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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第2四半期 129,342 △7.3 2,986 1.9 3,255 △1.6 1,674 △14.7

21年3月期第2四半期 139,579 ― 2,931 ― 3,309 ― 1,962 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第2四半期 7.48 ―

21年3月期第2四半期 8.76 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第2四半期 101,494 27,594 22.8 103.23
21年3月期 98,743 25,849 21.9 96.62

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  23,119百万円 21年3月期  21,643百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ― ― 2.00 2.00

22年3月期 ― ―

22年3月期 
（予想）

― 2.00 2.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 260,000 △6.0 4,500 △6.4 4,400 △13.2 2,200 △29.2 9.82
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

[（注）詳細は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。] 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
[(注）詳細は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。] 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

[(注）詳細は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。] 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場
合があります。なお、上記予想に関する事項につきましては、５ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 224,392,998株 21年3月期  224,392,998株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  442,666株 21年3月期  383,663株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 223,982,772株 21年3月期第2四半期 224,053,113株
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（参考） 

(％表示は対前期増減率) 

 
  

  平成22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 209,000 △7.9 2,000 △21.7 2,100 △21.7 1,500 △36.5 6 70
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当第２四半期連結累計会計期間におけるわが国経済は、昨年来の世界的金融危機の影響を受け、企業収

益の低迷と雇用情勢の悪化に加えて、個人消費も一層減退するなど、先行き不透明な環境が続きました。

当業界におきましても、消費者の低価格商品志向が一層明確になり、販売競争の激化による販売価格の低

迷に食肉相場の下落が相まって、事業環境はきわめて厳しいものとなりました。  

 このような状況のなか、当社グループは「健康で豊かな食生活を創造するために安全・安心な商品を提

供し、社会と食文化の発展に貢献していく」という基本的な考えのもと、「香薫ウインナー」をはじめと

する主力商品の拡販、生産コストの削減等の諸施策に取り組み、収益の確保に努めました。  

 この結果、当第２四半期連結累計会計期間の連結業績は、売上高は１,２９３億４２百万円（前年同期

比７.３％減）、営業利益は２９億８６百万円（同１.９％増）、経常利益は３２億５５百万円（同１.６ 

％減）、第２四半期純利益は１６億７４百万円（同１４.７％減）となりました。  

＜食肉部門＞  

 個人消費の減退と低価格商品志向が一層進んだことで食肉需要が大きく落ち込む一方で、食肉相場の下

落が相まって、食肉部門の市場環境は一層厳しさを増しました。このような状況のなか、当社グループは

高付加価値のオリジナルブランド商品の充実を図り拡販に努めましたが、当部門の売上高は、５５７億 

４７百万円（前年同期比１３．８％減）となりました。  

＜ハム・ソーセージ部門＞  

 個人消費が落ち込むなか、主原料である豚肉の調達価格と燃料費の下落に加え、生産コストの一層の削

減とともに、「香薫シリーズ」や連タイプのロ－スハム、ベ－コンなどの主力ブランド商品の拡販に努め

た結果、当部門の売上高は、２８５億５０百万円（前年同期比０．３％減）となりました。  

＜加工食品ほか部門＞  

 加工食品ほか部門におきましては、原料肉の価格は下落したものの、消費者の中国産商品離れと個人消

費の減退により販売数量が落ち込み、加工食品生産子会社の稼働率が低迷するなど、非常に厳しい市場環

境が続きました。そのような状況下、当社グループは、お客様のニーズにお応えできる商品を開発、発売

し直火焼ハンバーグやロ－ルキャベツなどの主力商品とともに拡販に努めましたが、売上高は、４５０億

４３百万円（前年同期比２．７％減）となりました。 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ２７億５１百万円増加の

１,０１４億９４百万円となりました。これは主に現金及び預金が２７億４１百万円増加したことと、商

品及び製品が３億５４百万円増加したことによるものであります。  

 負債については、前連結会計年度末に比べて１０億６百万円増加の７３９億円となりました。主に一年

内返済予定長期借入金が５億円及び長期借入金が２億５百万円増加したことによるものであります。  

 純資産については、前連結会計年度末に比べて１７億４４百万円増加し２７５億９４百万円となりまし

た。主に利益剰余金が１２億４５百万円増加したこととその他有価証券評価差額金が２億７百万円増加し

たことによるものであります。  

  

 

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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（キャッシュフロ－の状況）  

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて２６億８０百

万円増加し８４億３５百万円となりました。  

＜営業活動によるキャッシュフロ－＞  

 主に棚卸資産の増加があったものの税金等調整前四半期純利益３１億９０百万円の計上により、資金は

４１億７１百万円増加しました。  

＜投資活動によるキャッシュフロ－＞  

 主に生産設備の更新や生産性の向上、品質の安定化のために１５億７３百万円の有形固定資産を取得し

たことにより、投資活動における資金は１９億１２百万円減少しました。  

＜財務活動によるキャッシュフロ－＞  

 主に長期借入金３５億円の調達、長期借入金２８億４百万円の返済および配当金４億４４百万円の支払

いにより、財務活動における資金は４億４百万円増加しました。  

通期連結業績予想につきましては、景気動向や食肉市況の見通しが不透明で業績予想が困難な状況であ

るため、売上高を除いて、前回予想数値を修正しておりません。今後、業績修正が必要になった場合に

は、速やかに開示致します。 

（参考） 

(％表示は対前期増減率) 

 
  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

  平成22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 209,000 △7.9 2,000 △21.7 2,100 △21.7 1,500 △36.5 6 70
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該当事項はありません。 

  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等は前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりまし

たが、当第２四半期連結会計期間末において実績率が著しく変動したため見直し後の実績率を使用

しております。 

②棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見

積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

③繰延税金資産の回収可能性の判断 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時

差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の

業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

④税金費用の計算 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税

引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

  

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契

約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適

用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第２四半期連結会計期間末までの進捗部

分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比

例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありません。 

  

  

  

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,548 5,806

受取手形及び売掛金 24,040 24,442

有価証券 9 9

商品及び製品 12,446 12,092

仕掛品 538 553

原材料及び貯蔵品 1,030 993

その他 3,138 3,182

貸倒引当金 △29 △35

流動資産合計 49,722 47,045

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 18,547 19,050

土地 19,202 18,762

その他（純額） 6,928 6,857

有形固定資産合計 44,677 44,670

無形固定資産 846 964

投資その他の資産   

投資有価証券 4,138 3,883

その他 2,140 2,225

貸倒引当金 △30 △45

投資その他の資産合計 6,248 6,063

固定資産合計 51,772 51,698

資産合計 101,494 98,743
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 24,527 24,917

短期借入金 8,558 8,520

1年内返済予定の長期借入金 6,014 5,514

未払法人税等 1,129 952

賞与引当金 1,029 980

役員賞与引当金 － 24

その他 7,625 7,151

流動負債合計 48,885 48,059

固定負債   

社債 524 250

長期借入金 13,455 13,249

退職給付引当金 6,071 6,326

役員退職慰労引当金 112 97

その他 4,851 4,911

固定負債合計 25,015 24,834

負債合計 73,900 72,893

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,363 3,363

資本剰余金 3,964 3,964

利益剰余金 14,522 13,276

自己株式 △51 △44

株主資本合計 21,798 20,560

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 634 427

繰延ヘッジ損益 △6 △6

土地再評価差額金 874 874

為替換算調整勘定 △182 △212

評価・換算差額等合計 1,320 1,083

少数株主持分 4,475 4,206

純資産合計 27,594 25,849

負債純資産合計 101,494 98,743
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 139,579 129,342

売上原価 116,487 106,681

売上総利益 23,092 22,660

販売費及び一般管理費 20,161 19,673

営業利益 2,931 2,986

営業外収益   

受取利息及び配当金 89 56

持分法による投資利益 73 104

補助金収入 230 －

その他 358 401

営業外収益合計 751 562

営業外費用   

支払利息 290 251

その他 82 42

営業外費用合計 372 293

経常利益 3,309 3,255

特別利益   

投資有価証券売却益 20 19

関係会社出資金売却益 － 73

その他 8 7

特別利益合計 29 100

特別損失   

固定資産除却損 55 50

投資有価証券評価損 － 110

減損損失 91 －

その他 59 5

特別損失合計 206 165

税金等調整前四半期純利益 3,132 3,190

法人税等 966 1,119

少数株主利益 202 396

四半期純利益 1,962 1,674
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 3,132 3,190

減価償却費 1,990 1,869

減損損失 91 －

投資有価証券評価損益（△は益） 24 110

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8 △20

賞与引当金の増減額（△は減少） 52 24

退職給付引当金の増減額（△は減少） 124 △254

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △24 15

受取利息及び受取配当金 △89 △56

支払利息 290 251

投資有価証券売却損益（△は益） △20 △19

関係会社出資金売却損益（△は益） － △73

持分法による投資損益（△は益） △73 △104

有形固定資産売却損益（△は益） 3 0

有形固定資産除却損 55 50

売上債権の増減額（△は増加） △1,369 401

その他の流動資産の増減額（△は増加） △338 257

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,806 △417

仕入債務の増減額（△は減少） 2,290 △390

その他の流動負債の増減額（△は減少） 1,213 347

未払消費税等の増減額（△は減少） 87 154

小計 5,641 5,336

利息及び配当金の受取額 100 67

利息の支払額 △304 △258

法人税等の支払額 △752 △973

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,685 4,171

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,656 △1,573

有形固定資産の売却による収入 21 22

無形固定資産の取得による支出 △83 △125

投資有価証券の取得による支出 △6 △16

投資有価証券の売却による収入 20 50

貸付けによる支出 △271 △285

貸付金の回収による収入 42 30

敷金の差入による支出 △18 △18

敷金の回収による収入 49 124

定期預金の増減額（△は増加） 0 △61

長期前払費用の取得による支出 △28 △53

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

－ △3

その他 29 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,904 △1,912
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 121 38

リース債務の返済による支出 △13 △31

長期借入れによる収入 2,391 3,500

長期借入金の返済による支出 △3,360 △2,804

社債の発行による収入 － 400

社債の償還による支出 △62 △62

割賦債務の返済による支出 △168 △129

配当金の支払額 △57 △444

種類株式の取得による支出 △1,724 －

少数株主への配当金の支払額 △54 △54

自己株式の取得による支出 △2 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,930 404

現金及び現金同等物に係る換算差額 92 15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △58 2,680

現金及び現金同等物の期首残高 8,167 5,755

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,109 8,435

11

プリマハム㈱平成22年3月期　第2四半期決算短信



該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）および当第２四半 

 期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

当社企業グループの取り扱う製品等を種類・性質、製造方法、販売市場等の類似性に基づいて区

分した結果、同一事業種類の売上高および営業損益の金額がいずれも全セグメントの90％を超えて

いるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）および当第２四半 

 期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社の売上高の合計の金額が全セグメントの10％未満

のため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

【海外売上高】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）および当第２四半 

 期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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