		1.3%		▲0.0%

				営業利益 エイギョウリエキ																62.2		78.0				139.3		181.1		194.4		181.1		51.0		95.9		116.7						純金利負担		19.7		16.5		0.0		16.9		16.2		13.8								純金利負担						19.7		16		0.0		16.9		16.2		13.8

				純金利負担/営業利益 ジュンキンリフタンエイギョウリエキ										31.5		38.0		67.0		32%		21%				12%		9%		7%		9%		7%		7%		13%						対営業利益純金利負担率		32%		21%		0%		12%		9%		7%								対営業利益純金利負担率						32%				0%		12%		9%		7%

																																												　支払利息		35.8		25.9		0.0		32.7		30.3		26.5								　支払利息						35.8		25.9		0.0		32.7		30.3		26.5

																																												　受取利息		5.9		4.3		0.0		4.7		3.9		3.3								　受取利息						5.9		4.3		0.0		4.7		3.9		3.3

																																												　受取配当金		10.2		5.0		0.0		11.0		10.1		9.3								　受取配当金						10.2		5		0.0		11.0		10.1		9.3

																																												　為替レート（USD） カワセ		62.2		78.0		105.39		105.39		120.55		120.61								　為替レート（US$1） カワセ										@105.39		@105.39(12月末)		@120.55(12月末)		@120.61(12月末)

																																																				(12月末) ガツマツ		(12月末) ガツマツ		(12月末) ガツマツ

																										'11/12

																										2,076

																										121

																										385

																										2,581

																										1467.38917

																										1114.38287

																										2,582

																										2011年度

																										第3四半期

																										1.08%

																										1.72%

																										17.6

																										27.9

																										4.0

																										6.2

																										112.0

																										16%





3期比較用

		



ニッスイ個別

国内関係会社

海外関係会社



4期比較用

		

				入力エリア ニュウリョク																																																		カメラ元 モト

				　　↓

						'07/3		'08/3		'08/9		'08/12		'09/3		'09/9		'09/12		'10/3		'10/12		'15/3		'15/12		'16/3		'16/12																								前期末比'増減 ゼンキマツヒゾウゲン

				ニッスイ個別 コベツ		1,218		1,040		1,468		1,627		1,813		1,797		1,830		1,791		2,120		1,840		1,889		1,738		1,671		1,840		1,877		1,907				⇒★3q16 Ｃ／Ｆ計算書.xlsxから転記 テンキ														▲67												(Unit : 100 million yen)																		Comparison with

				国内関係会社 コクナイカンケイカイシャ		192		169		176		163		122		127		169		153		142		230		232		220		224		230		233		261																		＋3																														4Q of FY2015

				海外関係会社 カイガイカンケイカイシャ		386		483		459		429		373		304		276		271		286		473		390		368		287		473		397		374																		▲81														Overseas Subsidiaries

																				2216				2,543		2,510		2,326		2,181		2,543		2,506		2,542

																																																																				Domestic Subsidiaries

				短期借入金 タンキカリイレキン																1146.39498				1399.41969		1452.93893		1375.53803		1578.16304		1399.41969		1349.70323		1399.42025																																																(81)

				長期借入金 チョウキカリイレキン																1069.93613				1143.99065		1057.12508		951.04734		603.51239		1143.99065		1156.964		1142.58045																																Non-consolidated

																				(1)				2,543		2,510		2,327		2,182		2,543		2,507		2,542																																																3

																																																																																				(67)

														2008年度		2009年度		2009年度		2009年度		2010年度		2014年度		2015年度		2015年度		2016年度

														年間		第2四半期		第3四半期		年間		第3四半期		通期		第3四半期		通期		第3四半期

				借入利率(短） カリイレリリツタン										1.30%		1.20%				1.16%		1.08%		0.65%		0.602%		0.57%		0.496%		0.65%		0.60%		0.57%		0.70%								'10/3		'10/12		'15/3		'15/12		'16/3		'16/12		直近の増減 チョッキンゾウゲン

				借入利率(長） カリイレリリツチョウ										2.00%		1.80%				1.65%		1.79%		1.33%		1.313%		1.32%		1.266%		1.33%		1.33%		1.31%		1.44%						借入金合計		2216		0		2543		2510		2326		2181		-144						Total Debt						2,543		0		2,543		2,510		2,326		2,181		(144)		0
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Net Sales

Operating Income

Increase/Decrease

Amount %

Rev ised plan f or
FY2016 as of

Nov .4

18 138.1

2,447

Result of 3Q
of FY2016

Result of 3Q
of FY2015

1,952
67

2,106
48

79.8

Progress rate

64 105.5

(153) 92.7
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Marine Products Business 

 Substantial increase in profit due to the significant recovery of sales price in Salmon/Trout farming 
business in South America. 

(Unit : 100 million yen) 

N
et S

ales 
O

perating Incom
e 

(Unit : USD/kg) 

(Unit : 100 million yen) 
From this fiscal year, fish roe business was 
shifted from Food Products Business to 
Marine Products Business. 
(Net Sales : 2,373 million yen and Operating 
Income 355 million yen in FY2015) 

(Unit : 100 million yen) 

<Domestic Market Condition of marine products (salmon/Trout) 
(Unit : yen/kg) 

<Price trends for Pollack fillet (Calculated from data by NMFS) 
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Marine Products Business 
Net Sales & Operating Income (Y-on-Y) 

Major Causes of Fluctuation 
 
<Fisheries> (Both revenue and income 
increased) 
 Japan 
Good catch in bonito and yellow tail as well as 
decrease in repair cost and fuel cost due to low cost 
of crude oil 
<Aquaculture>(Revenue decreased but 
income increased) 
 Salmon/Trout business in Chile 
While sales volume decreased due to toxic tide, sales 
price improve dramatically and the valuation of fish in 
the aquaculture pond improved. 
 Domestic aquaculture 
• Tuna : Sales price turned down 
• Yellow tail : Decrease in sales volume 
• Salmon/Trout : Farming cost increased 
<Processing/Trading>(Both revenue and 
income decreased) 
 Alaskan Pollock Operation 
Decrease in roe ration and continuing stagnant fillet 
market. Sales price of surimi went down.  

16/12 15/12 

Profit or loss 
 on business 
Valuation of fish 

 in the ponds 
(Valuation by IFRS) 

(17) 

(Unit : 100 million yen) 

3 

(Unit : 100 million yen) 
Net Sales (Line Chart) Operating Income (Bar Chart) 

Fishery Aquaculture Processing 
/Trading 

Non- 
Consolidated 

Consolidated 
Adjustment 

13 

Total 
Operating 
Income 

 9 5 21  １ (6) 25 27 29 <Salmon/Trout 
 aquaculture business 

 in Chile> 

Valuation of fish in the ponds is  calculated every quarter based on IFRS, included in 
Marine Products Business ‘ operating income. 

The Italic figures in the lower part of this chart shows the accumulation of the bar (operating income) 

Consolidated Adjustment  of net sales and operating income includes the amortization of goodwill and 
unrealized income in inventory. 
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Marine Products Business 
Non-Consolidated (Y-on-Y) 

<Sales by Main Species (Y-on-Y)> <Net Sales (Monthly)> 

<Operating Income (Quarterly)> 

(Unit : 100 million yen) 

 Secured income increase as the gross margin ratio improved while sales volume stay the same level. 

(Unit : 100 million yen) 



Net Sales

Operating Income

Amount %

76.7

93 86 7 108.4 100 94.0

2,257 2,305 (47) 97.9 2,945

Progress rate
Result of 3Q

of FY2016
Result of 3Q

of FY2015
Increase/Decrease Rev ised plan f or

FY2016 as of
Nov .4

Food Products Business 

 Despite sluggish business in North America, non-consolidated Food Business went strong including 
chilled business. 

(Unit :100 million yen) 

N
et S

ales 
O

perating Incom
e 

(Unit : 100 million yen) 

<Increase/Decrease of Operating Income in 3Q(Y-on-Y) 
Domestic : Oct.-Dec., Overseas : Jul.-Sep.  

0 

(Unit :100 million yen) (Unit : %) 
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From this fiscal year, fish roe business was 
shifted from Food Products Business to 
Marine Products Business. 
(Net Sales : 2,373 million yen and Operating 
Income 355 million yen in FY2015) 
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Food Products Business 
Sales & Operating Income (Y-on-Y) 

Main Causes of Fluctuations 
<Processing>(Revenue decreased but income 
increased) 
 ・North America 
Retail ; Not able to cover significant decrease in sales 

and profit in the 1st quarter due to slow sales 
of key products  

Food Service : Income increased as price of shrimp 
(raw material) is keeping low price. 

 Europe 
Income decreased due to weak Euro while sales 
volume increased 
 Japan 
Sales of frozen foods for retail and frozen food for food 
services were strong, in addition to cost reduction 
such as decrease in import cost because of strong yen 
which resulted in keeping revenue and income 
increased. 
 
<Chilled Business>(Both revenue and income 
increased) 
 Increase both in sales and profit thanks to strong 

sales of salads and deli foods to convenience store. 

         

Processing Non 
Consolidated 

Consolidated 
Adjustment 

Total Operating Income 

  41   31   21   26  24  34 

Net Sales (Line Chart) Operating Income (Bar Chart) 
(Unit : 100 million yen) 

 Each graph (excluding Non-consolidated and Consolidated adjustment) shows the total of consolidated 
subsidiaries.  

 The Italic figures in the lower part of this chart shows the accumulation of the bar (operating income).  
 Consolidated Adjustment of operating income includes the amortization of goodwill and unrealized income 

in inventory. 

Chilled 
Processing 



Food Products Business 
Non-consolidated (Y-on-Y) 

<Net Sales by Categories (Y-on-Y)> 

<Frozen Surimi Importing Price> 

(Unit : yen/kg) 

 Revenue increased with frozen prepared foods, fish paste products including fish sausage and other 
processed foods while income increased due to the effort to cut down cost and strong yen 

17 

<Net Sales (Monthly)> 

(Unit : 100 million yen) 
<Operating Income (Quarterly)> 

(Unit : 100 million yen) 
(Unit : 100 million yen) 



Net Sales

Operating Income

Amount %
Progress rate

Result of 3Q
of FY2016

Result of 3Q
of FY2015

Increase/Decrease Rev ised plan f or
FY2016 as of

Nov .4

70.4

28 35 (6) 80.8 39 72.7

187 189 (1) 99.0 267 <Non-Consolidated> 
 Sales volume decreased due to measures to 

promote the use of generic drugs 
 Functional material : Decrease in sales volume 

of “IMARK S” on mail order system. 
 
<Group Companies> 
 While sale of clinical diagnostic medicine and 

industrial test reagent went well, production 
cost increased. 
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Fine Chemicals Business 

 Sales slightly decreased due to the remaining generic drug promotion effect 

Major Causes of Fluctuation 

(Unit : 100 million yen) 

O
perating Incom

e 
N

et S
ales 

1Q 2Q 3Q 4Q 
Clinical Diagnostic Medicine :  
Bacteria test reagent 

(Unit : 100 million yen) 

0 

(Unit : 100 million yen) 
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Logistics 

 Secured the same level of income as previous year, while the initial cost of the opening of Oosaka-
Maishima Logistics center occurred. 

(Unit :100 million yen) 

N
et S

ales 
O

perating Incom
e 

0 

Major Causes of Increase/Decrease Net Sales

Operating Income

104.5 158

Result of 3Q
of FY2016

Result of 3Q
of FY2015

Increase/Decrease Rev ised plan f or
FY2016 as of

Nov .4Amount %

77.2

14 15 (0) 93.8 17 87.4

121 116

Progress rate

5

(Unit : 100 million yen) 

(Unit :100 million yen) 

・ Increase in sales due to the opening of  
   Oosaka-Maishima Logistics center. 
 
・ Depreciation and initial cost occurred. 



(Amount) (%)

Net Sales 6,280 6,050 230 103.8 6,371
Marine Products 2,607 2,447 160 106.5 2,727
Food Products 3,022 2,945 77 102.6 3,023
Fine Chemicals 259 267 (8) 97.0 256
Logistics 159 158 1 100.6 151
Others 233 233 0 100.0 212

Operating Income 215 195 20 110.3 194
Marine Products 74 64 10 115.6 44
Food Products 109 100 9 109.0 101
Fine Chemicals 38 39 (1) 97.4 46
Logistics 17 17 0 100.0 18
Others 7 5 2 140.0 6
Common Cost (30) (30) 0 100.0 (23)

Ordinary Income 235 200 35 117.5 206

Profit attributable to owners of parent 140 120 20 116.7 123

EPS (Net Profit per share) (Unit : yen) 47.29 yen 40.54 yen - - 44.55 yen

Revised Plan
for FY2016 as

of Nov. 4

Revised plan
for FY2016 as

of Feb. 3

Increase/Decrease
(Compared with revised plan

as of Nov. 4) Result of
FY2015

 Estimate revenue and income increased in both Marine Products and Food Products Business.  

20 

FY2016 Revised Plan by Business Segment 
(Compared with the revised plan as of Nov. 4) 

(Unit : 100 million yen) 

Marine Products 

 Maintain healthy 
business in Salmon/Trout 
aquaculture business in 
South America  

Food Products 

 Non-consolidated 
Revenue increase as frozen 
foods for retail and frozen 
foods for food service are 
strong and thorough control 
on selling cost while foreign 
exchange risk 

 Chilled Business 
Salads and deli foods results 
in income increase 

Revised Point 
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Merge Food Products Business and Fine Chemicals Business 
(Foods with function claims) 

 Sausages, canned foods and soups, as well as frozen foods, were accepted  
as foods with function claims. 

Appealing an effort of “decreasing serum triglyceride levels”, as the system of food with function claim. 

 Acceptance status of foods with function claims : 30 products have been accepted (as of January 16) 
1. Processed foods: (9 products : 6 fish paste (surimi) 

products and 3 soups) 
2. Frozen Prepared Foods (6 products) 
3. Shelf-stable and others (7 products) 

22 products will be on the market by 
summer. 

Nissui’s efforts toward the future: 
 Enhance customer appeal for products not only limited to neutral 

lipids by using the versatility of EPA (eicosapentaenoic acid) 
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 A help with Family Meal Time   High Quality  
Domestically-Produced Ingredients 

 Healthy Living with a Healthy Diet  A Feast at Home 
 with Ready-made Everyday Dishes 

(Ref.) New and renewal items Line-up 
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Disclaimer regarding forward-looking statements 

Nippon Suisan Kaisha., Ltd.  
February 3, 2017  
Code: 1332  
Contact: Corporate Strategic Planning &  
               IR Office Public & Investor  
               Relations Section  
+81-3-6206-7044 
http://www.nissui.co.jp/ir/index.html 

This presentation contains forward-looking statements regarding Nissui’s business projections for the 
current term and future terms. All forward-looking statements are based on rational judgment of 
management derived from the information currently available to it, and the Company provides no 
assurances that these projections will be achieved.  
  

Please be advised that the actual business performance may differ from these business projections due to 
changes of various factors. Significant factors which may affect the actual business performance includes 
but are not limited to the changes in the market economy and product demand, foreign exchange rate 
fluctuations, and amendments to various international and Japanese systems and laws.  
  

Accordingly, please use the information contained in this presentation at your own discretion. The Company 
assumes no liability for any losses that may arise as a result through use of this presentation. 
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