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平成１８年３月期  個別財務諸表の概要                平成１８年５月２２日 
会 社 名          相 模 ハ ム 株 式 会 社                   上場取引所      ＪＱ 
コ ー ド 番 号        ２２８９               本社所在都道府県   神奈川県 
（ＵＲＬ   http://www.sagamiham.co.jp/） 
代 表 者  役  職  名 代表取締役社長 
        氏    名 程 島 八 郎 
問い合わせ先        責任者役職名 取締役管理本部長 

氏    名 尾 崎 郁 郎     ＴＥＬ(0466)48－8111 
決算取締役会開催日  平成１８年５月２２日     中間配当制度の有無    有   
配当支払開始予定日  平成１８年６月３０日     定時株主総会開催日  平成１８年６月２９日 
単元株制度採用の有無  有（１単元 1,000 株） 

 

１. １８年３月期の業績(平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日) 

（１） 経営成績                          （端数処理の方法：百万円未満切捨） 

 売    上    高 営  業  利  益 経  常  利  益 

 

１８年３月期 

１７年３月期 

百万円      ％

20,002  ( △2.9) 

20,608  (  1.8) 

百万円      ％

△ 631  (  － ) 

△ 318  (  － ) 

百万円      ％

△ 424  (   － ) 

△ 95  (  － ) 
 
 

当期純利益 
１株当たり  

当期純利益 

潜在株式調整
後１株当たり
当期純利益 

株主資本 

当期純利益率 

総資本 

経常利益率 

売上高 

経常利益率

 

１８年３月期 

１７年３月期 

    百万円    ％ 

△648 (  － )  

0 (△99.6)  

    円   銭

△67   91 

0   09 

    円   銭

   －   － 

   －   － 

％ 

△17.2   

0.0   

％ 

△ 3.9  

△ 0.9  

％

△ 2.1  

△ 0.4  

（注）①期中平均株式数   １８年３月期  9,552,289 株    １７年３月期 9,557,196 株 

      ②会計処理の方法の変更   無 

      ③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

 

（２） 配当状況 

１株当たり年間配当金 
 

 中  間 期  末 

配当金総額 

（ 年 間 ）
配当性向 

株主資本    

配 当 率     

 

１８年３月期 

１７年３月期 

 円  銭 

   4   00 

   4   00 

円  銭

   0   00 

   0   00 

円  銭

   4   00 

   4   00 

      百万円

38 

38 

        ％ 

  － 

  － 

％

 1.1 

 0.9 

 

（３） 財政状態 

 総  資  産 株 主 資 本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 

１８年３月期 

１７年３月期 

百万円 

  11,069 

  10,930 

百万円

3,484 

4,062 

％ 

31.5 

37.2 

円    銭

364     88 

425     17 

(注)①期末発行済株式数  １８年３月期 9,549,334 株  １７年３月期 9,554,674 株 

②期末自己株式数   １８年３月期    20,666 株  １７年３月期    15,326 株 

 

２．１９年３月期の業績予想(平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日) 

１株当たり年間配当金  
売 上 高 経常利益 当期純利益 

中 間 期 末  

 

中 間 期 

通    期 

百万円 

 8,900 

18,000 

百万円

△ 50 

100 

百万円

△ 60 

60 

   円  銭 

  0  00 

  -   - 

   円  銭 

  -   - 

  4  00 

円  銭

  -   - 

  4  00 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   ６円 27 銭 

 

※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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る

本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果

となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきまし

ては、添付資料の６ページをご参照してください。
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２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 
対前年比

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減 
（千円）

（資産の部）   
Ⅰ 流動資産   
１．現金及び預金 ※１ 1,150,808 1,144,927 
２．受取手形  62,155 47,371 
３．売掛金 ※４ 1,895,596 1,828,311 
４．有価証券  3,209 2,046 
５．商品  489,547 440,233 
６．製品  27,738 38,518 
７．原材料  220,042 477,160 
８．仕掛品  30,455 18,461 
９．貯蔵品  10,490 12,130 
10．前払費用  44,379 42,307 
11．繰延税金資産  78,696 61,078 
12．従業員短期貸付金  7,988 2,854 
13．関係会社短期貸付金  349,441 259,440 
14．未収入金 ※４ 197,283 210,107 
15．デリバティブ債権  7,086 29,316 
16．繰延ヘッジ損失  128,346 6,864 
17．その他の流動資産  863 17,348 

貸倒引当金  △ 10,573 △ 11,132 
流動資産合計  4,693,555 42.9 4,627,348 41.8 △ 66,207

Ⅱ 固定資産   
１．有形固定資産   
(1）建物 ※１ 4,072,924 4,069,190  

減価償却累計額  2,505,916 1,567,008 2,598,526 1,470,663 
(2）構築物 ※１ 337,345 339,754  

減価償却累計額  270,763 66,582 278,398 61,355 
(3）機械及び装置 ※１ 1,614,932 1,556,559  

減価償却累計額  1,367,765 247,166 1,335,083 221,475 
(4）車両及び運搬具  62,961 58,881  

減価償却累計額  57,743 5,218 54,894 3,987 
(5）工具器具及び備品  426,685 438,906  

減価償却累計額  363,156 63,529 384,316 54,590 
(6）土地 ※１ 2,078,527 2,073,427 
(7）建物仮勘定  － 9,575 
有形固定資産合計  4,028,032 36.9 3,895,075 35.2 △132,956

２．無形固定資産   
(1）ソフトウェア  7,075 5,385 
(2）電話加入権  17,682 17,973 
(3）施設利用権  2,368 2,154 
無形固定資産合計  27,126 0.2 25,513 0.2 △1,612

３．投資その他の資産   
(1）投資有価証券 ※１ 915,923 1,087,965 
(2）関係会社株式  820,104 750,104 
(3）出資金  41,991 41,481 
(4）従業員長期貸付金  7,111 8,662 
(5）関係会社長期貸付金  130,490 374,050 
(6）破産・更生債権等  59,913 16,376 
(7）長期前払費用  14,131 11,277 
(8）敷金及び保証金  158,692 156,090 
(9）保険積立金  103,109 97,324 

貸倒引当金  △ 69,716 △ 22,010 
投資その他の資産合計  2,181,750 20.0 2,521,321 22.8 339,571

固定資産合計  6,236,909 57.1 6,441,910 58.2 205,001
資産合計  10,930,465 100.0 11,069,259 100.0 138,794
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前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 
対前年比

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減 
（千円）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．支払手形  54,255 24,371 

２．買掛金 ※４ 1,193,845 1,419,711 

３．短期借入金 ※１ 2,678,000 3,138,000 

４．１年以内に返済予定の長期
  借入金 

※１ 244,768 252,364 

５．１年以内に償還予定の社債  20,000 20,000 

６．未払金  174,969 198,158 

７．未払費用  100,893 96,616 

８．未払法人税等  8,081 25,069 

９．未払消費税等  7,026 - 

10．預り金  6,079 7,550 

11．前受収益  － 921 

12．賞与引当金  139,000 121,000 

13．デリバティブ債務  128,346 6,864 

14．繰延ヘッジ利益  7,086 29,316 

15．その他の流動負債  570 3,369 

流動負債合計  4,762,923 43.6 5,343,314 48.3 580,391

Ⅱ 固定負債   

１．社債  80,000 60,000 

２．長期借入金 ※１ 787,265 712,970 

３．繰延税金負債  103,704 398,129 

４．退職給付引当金  951,704 914,456 

５．役員退職慰労引当金  177,039 147,064 

６．その他の固定負債  5,431 8,930 

固定負債合計  2,105,145 19.2 2,241,551 20.2 136,406

負債合計  6,868,068 62.8 7,584,866 68.5 716,798

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※２ 1,224,500 11.2 1,224,500 11.1 －

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  1,324,500 1,324,500  

資本剰余金合計  1,324,500 12.1 1,324,500 12.0 －

Ⅲ 利益剰余金   

１．利益準備金  156,501 156,501  

２．任意積立金   

(1）圧縮記帳積立金  332,578 328,266  

(2）別途積立金  742,300 742,300  

３．当期未処分利益  150,705 △541,009  

利益剰余金合計  1,382,084 12.6 686,058 6.2 △696,026

Ⅳ その他有価証券評価差額金  137,319 1.3 257,549 2.3 120,230

Ⅴ 自己株式 ※３ △ 6,007 △ 0.0 △ 8,215 △ 0.1 △2,208

資本合計  4,062,396 37.2 3,484,392 31.5 △578,004

負債資本合計  10,930,465 100.0 11,069,259 100.0 138,794
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②【損益計算書】 

  
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

対前年比

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

増減 
（千円）

Ⅰ 売上高  20,608,099 100.0 20,002,174 100.0 △605,925

Ⅱ 売上原価   

１．期首商品たな卸高  513,415 489,547  

２．期首製品たな卸高  28,117 27,738  

３．当期製品製造原価 ※１ 1,778,670 1,740,019  

４．当期商品仕入高 ※１ 15,951,546 15,680,834  

合計  18,271,751 17,938,140  

５．他勘定振替高 ※２ 39,777 36,697  

６．期末商品たな卸高  489,547 440,233  

７．期末製品たな卸高  27,738 17,714,687 86.0 38,518 17,422,689 87.1 △291,998

売上総利益  2,893,411 14.0 2,579,484 12.9 △313,927

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１．販売費 ※３ 2,586,699 2,629,406  

２．一般管理費 
※３ 
※４ 

625,238 3,211,937 15.5 581,577 3,210,983 16.1 △    953

営業損失  318,525 △1.5 631,499 △3.2 △312,973

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  8,301 10,822  

２．受取配当金 ※１ 21,430 14,076  

３．技術指導料 ※１ 79,320 71,520  

４．賃貸収入 ※１ 248,312 234,939  

５．雑収入  37,183 394,548 1.9 30,506 361,865 1.8 △ 32,682

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  53,476 58,968  

２．社債利息  367 993  

３．賃貸費用  104,047 86,476  

４．社債発行費  1,900 －  

５．雑損失  11,409 171,202 0.8 8,090 154,529 0.7 △ 16,673

経常損失  95,179 △0.4 424,163 △2.1 △328,983

Ⅵ 特別利益   

１．投資有価証券売却益  66,636 69,466  

２．厚生年金基金代行返上差益  － 8,829  

３．貸倒引当金戻入益  2,035 68,671 0.3 － 78,295 0.4 9,623

Ⅶ 特別損失   

１．固定資産処分損 ※５ 1,919 4,144  
２．退職給付会計基準変更時差
  異償却額 

 97,777 －  

３．投資有価証券評価損  － 22,435  

４．関係会社株式評価損  － 19,999  

５．減損損失 ※６ － 5,099  

６．その他特別損失  － 99,697 0.5 1,499 53,179 0.3 △ 46,518

税引前当期純損失  126,206 △0.6 399,047 △2.0 △272,841

法人税、住民税及び事業税  20,119 19,881  

法人税等調整額  △147,139 △127,020 0.6 229,730 249,611 1.2 376,631

当期純利益  814 0.0 － － △    814

当期純損失  － － 648,658 △3.2 △648,658

前期繰越利益  149,891 116,798 △ 33,093

合併引継未処理損失  － 9,149 △  9,149

当期未処分利益  150,705 － △150,705

当期未処理損失  － 541,009 △541,009

 



－  － 34

③【利益処分案】 

  
前事業年度 

株主総会承認日 
（平成17年６月29日） 

当事業年度 
株主総会承認日 

（平成18年６月29日） 

区分 注記
番号 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処理損失                －  541,009 

Ⅱ 当期未処分利益   150,705  － 

Ⅲ 任意積立金取崩額      

１．圧縮記帳積立金取崩額  4,311  4,295  

２．別途積立金取崩額  － 4,311 620,000 624,295 

合計   155,016  83,286 

Ⅳ 利益処分額      

１．配当金  38,218 38,218 38,197 38,197 

Ⅴ 次期繰越利益   116,798  45,089 
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重要な会計方針 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 １．有価証券の評価基準及び評価方法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 (1）子会社株式及び関連会社株式 

……移動平均法に基づく原価法 同左 

(2）その他有価証券 (2）その他有価証券 

時価のあるもの 時価のあるもの 

……決算日の市場価格等に基づく時価法 同左 

 （評価差額は全部資本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定しております。）

 

時価のないもの 時価のないもの 

……移動平均法に基づく原価法 同左 

２．デリバティブ等の評価基準及び評価方法 ２．デリバティブ等の評価基準及び評価方法 

(1）デリバティブ (1）デリバティブ 

……時価法 同左 

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法 ３．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

商品、原材料（主原料） 商品、原材料（主原料） 

……移動平均法に基づく原価法 同左 

製品、原材料（補助材料）、仕掛品、貯蔵品 製品、原材料（補助材料）、仕掛品、貯蔵品 

……総平均法に基づく原価法 同左 

４．固定資産の減価償却の方法 ４．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産……定率法 (1）有形固定資産 

 ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附

属設備を除く）については、定額法を採用しており

ます。 

 なお、主な耐用年数については、以下のとおりで

あります。 

同左 

    建物   15年～38年  

    構築物  15年～30年  

    機械装置    ９年  

(2）無形固定資産……定額法 (2）無形固定資産 

 なお、主な耐用年数については自社利用ソフトウ

ェア５年であります。 

同左 

(3）長期前払費用……期間対応償却 (3）長期前払費用 

 同左 

５．繰延資産の処理方法 ５．       ────── 

 社債発行費  

 支払時に全額費用として処理しております。  

６．引当金の計上基準 ６．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上しております。 

同左 

(2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見

込額のうち当期の負担額を計上しております。 

同左 
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前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異（799,397千円）につい

ては、５年による按分額を特別損失に計上しており

ます。 

 また、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時

における従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数

（９年）による定額法により按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費用処理することとしており

ます。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定年数（９年）による定額法によ

り按分した額を費用処理することとしております。

 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。 

 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（９年）

による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌

事業年度から費用処理することとしております。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定年数（９年）による定額法によ

り按分した額を費用処理することとしております。

────── （追加情報） 

当社は、確定給付企業年金法の施行に伴い、厚生

年金基金の代行部分について、平成17年3月1日に厚

生労働大臣から過去分返上の認可を受け、平成17年8

月17日に国に返還額（ 低責任準備金）の納付を行

いました。 

平成16年3月期において「退職給付会計に関する

実務指針（中間報告）」（日本公認会計士協会会計

制度委員会報告第13号）第47-2項に定める経過措置

に適用した結果測定された返還相当額と実際返還額

との差額8,829千円を期末に特別利益として計上し

ております。 

(4）役員退職慰労引当金 (4）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職

慰労金に関する内規に基づく期末要支給額を計上し

ております。 

同左 

７．リース取引の処理方法 ７．リース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 
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前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

８．ヘッジ会計の方法 ８．ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理 同左 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 
  

ヘッジ手段 ヘッジ対象 

金利スワップ  支払利息 

通貨スワップ  外貨建仕入予定取引
  

  
ヘッジ手段 ヘッジ対象 

金利スワップ  支払利息 

通貨スワップ  外貨建仕入予定取引
  

(3)ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 

 資金調達時及び仕入計画策定時に取締役会におい

てヘッジ手段を決議しております。 

同左 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 半期毎にヘッジ対象の相場変動の累計とヘッジ手

段の相場変動の累計とを比較して、両者の変動額、

変動比率等を基礎にして判断する方法によっており

ます。 

同左 

９．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ９．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理 (1）消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しております。 同左 

 

（会計処理方法の変更） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用

しております。 

これにより税引前当期純損失は5,099千円増加して

おります。 

なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸

表等規則に基づき各資産の金額から直接控除しており

ます。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

※１．担保に供している資産ならびに担保付債務は次の

とおりであります。 

※１．担保に供している資産ならびに担保付債務は次の

とおりであります。 
  
担保提供資産  

現金及び預金 
（定期預金） 

20,000千円  

建物 1,391,139 ( 786,490千円）

構築物 43,689 (  43,689  ）

機械及び装置 49,171 (  49,171  ）

土地 1,672,214 ( 688,108  ）

投資有価証券 334,005 

合計 3,490,219 (1,567,459  )
  

  
担保提供資産  

現金及び預金 
（定期預金） 

247,000千円  

建物 1,303,693 ( 742,906千円）

構築物 38,796 (  38,796  ）

機械及び装置 38,502 (  38,502  ）

土地 1,672,214 ( 688,108  ）

投資有価証券 487,924 

合計 3,561,130 (1,508,312  )
  

 上記に対応する債務  上記に対応する債務 
  
短期借入金 2,233,017千円  

１年以内に返済予
定の長期借入金 

244,768  

長期借入金 787,265 

合計 3,265,050 (1,336,250千円）
  

  
買掛金 27,252  

短期借入金 2,341,109千円  

１年以内に返済予
定の長期借入金 

246,326  

長期借入金 692,339 

合計 3,307,026 (1,423,750千円）
  

 上記のうち（ ）内書は工場財団抵当を示してお

ります。 

 この他に関係会社の仕入債務106,774千円を担保

するため、定期預金177,000千円を物上保証に供して

おります。 

 上記のうち（ ）内書は工場財団抵当を示してお

ります。 

 また、上記のうち、関係会社の仕入債務83,154千

円を担保するため、定期預金 220,000千円を物上保

証に供しております。 

※２．授権株式数 ※２．授権株式数 
  

普通株式 22,000千株
  

  
普通株式 22,000千株
  

 ただし、株式の消却が行われた場合には、これ

に相当する株式数を減ずる旨定款で定めておりま

す。 

 ただし、株式の消却が行われた場合には、これ

に相当する株式数を減ずる旨定款で定めておりま

す。 

発行済株式数 発行済株式数 
  

普通株式 9,570千株
  

  
普通株式 9,570千株
  

※３．自己株式の保有数 ※３．自己株式の保有数 
  

普通株式 15千株
  

  
普通株式 20千株
  

※４．関係会社項目 ※４．関係会社項目 

 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか、次のものがあります。 

 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか、次のものがあります。 
  

売掛金 127,993千円

買掛金 390,435 

未収入金 159,328 
  

  
売掛金 124,706千円

買掛金 397,590 

未収入金 194,174 
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前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

 ５．偶発債務  ５．偶発債務 

 関係会社の銀行借入等に対する保証債務は次のと

おりであります。 

 関係会社の銀行借入等に対する保証債務は次のと

おりであります。 
  

九州相模ハム㈱ 706,817千円

東北相模ハム㈱ 627,282 

東北相模ハム販売㈱ 92,129 

相模ハム販売㈱ 15,400 

サガミ ジェイ・ビー㈱ 20,916 

サガミフーズ㈱ 30,000 

鳥取サガミフーズ㈱ 34,391 

計 1,526,936 
  

  
九州相模ハム㈱ 678,890千円

東北相模ハム㈱ 662,040 

東北相模ハム販売㈱ 92,060 

相模ハム販売㈱ 13,000 

サガミフーズ㈱ 30,000 

鳥取サガミフーズ㈱ 34,310 

計 1,510,301 
  

 ６．配当制限  ６．配当制限 

 商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は137,319

千円であります。 

 商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は257,549

千円であります。 
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（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．関係会社項目 ※１．関係会社項目 

 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

(1）売上原価のうち商品および原材料仕入高 (1）売上原価のうち商品および原材料仕入高 

10,950,119千円 11,442,971千円

(2）営業外収益 (2）営業外収益 
  

受取配当金 12,040千円

技術指導料 79,320千円

賃貸収入 248,312千円
  

  
受取配当金 3,000千円

技術指導料 71,520千円

賃貸収入 234,939千円
  

※２．自社製品を広告宣伝、その他に使用したものであ

ります。 

※２．          同左 

※３．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

※３．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 
  

(1）販売費 

給料手当・賞与 1,123,388千円

賞与引当金繰入額 93,071 

退職給付費用 81,764 

運送費 339,682 

減価償却費 46,833 
  

  
(1）販売費 

給料手当・賞与 1,096,025千円

賞与引当金繰入額 80,578 

退職給付費用 87,370 

法定福利費 146,510 

運送費 381,219 

減価償却費 45,402 

貸倒引当金繰入額 3,429 
    

(2）一般管理費 

給料手当・賞与 199,292千円

賞与引当金繰入額 20,648 

退職給付費用 36,254 

役員退職慰労引当金繰入額 14,491 

減価償却費 11,617 
  

  
(2）一般管理費 

給料手当・賞与 191,836千円

賞与引当金繰入額 23,059 

退職給付費用 28,710 

法定福利費 35,616 

役員退職慰労引当金繰入額 14,775 

減価償却費 11,064 
  

※４．一般管理費に含まれる研究開発費 ※４．一般管理費に含まれる研究開発費 

34,136千円 29,561千円

※５．固定資産処分損の内訳 ※５．固定資産処分損の内訳 
  

建物 476千円

構築物 27 

機械及び装置 826 

車両及び運搬具 260 

工具器具及び備品 329 

計 1,919 

固定資産処分損は、全て除却損であります。 
  

  
建物 1,618千円

機械及び装置 1,867 

工具器具及び備品 379 

固定資産撤去費用 279 

計 4,144 

固定資産処分損は、除却損及び撤去費用であり

ます。 
  



－  － 41

 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※６．         ─ ※６．減損損失 

当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。 

場所 用途 種類 その他

札幌市真駒内 

京都府船井郡 

遊休不動

産 

土地 ２件 

当社は、工場、営業所ごとに継続的な収支の把握を

行っていることから工場・各営業所をグルーピングの

小単位とし、また遊休資産及び賃貸不動産について

は各物件をグルーピングの 小単位としております。

管理部門に係る資産については独立したキャッシ

ュ・フローを生み出さないことから共用資産としてお

ります。 

上記資産は、当事業年度末日において遊休状態に

あり、今後の使用見込みもないため、帳簿価額を回

収可能価額まで減損し、当該減少額である5,099千円

を減損損失として特別損失に計上しております。 

なお、回収可能価額は正味売却価額により測定し

ており、その物件状況から実質的な価値はないと判

断されるため、正味売却価額をゼロとして評価して

おります。 
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（リース取引関係） 

 当社は有価証券報告書をＥＤＩＮＥＴ（電子開示システム）により開示しているため、記載を省略しており

ます。 

 

（有価証券関係） 

 前事業年度（自平成 16 年４月１日 至平成 17 年３月 31 日）及び当事業年度（自平成 17 年４月１日 至平

成 18 年３月 31 日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

（税効果会計関係） 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 
  

流動資産 

（繰延税金資産） 

賞与引当金 56,489千円

繰越欠損金 7,795 

未払費用 7,110 

その他 7,301 

繰延税金資産合計 78,696 

  

固定負債  

（繰延税金資産）  

貸倒引当金繰入限度超過額 14,470千円

退職給付引当金繰入限度超過額 384,643 

役員退職慰労引当金 71,948 

その他 11,082 

繰延税金資産小計 482,145 

評価性引当額 △267,092 

繰延税金資産合計 215,052 

（繰延税金負債）  

圧縮記帳積立金 △224,743千円

その他有価証券評価差額金 △ 94,013 

繰延税金負債合計 △318,756 

繰延税金負債の純額 △103,704 
  

  
流動資産 

（繰延税金資産） 

賞与引当金 49,174千円

未払費用 5,573 

その他 6,330 

繰延税金資産合計 61,078 

 

固定負債 

 

（繰延税金資産）  

貸倒引当金繰入限度超過額 5,723千円

退職給付引当金 454,763 

役員退職慰労引当金 59,767 

税務上の繰越欠損金 117,330 

その他 18,791 

繰延税金資産小計 656,375 

評価性引当額 △656,375 

繰延税金資産合計 － 

（繰延税金負債）  

圧縮記帳積立金 △221,802千円

その他有価証券評価差額金 △176,327 

繰延税金負債合計 △398,129 

繰延税金負債の純額 △398,129 
  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
  

法定実効税率 40.6％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入され
ない項目 

△2.5

受取配当金等永久に益金に算入
されない項目 

3.1

住民税均等割 △16.1

評価性引当額の増減 73.1

その他 2.4

税効果会計適用後の法人税等
の負担率 

100.7

  

  
法定実効税率 40.6％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入され
ない項目 

△0.7

受取配当金等永久に益金に算入
されない項目 

0.1

住民税均等割 △5.0

評価性引当額の増減 △97.6

税効果会計適用後の法人税等
の負担率 

△62.6
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（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  

１株当たり純資産額 425.17円

１株当たり当期純利益金額 0.09円

  

  

１株当たり純資産額 364.88円

１株当たり当期純損失金額 67.91円

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式がないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失が計上されており、また、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当期純利益（千円） 814 － 

当期純損失（千円） － 648,658 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 814 － 

普通株式に係る当期純損失（千円） － 648,658 

期中平均株式数（株） 9,557,196 9,552,289 

（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

該当事項はありません。 子会社への営業譲渡 

当社は、子会社である北海道サガミハム株式会社と営業譲

渡する営業譲渡契約を平成18年2月10日付で締結し、平成18

年４月１日付で譲渡いたしました。 

（1）当該営業譲渡先の名称 

北海道サガミハム株式会社 

（2）当該営業譲渡の目的 

北海道千歳市で当社製品を生産しております子会社の北海

道サガミハム株式会社に、北海道営業部の営業権を譲渡し、

地産地消による地域に密着した製品をタイムリーに供給する

体制を整備し、地域における営業力を強化しつつ、地域内の

製造・販売を集約することによって採算性の向上を目指し、

価格競争力向上に資するためであります。 

（3）当該営業譲渡の契約内容 

①譲渡する営業内容   北海道営業部門 

②譲渡財産       平成18年3月31日現在の本営業に

属する売上債権と未収入金 

③譲渡する営業の規模  売上高 2,575,255千円 

（平成18年3月期） 

④譲渡価額       208,373千円 

⑤営業譲渡契約締結   平成18年2月10日 

⑥営業譲渡期日     平成18年4月1日 

⑦その他重要な特約   当社は北海道サガミハムに対し商法

25条に定める営業譲渡人としての

競業避止義務を一切負担しない。 
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役員の異動  (平成１８年６月２９日付予定) 

 

（１）代表者の異動 

代表取締役会長兼社長     程島 八郎 （現 代表取締役社長） 

 

 

（２）その他の役員の異動 

 
取締役社長室長兼 

尾崎 郁郎 （現 取締役管理本部長兼総務部長） 管理本部長兼総務部長  

 

 

以 上  

 


