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平成１８年３月期  決算短信（連結）                 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 
米国会計基準採用の有無   無 
 

１．１８年３月期の連結業績（平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日） 

（１）連結経営成績                             （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    ％ 

21,236  （ △2.9） 

21,861  （  1.6） 

百万円    ％ 

△301   （  － ） 

△154   （  － ） 

百万円    ％

△346   （  － ）

△192   （  － ）
 
 

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   ％ 

△604 (  － ) 

△ 85 (  － ) 

円   銭

△63  26 

△ 8  99 

円    銭  

－   － 

－   － 

％

△16.4  

△2.1  

％ 

△2.7   

△1.5   

％

△1.6  

△0.9  

（注）①持分法投資損益    １８年３月期    － 百万円  １７年３月期    － 百万円 

②期中平均株式数（連結）１８年３月期 9,552,289 株    １７年３月期 9,557,196 株 

③会計処理の方法の変更   無 

④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）連結財政状態 

 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 

12,914 

13,140 

百万円

3,418 

3,933 

％ 

26.5 

29.9 

         円    銭 

      357    99 

      411    67 

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

 
（３）連結キャッシュ･フローの状況 

 営業活動による 

キャッシュ･フロー 

投資活動による 

キャッシュ･フロー 

財務活動による 

キャッシュ･フロー 

現金及び現金同等物 

期末残高 

 

１８年３月期 

１７年３月期 

百万円 

           51 

         △ 98 

百万円

△ 412 

△ 599 

百万円 

  320 

  644 

百万円

 935 

 975 
 

（４）連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数  ７ 社      持分法適用非連結子会社数  － 社      持分法適用関連会社数  － 社 

 
（５）連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結（新規）  ―  社   （除外）  １ 社       持分法（新規）  ―  社   （除外）  ―  社 

 

２．１９年３月期の連結業績予想（平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日） 

 売   上   高 経  常  利  益 当 期 純 利 益 

 

中 間 期 

通    期 

百万円

10,800 

21,700 

百万円

△ 80 

100 

百万円

△ 100 

50 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）5円 22 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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１．企業集団の状況 
 

当社グループ（当社及び関係会社…以下同じ）は、当社、子会社９社および関連会社１社で構成され、食肉、食肉

加工品（ハム・ソーセージ等）および総菜の製造、販売を主な内容として事業活動を行っております。 

当社グループの事業活動における位置づけは、次のとおりであります。 

食肉および食肉加工品は、当社を中心に北海道サガミハム㈱、東北相模ハム㈱、鳥取サガミフーズ㈱、九州相模ハ

ム㈱、㈱小和田屋が製造し、総菜は、サガミフーズ㈱、鳥取サガミフーズ㈱が製造しております。 

販売については、当社の各営業所で販売するほか、東北地方については、東北相模ハム販売㈱が販売し、相模ハム

販売㈱は食肉加工品および総菜を駅ビルや百貨店等で直売を行い、同時に当社のアンテナショップの役割を果たして

おります。また、サガミフーズ㈱、㈱程島商店は、当社に製品を供給するとともに関東地方を中心に得意先にも販売

しております。 

なお、エス・ケイ商事㈱は、保険代理業および本社売店の運営、本社工場見学の誘致と案内や一般企業先への展示

即売会を介してアンテナショップの役割を果たしており、㈱システムズ相模については、連結決算体制の強化を目的

とした当社グループにおける経理事務・給与計算事務の代行業を行っております。 

以上のことを事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社グループは、エス・ケイ商事㈱の保険代理業及び㈱システムズ相模の事務代行業等を除き、すべて同一事業のセ

グメントに属しております。 

東北相模ハム販売㈱ 

相 模 ハ ム 販 売 ㈱ 

 

 

 

相

 

模

 

ハ

 

ム

 

㈱

サ ガ ミ フ ー ズ ㈱ 

エ ス ・ ケ イ 商 事 ㈱ 

北 海 道 サ ガ ミ ハ ム ㈱

東 北 相 模 ハ ム ㈱

九 州 相 模 ハ ム ㈱

 

 

得 

 

 

 

 

意 

 

 

 

 

先 

製品の供給 

販 売

販 売

販 売

製品・商品の供給 

製品・商品の供給 

原料の供給 

原料の供給 

販 売

保険受託 

（食肉及び食肉加工品の製造） 

（食肉及び食肉加工品の販売） 

（総菜の製造・販売） 

鳥 取 サ ガ ミ フ ー ズ ㈱

（総菜及び食肉加工品の製造） 

原料の供給 

製品の供給 

(保険代理業及び売店の運営) 

㈱ 程 島 商 店 

製品の供給 

製品・商品の供給 

販 売

（食肉及び食肉加工品の製造・販売） 
製品・商品の供給 

㈱ シ ス テ ム ズ 相 模

（当社グループの 

記帳及び決算に関する事務代行） 

㈱ 小 和 田 屋

（食肉及び食肉加工品の製造） 
製品の供給 

原料の供給 

連結子会社 

持分法非適用非連結子会社 

持分法非適用関連会社 

関連当事者 
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２．経営方針 
 

（１）会社の経営の基本方針 

当社グループは、「品質のサガミ」を経営理念として掲げ、お客様満足度の向上を第一に、製品に対する品質・

安全、味へのこだわりや環境にも配慮し社会に健康と安全をおくること、また、連結経営を重視したグループの

経営力を一層強化するなかで、企業の安定成長と透明性の高い、社会に貢献できる企業集団をめざすことを経営

の基本方針としております。 

 

 

（２）会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対する利益還元を 重要課題の一つとして位置づけており、基本的には株主資本利益率の向上

を図るなかで、配当性向は 30％以上を目安に安定した配当を継続的に実施することが重要であるとの認識に立つ

一方、経営体質の強化および長期的な事業展開を展望して内部留保の充実を図ることとしております。 

なお、第 70 期（平成 18 年３月期）においては「１株当たり４円」の配当を行う予定であります。 

 

 

（３）投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等 

当社は、１単元の株式数を 1,000 株としております。投資単位の引き下げについては個人投資家の株式市場へ

の参加を促進し株式流動性の向上を図るため、また個人資産の運用に資するためにも有用な施策であると認識し

ております。 

従いまして、現時点では方針等は決めておりませんが、今後につきましては、株主の利便性の向上や株式流動

性を高めることを目処に株価の動向を見ながら、具体的な方策について検討してまいる所存です。 

 

 

（４）目標とする経営指標 

当社グループは、「21 世紀 第二次中期経営計画（第 69 期～第 71 期）」を昨年度からスタートさせ、加工品・

総菜・加工肉の３本柱による適正な連結経常利益の確保を前提とし、連結ＲＯＡ、ＲＯＥの向上を図ってまいり

ます。 
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（５）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、食品業界全体に及ぶ過当競争など企業を取り巻く経営環境が依然として厳しいなかで、「品

質のサガミハム」の経営理念のもと、お客様に「安全と安心」の良質の製品を提供し、また、「選択と集中」、

「品質グレードの差別化」、「効率化」によりグループ活動を一層強化することで「お客様満足度の向上」と収

益性の高い経営体質への転換を図り、サガミハムブランドならびに企業価値の向上と社会に貢献できる企業集団

を目指すことを目標に「21 世紀 第二次中期経営計画」（平成 17 年３月期～平成 19 年３月期）について２年度

目の反省を行い、 終年度につなげるべく、以下に揚げるテーマに取り組んでまいります。 

 

①加工品を収益の柱とし、将来有望な市場としての総菜に加え、事業全体のバックボーンとなる加工肉を加え

た３本柱を中心に当社の強みを活かした事業を展開する。 

②競争上の優位性を高め、製商品の差別化をさらに強化する。 

③熾烈な販売競争に打ち勝つ営業力の強化を図り、重点指向チャネルとして量販店・スーパーなど４業種を中

心に新規・深耕を推進するとともに、提案営業への脱却と全社あげての販売支援の強化を図る。 

④デフレ時代に生き残るコスト競争力の強化を図る。 

⑤社会的責任（ＳＣＳＲ／Sagamiham Corporate Social Responsibility）への取り組みをさらに強化する。 

⑥人材の育成並びに従業員一人一人の役割と責任の認識と実践。 

 

以上６つのテーマを中心とした戦略ドメイン、基本戦略、組織戦略の３本柱による全体戦略のもと、グループ

全体が重点施策に積極的に取り組み、デフレ環境下でも安定した売上の伸長と適正な利益が確保できる収益基盤

の確立と経営基盤の強化、経営効率化を図ってまいります。 

 

（６）会社の対処すべき課題 

食肉加工業界においては、ＢＳＥ問題や鳥インフルエンザなどの世界的な家畜の疫病発生による畜

肉需給構造変化による素材価格の高騰に加え、原油高による包装資材の値上がりや燃料費価格の上昇

が先行きも懸念され収益環境は一段と厳しい状況が続くものと予測されます。 

このような状況下、当社グループは「21 世紀 第二次中期経営計画（第 69 期～第 71 期）」におけ

る 終期である 71 期を迎えるにつき、当該中期経営計画の全体戦略のもと４つの構造改革を製販管・

開発が連帯感を持ち断行することで、加工品・総菜・加工肉の３本柱による経営基盤の強化と収益力

の強化を図ります。 

そのためには、当連結会計年度末に着手した「第二次緊急経営構造改革」の浸透を図りつつ、売上

高総利益率の通期目標達成に向けた取り組みを進めてまいります。 

具体的には、生産部門の「原価低減」、商品開発部の「差別化製品ならびに地域戦略製品の開発」、

営業部門の「エリア戦略」、「高品質育成強化商品」等を重点戦略としてグループ経営の強化を進め、

事業の「選択」と「集中」を徹底することで企業価値の向上とお客様満足度の向上に努めます。また、

SCSR（Sagamiham Corporate Social Responsibility）重視の経営をベースに品質保証体制、危機

管理体制の強化のもと、適正利益確保のための新たなビジネスモデルの構築に向けた諸施策を推進し

てまいります。 
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（７）親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

 

（８）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な事項 

当該事項については、別途開示予定の「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」をご参照願います。 

 

 

（９）その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 

（１）経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、原油等、素原材料価格高騰に対して国内企業の価格転嫁が進んでい

ないというマイナス要因はあるものの、日銀が５年間継続してきた量的緩和政策の解除を行うなど景気は緩や

かに回復を続け総じて底堅く推移しました。 

当業界におきましては、ＢＳＥ問題、差額関税制度に関する事件の後遺症や豚・鳥などの原料肉疫病の発生

も続き、国内食肉相場は牛肉が高値で推移し、食肉加工品の主要原料である輸入冷凍豚肉価格も引き続き上昇

するなど厳しい状況が続きました。 

このような経営環境のなかで当社グループは、前連結会計年度よりスタートした三ヵ年計画である「21 世紀 

第二次中期経営計画（第 69 期～第 71 期）」における生産体制、商品開発力、営業力の強化等の全体戦略・基本

方針に沿って、本社工場並びにグループ事業の改革を進め子会社の工場増設による主力製品の生産移管を実施

し、原価低減と生産性向上に努めました。また、高品質・育成強化製品など新製品の継続投入やスーパー、有

力専門店他への取り組みなど新規・深耕の拡充に向け販売体制の整備も進めてまいりました。一方、従来から

の工場見学への誘致（平成 18 年３月末現在、累計見学者総数 19 万３千人）の他に、「ウインナー手作り体験教

室コーナー」も一昨年に本社工場内に設置のうえ昨年７月より本格的に運営をスタートし大変好評に推移する

など、「食の安全・安心」や「おいしさ」に注力した当社姿勢に対するお客様のご理解をいただきサガミハムブ

ランドの向上にも努めました。 

しかしながら、当業界においては競争激化のなか米国産牛肉の輸入再停止や輸入先の現地高による販売価格

の高騰が続き消費者の買い控えが進み豚肉の取扱数量も伸びず、売上高は 212 億 36 百万円（前連結会計年度比

97.1％）となりました。 

収益面につきましては、食肉加工品の主要原料である輸入豚肉価格の上昇や国内枝肉相場の大幅な価格高騰

などによる原料・商品仕入価格の上昇並びに原油高による包装資材などのコストプッシュ要因により、経常損

失は３億 46 百万円（前連結会計年度は１億 92 百万円の経常損失）となりました。また、当期純損失は繰延税

金資産の減額により６億４百万円（前連結会計年度は 85 百万円の当期純損失）の二期連続赤字を余儀なくされ

ました。 

 

なお、当社及びグループ各社は、同一セグメントに属する事業を行っているため、事業の種類別セグメント

の状況については記載すべき事項はありません。 

 

品目別にみますと、食肉加工品につきましては、2006 年春開催された本場ドイツ農業協会主催のＤＬＧ国際

品質品評会で金メダル７個を含む８個を受賞し高品質が世界的に評価されている、ロースハム類、ポークソー

セージ類、ベーコン類を中心とした本麗シリーズ、湘南厨房シリーズなど当社自慢の製品群の拡販に努めまし

たが、売上高は 85 億 11 百万円（前連結会計年度比 99.3％）となりました。 

総菜につきましては、総菜製品では味付けラムの伸長はありましたが、主力製品のシューマイ、ギョーザな

どが不振でした。一方、総菜商品では、サイズ、価格ともお手頃のおべんとう用総菜シリーズや焼肉セット他

が大きく貢献し、夏場の勢いはなくなるも串物類も堅調な推移となり、冬場商材も健闘したことから、売上高

は 16 億 79 百万円(前連結会計年度比 102.2％)となりました。 

加工肉につきましては、豚肉、牛肉ともども枝肉相場が依然として高値推移の状況であり高値による消費低

迷で、特に国内産の牛肉・豚肉の数量が伸びず、売上高は 110 億 45 百万円（前連結会計年度比 94.8％）とな

りました。 
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次期の見通しにつきましては、米国産牛肉の輸入再開の動向や世界的な家畜の疫病発生に伴う畜肉需給構造

変化による不透明感が残る一方で、国内景気での長引くデフレ、原油などの素材・原材料の高騰による企業業

績への影響が懸念されるなど経営を取り巻く環境は依然として予断を許さぬ状況にあります。 

このような状況下にありまして当社グループは、既存事業の３本柱を中心に当社の強みを活かしエリア・チ

ャネル別に取引先構造の質的転換を図り、当社グループにとって核となりうる新規得意先の獲得・深耕を推し

進めます。また、当連結会計年度末に着手した「第二次緊急経営構造改革」の効果を確認しつつ、三ヵ年計画

の 終年度（第 71 期）に向けた改革の総仕上げとし、地産地消を基本とした生産体制の 適化など生産性・効

率性の向上を図り製販一体となって独自製品の開発・高品質化を進め、営業力・コスト競争力の強化によって

安定した収益基盤の確立を図ってまいります。 

さらに、SCSR（Sagamiham Corporate Social Responsibility）重視の経営をベースに保証体制や内部統制

並びに危機管理体制の強化を図り、適正な価格で｢お客様満足度の向上｣に努めお客様の信頼に応えてまいりま

す。 

これらの活動の結果、平成 19 年３月期の業績の見通しにつきましては、連結ベースでは売上高 217 億円（当

連結会計年度比 102.2％）、経常利益 1 億円（当連結会計年度は３億 46 百万円の経常損失）、当期純利益 50 百

万円（当連結会計年度は６億４百万円の当期純損失）を、当社単独では売上高 180 億円（前期比 90.0％）、経

常利益１億円（当事業年度は４億 24 百万円の経常損失）、当期純利益は 60 百万円（当事業年度は６億 48 百万

円の当期純損失）をそれぞれ予想しております。 

 

 

（２）財政状態 

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は、９億 35 百万円（前連結会計年度は９億 75 百

万円）となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであ

ります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは 51 百万円の収入（前連結会計年度は 98 百万円の支出）となりました。

これは主に、税金等調整前当期純損失の計上、たな卸資産の増加等による収入の減少及び支出の増加等があっ

たものの、法人税等の支払額の減少、売上債権の減少、仕入債務の増加等による収入の増加及び支出の減少が

上回ったことによるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、４億 12 百万円の支出（前連結会計年度は５億 99 百万円の支出）と

なりました。これは主に、定期預金の払戻し等による収入、投資有価証券の売却による収入があったものの、

東北相模ハム㈱の工場増設工事に係る有形固定資産、投資有価証券の取得等による支出が上回ったことによる

ものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、３億 20 百万円の収入（前連結会計年度は６億 44 百万円の収入）と

なりました。これは主に、長期借入金の返済、配当金の支払等による支出があったものの、短期借入金の増加、

長期借入による収入がこれを上回ったことによるものであります。 
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なお、連結ベースのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成 16 年３月期 平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 

自己資本比率（％） 32.8 29.9 26.5 

時価ベースの自己資本比

率（％） 
35.3 30.5 29.6 

債務償還年数（年） 9.2 － 110.3 

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ 
6.7 － 0.6 

※ 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

(注)１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを

使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている

全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息

の支払額を使用しております。 

３．平成 17 年３月期は営業キャッシュ・フローがマイナスであるため、債務償還年数及びインタレスト・

カバレッジ・レシオは記載しておりません。 

 

 

（３）事業等のリスク 

当社グループの経営成績、財務状況に重要な影響を及ぼす可能性があるリスクは以下のようなものがありま

す。なお、記載のリスクは当社事業に関する全てのリスクを網羅したものではありません。また、当該項目は

将来に関する事項が含まれており、当連結会計年度末（平成 18 年３月 31 日）現在で判断したものであります。 

①食料原料に対する畜産物獣疫などの不測の事態や不祥事が発生した場合、製造コストアップ及び売上高減

少の恐れがあります。 

②国内外における、原料・資材価格の変動および主要調達先の経済状況により国内の市場価格が高騰し収益

を圧迫する恐れがあります。 

③食品業界に対する制度及びセーフガード等に関する法的規制の導入・変更が実施された場合、諸経費の増

加及び輸入仕入価格が上昇するリスクを含んでおります。 

④為替相場の変動により仕入価格の上昇による原料金額が高騰するリスクを含んでおります。 

また、金利水準の変動により金利が上昇した場合、借入金の支払利息の増加が見込まれます。 

⑤当社グループの生産拠点における大規模な地震や風水害など自然災害による建物及び生産設備に損害を

被った場合、操業中断による製造能力低下等に伴う売上高の減少、設備修復費用の増加など、財政状態及

び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥当社グループは、生産、物流、販売等の情報をコンピュータにより管理しており、情報システムについて

は、セキュリティの強化や社内情報管理体制の強化に努めております。しかしながら、想定を超えた技術

による不正アクセスやコンピュータウィルス感染等、予測のできない事態によって、システム障害や社内

情報の漏洩等により、業績及び社会的信用に影響を及ぼすリスクがあります。 
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１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

  
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
前年対比

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 1,489,471 1,400,000  

２．受取手形及び売掛金  2,029,267 1,931,346  

３．有価証券  3,209 2,046  

４．たな卸資産  1,207,551 1,409,485  

５．前払費用  51,676 49,947  

６．繰延税金資産  144,551 98,503  

７．その他  244,206 69,796  

貸倒引当金  △10,537 △10,599  

流動資産合計  5,159,395 39.3 4,950,528 38.3 △208,866

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1）建物及び構築物 ※１ 6,905,387 6,920,506   

減価償却累計額  3,980,733 2,924,654 4,149,172 2,771,333  

(2）機械装置及び運搬具 ※１ 2,688,738 2,698,239   

減価償却累計額  1,874,878 813,860 1,917,650 780,588  

(3）工具器具及び備品 ※１ 538,457 541,135   

減価償却累計額  455,721 82,736 464,931 76,204  

(4）土地 ※１ 2,723,102 2,718,002  

(5）建設仮勘定  － 10,975  

有形固定資産合計  6,544,352 49.8 6,357,103 49.2 △187,249

２．無形固定資産    

(1）電話加入権その他  33,680 31,696  

無形固定資産合計  33,680 0.2 31,696 0.3 △ 1,983

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券 

※１ 

※２ 

※３ 

988,117 1,176,537  

(2）長期貸付金  7,111 8,662  

(3）破産・更生債権等  60,072 20,294  

(4）繰延税金資産  59,062 52,548  

(5）その他 ※１ 362,614 345,480  

貸倒引当金  △73,875 △28,049  

投資その他の資産合計  1,403,103 10.7 1,575,474 12.2 172,370

固定資産合計  7,981,137 60.7 7,964,274 61.7 △ 16,862

資産合計  13,140,532 100.0 12,914,802 100.0 △225,729
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前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 
前年対比

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．支払手形及び買掛金 ※１ 1,369,637 1,503,612  

２．短期借入金 ※１ 3,198,305 3,629,965  

３．１年以内に返済予定の長期

借入金 
※１ 377,011 373,348  

４．１年以内に償還予定の社債  20,000 20,000  

５．未払法人税等  10,922 36,799  

６．未払消費税等  18,623 19,009  

７．未払費用  174,260 178,653  

８．繰延税金負債  3,440 －  

９．賞与引当金  194,081 168,513  

10．設備支払手形  577 2,835  

11．その他  718,932 279,310  

流動負債合計  6,085,791 46.3 6,212,045 48.1 126,254

Ⅱ 固定負債    

１．社債  80,000 60,000  

２．長期借入金 ※１ 1,647,357 1,599,942  

３．繰延税金負債  104,571 398,129  

４．退職給付引当金  1,107,004 1,070,153  

５．役員退職慰労引当金  177,039 147,064  

６．その他  5,431 8,930  

固定負債合計  3,121,404 23.8 3,284,220 25.4 162,816

負債合計  9,207,195 70.1 9,496,266 73.5 289,070

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※４ 1,224,500 9.3 1,224,500 9.5 －

Ⅱ 資本剰余金  1,324,500 10.0 1,324,500 10.3 －

Ⅲ 利益剰余金  1,259,325 9.6 616,869 4.8 △642,455

Ⅳ その他有価証券評価差額金  131,018 1.0 260,881 2.0 129,863

Ⅴ 自己株式 ※５ △6,007 △0.0 △8,215 △0.1 △ 2,207

資本合計  3,933,337 29.9 3,418,536 26.5 △514,800

負債資本合計  13,140,532 100.0 12,914,802 100.0 △225,729
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②【連結損益計算書】 

  

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（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  21,861,723 100.0 21,236,376 100.0 △625,347

Ⅱ 売上原価  18,120,203 82.9 17,672,520 83.2 △447,682

売上総利益  3,741,520 17.1 3,563,856 16.8 △177,664

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１．販売費 ※１ 2,973,458 2,978,922   

２．一般管理費 
※１ 

※２ 
922,417 3,895,875 17.8 886,576 3,865,499 18.2 △ 30,376

営業損失  154,354 △0.7 301,642 △1.4 △147,288

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  1,813 693   

２．受取配当金  13,563 14,355   

３．受取手数料  7,051 8,087   

４．賃貸収入  7,792 7,348   

５．その他  22,396 52,617 0.2 19,685 50,171 0.2 △ 2,446

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  71,002 83,472   

２．たな卸資産処分損  11,911 4,816   

３．社債発行費  1,900 －   

４．その他  5,627 90,440 0.4 6,927 95,216 0.4 4,775

経常損失  192,177 △0.9 346,687 △1.6 △154,509

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  2,075 68,711 0.3 － 78,295 0.3 9,583

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産処分損 ※３ 17,010 5,608   

２．投資有価証券評価損  － 22,435   

３．退職給付会計基準変更時差異

償却額 
 112,992 －   

４．役員退職慰労金  875 12,500   

５．減損損失  － 5,099   

６．特別退職加算金 
※４ 

※５ 
－ 130,878 0.6 5,891 51,535 0.2 △ 79,343

税金等調整前当期純損失  254,344 △1.2 319,927 △1.5 △ 65,583

法人税、住民税及び事業税  26,258 30,689   

法人税等調整額  △194,723 △168,465 △0.8 253,619 284,309 1.3 452,775

当期純損失  85,878 △0.4 604,237 △2.8 △518,358
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③【連結剰余金計算書】 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

当連結会計年度 
（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） 金額（千円） 
増減 

（千円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   1,324,500  1,324,500 － 

Ⅱ 資本剰余金期末残高   1,324,500  1,324,500 － 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   1,383,440  1,259,325 △124,115 

Ⅱ 利益剰余金減少高      

当期純損失  85,878 604,237   

配当金  38,236 124,115 38,218 642,455 518,340 

Ⅲ 利益剰余金期末残高   1,259,325  616,869 △642,455 
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日）

当連結会計年度 

（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） 金額（千円） 

増減 

（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純損失  △ 254,344 △ 319,927 

減価償却費  323,858 350,268 

減損損失  － 5,099 

厚生年金基金代行返上差益  － △  8,829 

投資有価証券評価損  － 22,435 

特別退職加算金  － 5,891 

貸倒引当金の減少額  △  11,923 △  45,765 

退職給付引当金の増加額（△は減少額）  152,118 △  28,022 

役員退職慰労引当金の増加額(△は減少額)  12,391 △  29,975 

賞与引当金の減少額  △  23,424 △  25,568 

投資有価証券売却益  △  66,636 △  69,466 

支払利息  71,002 83,472 

有形固定資産処分損  3,677 5,608 

受取利息及び配当金  △  15,377 △  15,049 

売上債権の減少額（△は増加額）  △  41,657 137,699 

たな卸資産の減少額（△は増加額）  55,735 △ 201,934 

仕入債務の増加額（△は減少額）  △  48,318 133,975 

未払消費税等の増加額（△は減少額）  △  17,113 385 

その他  △  45,989 95,213 

小計  94,000 95,512 1,512

利息及び配当金の受取額  15,164 15,280 

利息の支払額  △  72,026 △  87,086 

法人税等の支払額  △ 136,137 △  14,130 

法人税等の還付額  44 41,930 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △  98,954 51,506 150,461

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の払戻しによる収入  123,100 60,000 

定期預金の預入による支出  △ 109,100 △  10,002 

有形固定資産の取得による支出  △ 664,756 △ 552,244 

有形固定資産の売却による収入  21 － 

無形固定資産の取得による支出  － △   487 

投資有価証券の取得による支出  △  58,524 △  15,101 

投資有価証券の売却による収入  128,420 93,104 

貸付けによる支出  △  6,600 △   900 

貸付金の回収による収入  9,148 4,483 

その他  △  20,845 8,886 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △ 599,136 △ 412,261 186,874

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増加額（△は純減少額）  △  18,376 431,660 

長期借入れによる収入  1,288,500 339,515 

長期借入金の返済による支出  △ 683,179 △ 390,593 

社債の発行による収入  98,100 － 

社債の償還による支出  － △  20,000 

配当金の支払額  △  38,286 △  38,254 

その他  △  1,939 △  2,207 

財務活動によるキャッシュ・フロー  644,818 320,119 △ 324,699

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額  △  53,272 △  40,636 12,636

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,028,952 975,680 △ 53,272

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  975,680 935,043 △ 40,636
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社 (1）連結子会社 

 子会社のうち、九州相模ハム㈱、東北相模ハム㈱、

東北相模ハム販売㈱、相模ハム販売㈱、サガミ ジェ

イ・ビー㈱、サガミフーズ㈱、鳥取サガミフーズ㈱、

北海道サガミハム㈱の８社を連結の対象としており

ます。 

 子会社のうち、九州相模ハム㈱、東北相模ハム㈱、

東北相模ハム販売㈱、相模ハム販売㈱、サガミフー

ズ㈱、鳥取サガミフーズ㈱、北海道サガミハム㈱の

７社を連結の対象としております。 

 なお、前連結会計年度において連結子会社であり

ましたサガミ ジェイ・ビー㈱は、平成17年10月１

日をもって当社に吸収合併されたため、連結の範囲

から除いております。 

(2）非連結子会社 (2）非連結子会社 

 エス・ケイ商事㈱、㈱システムズ相模の２社であ

ります。 

同左 

(3）非連結子会社について連結の範囲から除いた理由 (3）非連結子会社について連結の範囲から除いた理由

 上記非連結子会社は小規模であり、総資産、売上

高、純損益及び利益剰余金等は、いずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範

囲から除外しております。 

同左 

２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項 

 持分法適用会社はありません。 同左 

 上記非連結子会社及び関連会社である㈱小和田屋

は、それぞれ連結損益及び利益剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、

持分法の適用範囲から除外しております。 

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 ３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社の事業年度は、いずれも３月末日決算で

当社と同一であります。 

同左 

４．会計処理基準に関する事項 ４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 (1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 ① 有価証券 

その他有価証券 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 

 (評価差額金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。) 

同左 

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 ② デリバティブ 

時価法 同左 

③ たな卸資産 ③ たな卸資産 

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 
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前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 (2）重要な減価償却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、東北相模ハム㈱は定額法を採用して

おります。） 

 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、主な耐用年数は以下のとおりであります。

同左 

建物及び構築物    15年～38年  

機械装置及び運搬具  ９年  

② 無形固定資産……定額法 ② 無形固定資産 

 なお、主な耐用年数は自社利用ソフトウェア５

年であります。 

同左 

(3）繰延資産の処理方法 (3）繰延資産の処理方法 

 社債発行費 ─────── 

 支出時に全額費用として処理しております。  

(4）重要な引当金の計上基準 (4）重要な引当金の計上基準 

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、支給見込額

基準により計上しております。 

同左 
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前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（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、当連結会計年

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（875,473千円）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、各連結会計年度の

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連結会計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、当連結会計年

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、各連結会計年度の発生時

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

ぞれ発生の翌連結会計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

経過措置を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8,829千円を当連結会計年度

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 

連結財務諸表提出会社は、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

に基づく連結会計年度末要支給額を計上しており

ます。 

同左 

(5）重要なリース取引の処理方法 (5）重要な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 

(6）重要なヘッジ会計の方法 (6）重要なヘッジ会計の方法 

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
  

同左 

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 
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前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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 

(7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 (7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

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 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 ５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価については、全面

時価評価法を採用しております。 

同左 

６．利益処分項目等の取扱いに関する事項 ６．利益処分項目等の取扱いに関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について

連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成し

ております。 

同左 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 ７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

同左 

 

 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（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） 

当連結会計年度より、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。 

これにより税金等調整前当期純損失は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、改正後の連結財

務諸表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 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（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） 

198,000千円  

建物及び構築物 2,208,511 (1,300,426千円）

機械装置及び運搬
具 

57,874 (  54,253  ）

工具器具及び備品 900 (   699  ）

土地 2,288,434 (1,028,281  ）

投資有価証券 334,005 

投資その他の資産
(その他) 

12,000 

合計 5,099,725 (2,383,660  ）
  

  
担保提供資産  

現金及び預金 
（定期預金） 

248,000千円  

建物及び構築物 2,534,158 (1,685,186千円）

機械装置及び運搬
具 

279,524 ( 276,721  ）

工具器具及び備品 2,954 (  2,817  ）

土地 2,288,434 (1,028,281  ）

投資有価証券 487,924 

投資その他の資産
(その他) 

12,000 

合計 5,852,995 (2,993,006  ）
  

上記に対応する債務 上記に対応する債務 
  
買掛金 106,774千円  

短期借入金 2,263,017 

１年以内に返済予
定の長期借入金 

377,011 

長期借入金 1,647,357 

合計 4,394,159 (2,112,210千円）
  

  
買掛金 110,406千円  

短期借入金 2,371,109 

１年以内に返済予
定の長期借入金 

367,310 

長期借入金 1,579,311 

合計 4,428,136 (2,250,581千円）
  

上記のうち（ ）内書は工場財団抵当を示してお

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。 

※２．非連結子会社株式 ※２．非連結子会社株式 
  

エス・ケイ商事㈱ 10,000千円

㈱システムズ相模 10,000千円
  

  
エス・ケイ商事㈱ 10,000千円

㈱システムズ相模 10,000千円
  

※３．関連会社株式 ※３．関連会社株式 
  

㈱小和田屋 0千円
  

  
㈱小和田屋 0千円

  
※４．発行済株式数 ※４．発行済株式数 
  

普通株式 9,570千株
  

  
普通株式 9,570千株

  
※５．自己株式の保有数 ※５．自己株式の保有数 
  

普通株式 15千株
  

  
普通株式 20千株

  
 



－  － 19

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．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 1,291,909千円

賞与引当金繰入額 101,485 

退職給付費用 90,760 

運送費 386,800 
  

  
(1）販売費 

給料手当・賞与 1,252,019千円

賞与引当金繰入額 87,961 

退職給付費用 93,463 

運送費 429,537 

貸倒引当金繰入額 4,811 
    

(2）一般管理費 

賞与引当金繰入額 26,363 

退職給付費用 39,239 

役員退職慰労引当金繰
入額 

14,810 

運送費 59,074 
  

  
(2）一般管理費 

賞与引当金繰入額 28,016 

退職給付費用 31,478 

役員退職慰労引当金繰
入額 

16,716 

運送費 57,127 
  

※２．一般管理費に含まれる研究開発費 ※２．一般管理費に含まれる研究開発費 

34,136千円 29,561千円

※３．固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。 ※３．固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。
  

建物及び構築物 514千円

機械装置及び運搬具 2,833 

工具器具及び備品 329 

固定資産撤去費用 13,332 

計 17,010 

固定資産処分損は、除却損及び撤去費用でありま

す。 
  

  
建物及び構築物 1,982千円

機械装置及び運搬具 2,349 

工具器具及び備品 996 

固定資産撤去費用 279 

計 5,608 

固定資産処分損は、除却損及び撤去費用でありま

す。 
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前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※４．      ────── ※４．減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは以下

の資産グループについて減損損失を計上してお

ります。 

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 

当社グループは、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各工場・各営業

所をグルーピングの 小単位とし、また遊休資産

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。 

提出会社の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、当連結会計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。 

※５．      ────── ※５．特別退職加算金 

希望退職者募集に伴う希望退職者に対する特別

退職加算金であります。 

 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

(平成17年３月31日現在) (平成18年３月31日現在)
  
現金及び預金勘定 1,489,471千円

有価証券（ＭＭＦ） 3,209 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △517,000 

現金及び現金同等物 975,680 
  

  
現金及び預金勘定 1,400,000千円

有価証券（ＭＭＦ） 2,046 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △467,003 

現金及び現金同等物 935,043 
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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） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日）

 種類 
取得原価 
（千円） 

連結貸借対
照表計上額
（千円） 

差額 
（千円） 

取得原価 
（千円） 

連結貸借対
照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円） 

(1）株式 449,660 718,690 269,030 437,601 885,723 448,121

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 9,888 10,223 335 24,888 29,980 5,092

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの 

小計 459,548 728,914 269,366 462,489 915,703 453,214

(1）株式 197,418 150,622 △ 46,796 178,506 164,731 △ 13,774

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 15,030 12,978 △ 2,052 － － －

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの 

小計 212,449 163,600 △ 48,848 178,506 164,731 △ 13,774

合計 671,997 892,514 220,517 640,995 1,080,435 439,439

（注）当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について、22,435 千円の減損処理を行っておりま

す。 

    なお、株式の減損処理にあたっては、回復可能性があると認められる場合を除き、当連結会計年度末におけ

る時価が取得原価に比べて 50％以上下落した銘柄のほか、当連結会計年度末における時価が取得原価に比べて

30％以上 50％未満下落しており、かつ当該状況が過去 2 年連続している銘柄については、著しい下落があっ

たものと判断し、減損処理を行っております。 

 

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

売却額（千円） 
売却益の合計額 

（千円） 
売却損の合計額

（千円） 
売却額（千円）

売却益の合計額 
（千円） 

売却損の合計額
（千円） 

128,420 66,636 － 93,104 69,466 －

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前連結会計年度（平成 17 年３月 31 日） 

 その他有価証券（流動資産） 連結貸借対照表計上額 

 マネー・マネージメント・ファンド 3,209千円 

 その他有価証券（固定資産）  

 非上場株式 75,602千円 

 非連結子会社株式 20,000千円 
 

当連結会計年度（平成 18 年３月 31 日） 

 その他有価証券（流動資産） 連結貸借対照表計上額 

 マネー・マネージメント・ファンド 2,046千円 

 その他有価証券（固定資産）  

 非上場株式 76,102千円 

 非連結子会社株式 20,000千円 
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４．その他有価証券のうち満期があるもの 

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日） 

 
１年以内 
（千円） 

１年超 
５年以内
（千円）

５年超 
10年以内
（千円）

10年超 
（千円）

１年以内
（千円）

１年超 
５年以内 
（千円） 

５年超 
10年以内 
（千円） 

10年超 
（千円）

その他    

投資信託 － 8,282 － － － 12,644 － －

合計 － 8,282 － － － 12,644 － －
 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

 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。 
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（関連当事者との取引） 

前連結会計年度（自平成 16 年４月１日 至平成 17 年３月 31 日） 

(1）役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所

資本金
又は出
資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

役員
の兼
務等
(人)

事業上
の関係

取引の内容
取引金
額 
(千円) 

科目 
期末残高
（千円）

売掛
金 

6,461
製商品の販
売 
(注２) 

76,652 
未払
金 

110

役員及びそ
の近親者が
議決権の過
半数を所有
している会
社等 
（当該会社
等の子会社
を含む） 

㈱程島商
店 
(注１) 

神奈川
県 
藤沢市

21,000 
食肉及び食
肉加工品販
売業 

－ － 

製商品
の販売
及び商
品の仕
入 

商品の仕入
(注３) 

4 
買掛
金 

－

監査役 内田邦彦 － － 弁護士 － － 
顧問弁護
士 

法律顧問料
等支出 
(注４) 

1,333 － －

（注１）当社役員である程島八郎及びその近親者で議決権の過半数を所有しております。 

（注２）製商品の販売については市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。 

（注３）商品の仕入については市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。 

（注４）顧問料その他の取引条件は、業務の内容等を勘案したうえで当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件

にて決定しております。 

  ５ 取引金額には消費税等を含めておらず、期末残高には消費税等を含めております。 

 

（2）子会社等 

関係内容 

属性 
会社等
の名称 

住所 

資本金
又は出
資金 
(千円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％） 

役員
の兼
務等
(人)

事業上
の関係

取引の内容 
取 引 金
額 
(千円) 

科目 
期末残高
（千円）

非連結子会
社 

エス・
ケイ商
事㈱ 

神奈川
県藤沢
市 

10,000 
保険代理
業及び売
店の運営

(所有) 
直接
100.0 

役員
２名

当社売
店にお
ける製
商品の
販売 

ギフト作成
手数料等
（注1） 
賃貸料 
（注1） 

7,051 
 

6,600 

未収
入金 

9,743

（注１）手数料、賃貸料は、一般的取引条件と同様に決定しております。 

  ２ 取引金額には消費税等を含めておらず、期末残高には消費税を含めております。 
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当連結会計年度（自平成 17 年４月１日 至平成 18 年３月 31 日） 

(1）役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等
の名称 

住所 

資本金
又は出
資金 
(千円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有（被
所有）割合
（％） 

役員
の兼
務等
(人)

事業上
の関係

取引の内容
取引金
額 
(千円) 

科目 
期末残高
（千円）

売掛
金 

5,978

役員及びそ
の近親者が
議決権の過
半数を所有
している会
社等 
（当該会社
等の子会社
を含む） 

㈱程島
商店 
(注１) 

神奈川
県 
藤沢市 

21,000 
食肉及び
食肉加工
品販売業

－ － 

製商品
の販売
及び商
品の仕
入 

製商品の販
売 
(注２) 

67,091 

未払
金 

101

監査役 
内 田 邦
彦 

－ － 弁護士 － － 
顧問弁護
士 

法律顧問料
等支出 
(注３) 

1,333 － －

（注１）当社役員である程島八郎及びその近親者で議決権の過半数を所有しております。 

（注２）製商品の販売については市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。 

（注３）顧問料その他の取引条件は、業務の内容等を勘案したうえで当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件

にて決定しております。 

  ４ 取引金額には消費税等を含めておらず、期末残高には消費税等を含めております。 

 

（2）子会社等 

関係内容 

属性 
会社等
の名称 

住所 

資本金
又は出
資金 
(千円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％） 

役員
の兼
務等
(人)

事業上
の関係

取引の内容 
取 引 金
額 
(千円) 

科目 
期末残高
（千円）

非連結子会
社 

エス・
ケイ商
事㈱ 

神奈川
県藤沢
市 

10,000 
保険代理
業及び売
店の運営

（所有）
直接
100.0 

役員
２名

当社売
店にお
ける製
商品の
販売 

ギフト作成
手数料等
（注1） 
賃貸料 
（注1） 

8,316 
 

6,600 

未収
入金 

11,211

（注１）手数料、賃貸料は、一般的取引条件と同様に決定しております。 

  ２ 取引金額には消費税等を含めておらず、期末残高には消費税を含めております。 
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（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（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 
  

（繰延税金資産） 

賞与引当金 78,534千円

貸倒引当金繰入限度超過額 16,237 

繰越欠損金 55,087 

退職給付引当金繰入限度超過額 440,896 

役員退職慰労引当金 71,948 

その他 38,499 

小計 701,205 

評価性引当額 △282,538 

繰延税金資産合計 418,666 

  

（繰延税金負債） 

固定資産圧縮積立金 △224,743千円

その他有価証券評価差額金 △94,880 

その他 △3,440 

繰延税金負債合計 △323,065 

繰延税金資産の純額  95,601 
  

  
（繰延税金資産） 

賞与引当金 68,590千円

貸倒引当金繰入限度超過額 7,384 

税務上の繰越欠損金 146,923 

退職給付引当金 512,869 

役員退職慰労引当金 59,767 

その他 40,984 

小計 836,519 

評価性引当額 △681,682 

繰延税金資産合計 154,837 

  

（繰延税金負債） 

固定資産圧縮積立金 △221,802千円

その他有価証券評価差額金 △179,273 

その他 △838 

繰延税金負債合計 △401,914 

繰延税金負債の純額  △247,077 
  

（注）当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、

連結貸借対照表の以下の項目に含まれておりま

す。 

（注）当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、

連結貸借対照表の以下の項目に含まれておりま

す。 
  

流動資産－繰延税金資産 144,551千円

固定資産－繰延税金資産 59,062 

流動負債－繰延税金負債 △3,440 

固定負債－繰延税金負債 △104,571 
  

  
流動資産－繰延税金資産 98,503千円

固定資産－繰延税金資産 52,548 

流動負債－繰延税金負債 △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 
△1.3 

住民税均等割 △9.2 

評価性引当額の増減 37.0 

その他 △0.9 

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
66.2 

  

  
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 
△0.9 

住民税均等割 △7.1 

評価性引当額の増減 △124.8 

受取配当金益金不算入 0.2 

その他 3.1 

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
△88.9 
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（退職給付関係） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

１．採用している退職給付制度の概要 １．採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として規約型企業年金制

度及び退職一時金制度を設けております。 

連結子会社においては、適格退職年金制度、退職一

時金制度及び中小企業退職共済制度を設けておりま

す。 

なお、当社は厚生年金基金の代行部分については、

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、同日より従来より採用しておりました

確定給付型の「厚生年金基金制度」から同「規約型

企業年金制度」へ移行しております。 

同左 

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項 

（平成17年３月31日） （平成18年３月31日） 
  
 （単位 千円）

イ．退職給付債務 △2,119,138

ロ．年金資産 888,732

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） △1,230,406

ニ．未認識数理計算上の差異 166,036

ホ．未認識過去勤務債務（債務の減

少） 
△42,634

ヘ．貸借対照表計上額純額（ハ＋ニ＋ホ） △1,107,004

ト．退職給付引当金（ヘ） △1,107,004
  

  
 （単位 千円）

イ．退職給付債務 △2,038,714

ロ．年金資産 1,029,314

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） △1,009,399

ニ．未認識数理計算上の差異 △33,088

ホ．未認識過去勤務債務（債務の減

少） 
△36,494

ヘ．貸借対照表計上額純額（ハ＋ニ＋ホ）

ト．厚生年金基金代行返上差益 

△1,078,982

8,829

チ．退職給付引当金（ヘ＋ト） △1,070,153
  

 （注）連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、

簡便法を採用しております。 

 （注）1.連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、

簡便法を採用しております。 

    2.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を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

千円を当連結会計年度に特別利益として計上

しております。 
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前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項 

（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） （自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 
  
 （単位 千円）

イ．勤務費用 124,085

ロ．利息費用 40,342

ハ．期待運用収益 △16,047

ニ．会計処理基準変更時差異の費用

処理額 
112,992

ホ．数理計算上の差異の費用処理額 41,103

ヘ．過去勤務債務の費用処理額 △6,139

ト．退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ
＋ホ＋ヘ） 

296,337

計 296,337
  

  
 （単位 千円）

イ．勤務費用 110,497

ロ．利息費用 40,385

ハ．期待運用収益 △16,960

ニ．数理計算上の差異の費用処理額 36,253

ホ．過去勤務債務の費用処理額 △6,139

ヘ．退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ
＋ホ） 

164,037

計 164,037
  

 （注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は、「イ．勤務費用」に計上しております。

 （注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は、「イ．勤務費用」に計上しております。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

イ．退職給付見込額の期間配分方法 イ．退職給付見込額の期間配分方法 

期間定額基準 同左 

ロ．割引率 ロ．割引率 

 2.1％（期首割引率2.1％）  2.1％（期首割引率2.1％） 

ハ．期待運用収益率 ハ．期待運用収益率 

 2.0％  2.0 ％ 

ニ．数理計算上の差異の費用処理年数 ニ．数理計算上の差異の費用処理年数 

９年（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定年数による定額法により、翌連結会計年度か

ら費用処理することとしております。） 

同左 

ホ．過去勤務債務の費用処理年数 ホ．過去勤務債務の費用処理年数 

９年（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定年数による定額法により、費用処理すること

としております。） 

同左 

ヘ．会計基準変更時差異の費用処理年数  

５年（５年による均等額を特別損失として費用処

理しております。） 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成 16 年４月１日 至 平成 17 年３月 31 日）及び当連結会計年度（自 平成 17 年４

月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

 当社グループは、食肉及び食肉加工品並びに総菜の製造・販売という単一産業区分に属する事業を行っ

ており、又、市場及び販売方法等につきましても類似しておりますので、事業の種類別セグメント情報の

開示を省略しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成 16 年４月１日 至 平成 17 年３月 31 日）及び当連結会計年度（自 平成 17 年４

月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

 当社グループの事業は全て国内で行われており、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度（自 平成 16 年４月１日 至 平成 17 年３月 31 日）及び当連結会計年度（自 平成 17 年４

月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

 当社グループは、海外売上高がないため該当事項はありません。 

 

（１株当たり情報） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（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 411.67円

１株当たり当期純損失 8.99円

  

  

１株当たり純資産額 357.99円

１株当たり当期純損失 63.26円

  
 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、

当期純損失であり、また、潜在株式がないため記載してお

りません。 

 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、

当期純損失であり、また、潜在株式がないため記載してお

りません。 

 （注）１株当たり当期純利益又は 1株当り当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当期純損失（千円） 85,878 604,237 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純損失（千円） 85,878 604,237 

期中平均株式数（株） 9,557,196 9,552,289 

 

（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（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。 該当事項はありません。 
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生産及び販売の状況  
（１）生産の状況 

前連結会計年度 

自  平成１６年４月 １ 日 

至  平成１７年３月３１日 

当連結会計年度 

自  平成１７年４月 １ 日 

至  平成１８年３月３１日 

前年対比 

期 別 

 

 

品目 
金額（千円） 比率 金額（千円） 比率 増減（千円）

ハ     ム 3,320,511 35.3 3,429,470 34.2 108,958

プレスハム 86,793 0.9 105,696 1.1 18,902

ソーセージ 2,393,924 25.5 2,937,114 29.3 543,190

加 

 

工 

 

品 

計 5,801,229 61.8 6,472,281 64.5 671,052

総        菜 604,140 6.4 561,894 5.6 △  42,245

加   工   肉     

ほ   か 
2,988,696 31.8 3,006,602 29.9 17,906

合        計 9,394,065 100.0 10,040,778 100.0 646,712

 
（２）販売の状況  

前連結会計年度 

自  平成１６年４月 １ 日 

至  平成１７年３月３１日 

当連結会計年度 

自  平成１７年４月 １ 日 

至  平成１８年３月３１日 
前年対比 

期 別 

 

 

品目 
金額（千円） 比率 金額（千円） 比率 増減（千円）

ハ     ム 4,542,130 20.8 4,547,487 21.4 5,357

プレスハム 137,186 0.6 142,109 0.7 4,922

ソーセージ 3,888,081 17.8 3,821,492 18.0 △  66,589

加 

 

工 

 

品 

計 8,567,398 39.2 8,511,089 40.1 △  56,309

総        菜 1,643,162 7.5 1,679,908 7.9 36,745

加   工   肉     

ほ   か 
11,651,162 53.3 11,045,379 52.0 △ 605,783

合        計 21,861,723 100.0 21,236,376 100.0 △ 625,347

 


