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平成１９年３月期  個別中間財務諸表の概要             平成１８年１１月２０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 代表取締役会長兼社長 

        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 11 月 20 日     配当支払開始日  平成－年－月－日 

単元株制度採用の有無  有（１単元 1,000 株） 
 

１. 18 年９月中間期の業績(平成 18 年４月１日～平成 18 年９月 30 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９月中間期 

17 年９月中間期 

百万円  ％

8,410  （△16.0）

10,009  （△ 1.3）

百万円  ％

△150  （  － ）

△344  （  － ）

百万円  ％

△ 44  （  － ）

△236  （  － ）

18 年３月期 20,002  （△ 2.9） △631  （  － ） △424  （  － ）
 
 中間（当期）純利益 

１株当たり中間 
(当期)純利益 

 
18 年９月中間期 
17 年９月中間期 

百万円  ％
△176  （  － ）
△205  （  － ）

円   銭
△18    45 
△21    52 

18 年３月期 △648  （  － ） △67    91  

(注)①期中平均株式数  18 年 9 月中間期 9,548,917 株  17 年 9 月中間期 9,553,680 株  18 年 3 月期 9,552,289 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、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

 

（2）財政状態                            （端数処理の方法  百万円未満切捨） 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 

18 年９月中間期 

17 年９月中間期 

百万円
10,780    
11,141    

百万円
3,225    
3,858    

               ％ 
29.9     
34.6     

円  銭
337  81  
403  99  

18 年３月期 11,069    3,484    31.5     364  88  

(注)①期末発行済株式数 18 年 9月中間期 9,548,014 株 17 年 9 月中間期 9,552,054 株 18 年 3 月期 9,549,334 株 

②期末自己株式数 18 年 9 月中間期  21,986 株 17 年 9 月中間期  17,946 株 18 年 3 月期  20,666 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) 

 売 上 高 経常利益 当期純利益 

 

   通  期 

百万円 

   17,300 

百万円

50 

百万円

 10 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）     １円 05 銭 

 

３．配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

18 年３月期 － 4.00 4.00 

19 年３月期（実績） － － 

19 年３月期（予想） － 4.00 
4.00 

 

※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【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 

 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）  
  

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金 ※１ 1,045,800 910,909 1,144,927 

２．受取手形  61,560 49,661 47,371 

３．売掛金  1,894,717 1,735,968 1,828,311 

４．たな卸資産  1,059,297 1,080,486 986,505 

５．その他 ※３ 593,917 599,144 631,365 

貸倒引当金  △  11,109 △  3,741 △11,132 

流動資産合計   4,644,184 41.7 4,372,429 40.6  4,627,348 41.8

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※1.2   

(1）建物  1,521,183 1,395,847 1,470,663 

(2）土地  2,073,427 2,073,427 2,073,427 

(3）その他  372,704 324,155 350,984 

有形固定資産合計   3,967,315 35.6 3,793,430 35.2  3,895,075 35.2

２．無形固定資産   26,417 0.2 21,344 0.2  25,513 0.2

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券 ※１ 1,793,220 1,732,255 1,838,069 

(2）長期貸付金  － 555,298 － 

(3）その他  784,001 330,935 705,262 

貸倒引当金  △  73,607 △  24,723 △22,010 

投資その他の資産
合計 

  2,503,614 22.5 2,593,766 24.0  2,521,321 22.8

固定資産合計   6,497,348 58.3 6,408,541 59.4  6,441,910 58.2

資産合計   11,141,532 100.0 10,780,970 100.0  11,069,259 100.0
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前中間会計期間末 

 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）  
  

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形  23,454 37,132 24,371 

２．買掛金 ※１ 1,263,352 1,229,071 1,419,711 

３．短期借入金 ※１ 3,335,664 3,475,964 3,390,364 

４．１年以内に償還予
定の社債 

 20,000 20,000 20,000 

５．未払法人税等  16,391 15,506 25,069 

６．賞与引当金  148,520 116,000 121,000 

７．その他  318,698 385,038 342,798 

流動負債合計   5,126,080 46.0 5,278,712 49.0  5,343,314 48.3

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金 ※１ 839,152 791,721 712,970 

２．社債  70,000 50,000 60,000 

３．退職給付引当金  937,598 919,875 914,456 

４．役員退職慰労引当
金 

 139,102 154,452 147,064 

５．その他  170,679 360,794 407,060 

固定負債合計   2,156,532 19.4 2,276,843 21.1  2,241,551 20.2

負債合計   7,282,613 65.4 7,555,556 70.1  7,584,866 68.5
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前中間会計期間末 

 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   1,224,500 11.0 － －  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 11.9 － －  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  1,070,566 － 1,070,566 

３．中間(当期)未処理
損失 

 88,841 － 541,009 

利益剰余金合計   1,138,226 10.2 － －  686,058 6.2

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  178,766 1.6 － －  257,549 2.3

Ⅴ 自己株式   △  7,074 △0.1 － －  △  8,215 △0.1

資本合計   3,858,918 34.6 － －  3,484,392 31.5

負債資本合計   11,141,532 100.0 － －  11,069,259 100.0

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   － － 1,224,500 11.4  － －

２．資本剰余金    

(1）資本準備金  － 1,324,500 － 

資本剰余金合計   － － 1,324,500 12.3  － －

３．利益剰余金    

(1）利益準備金  － 156,501 － 

(2）その他利益剰余
金 

   

圧縮記帳積立金  － 323,971 － 

別途積立金  － 122,300 － 

繰越利益剰余金  － △ 131,051 － 

利益剰余金合計   － － 471,721 4.3  － －

４．自己株式   － － △  8,716 △0.1  － －

株主資本合計   － － 3,012,004 27.9  － －

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評
価差額金 

  － － 194,836 1.8  － －

２．繰延ヘッジ損益   － － 18,573 0.2  － －

評価・換算差額等合
計 

  － － 213,410 2.0  － －

純資産合計   － － 3,225,414 29.9  － －

負債純資産合計   － － 10,780,970 100.0  － －
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②【中間損益計算書】 

  

前中間会計期間 
 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の 
要約損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   10,009,079 100.0 8,410,996 100.0  20,002,174 100.0

Ⅱ 売上原価   8,739,682 87.3 7,143,776 84.9  17,422,689 87.1

売上総利益   1,269,396 12.7 1,267,220 15.1  2,579,484 12.9

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

  1,613,828 16.1 1,417,689 16.9  3,210,983 16.1

営業損失   344,432 △3.4 150,468 △1.8  631,499 △3.2

Ⅳ 営業外収益    

受取利息  4,838 6,137 10,822 

受取配当金  10,264 15,191 14,076 

その他 ※１ 170,986 186,089 1.8 151,605 172,934 2.1 336,965 361,865 1.8

Ⅴ 営業外費用    

支払利息  28,567 31,881 59,961 

その他 ※２ 49,449 78,017 0.8 35,572 67,453 0.8 94,567 154,529 0.7

経常損失   236,360 △2.4 44,988 △0.5  424,163 △2.1

Ⅵ 特別利益    

投資有価証券売却
益 

 69,460 2,751 69,466 

厚生年金基金代行
返上差益 

 8,829 － 8,829 

貸倒引当金戻入益  － 78,289 0.8 4,678 7,430 0.1 － 78,295 0.4

Ⅶ 特別損失    

固定資産処分損 ※３ 3,319 4,926 4,144 

投資有価証券評価
損 

 － － 42,435 

減損損失 ※４ 5,099 121,032 5,099 

その他特別損失  － 8,419 0.1 － 125,959 1.5 1,499 53,179 0.3

税引前中間（当
期）純損失 

  166,491 △1.7 163,517 △1.9  399,047 △2.0

法人税、住民税及
び事業税 

 9,942 9,721 19,881 

法人税等調整額  29,205 39,148 0.4 2,900 12,622 0.2 229,730 249,611 1.2

中間（当期）純損
失 

  205,639 △2.1 176,140 △2.1  648,658 △3.2

前期繰越利益   116,798 －  116,798

合併引継未処理損
失 

  － －  9,149

中間（当期）未処
理損失 

  88,841 －  541,009
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③【中間株主資本等変動計算書】 

 当中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他の利益剰余金 

 

資本金 
資本準備

金 
資本剰余
金合計 

利益 

準備金 圧縮記
帳 

積立金

別途 
積立金 

繰越利益 
剰余金 

利益剰余
金合計 

自己株

式 

株主資本 

合計 

平成18年３月31日 

残高 

（千円） 

1,224,500 1,324,500 1,324,500 156,501 328,266 742,300 △541,009 686,058 △8,215 3,226,843

中間会計期間中の変

動額 
    

圧縮記帳積立金取

崩（注） 
  △4,295 4,295 － －

別途積立金の取崩

（注） 
  △620,000 620,000 － －

剰 余 金 の 配 当

（注） 
  △38,197 △38,197 △38,197

中間純損失   △176,140 △176,140 △176,140

自己株式の取得     △501 △501

株主資本以外の項

目の中間会計期間

中の変動額（純

額） 

    

中間会計期間中の変

動 額 合 計 

（千円） 

－  － － △4,295 △620,000 409,958 △214,337 △501 △214,839

平成18年９月30日 

残高 

（千円） 

1,224,500 1,324,500 1,324,500 156,501 323,971 122,300 △131,051 471,721 △8,716 3,012,004

 

評価・換算差額等  

その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 

損益 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日 残高 

（千円） 
257,549 － 257,549 3,484,392

中間会計期間中の変動額  

圧縮記帳積立金取崩

（注） 
 －

別 途 積 立 金 の 取 崩

（注） 
 －

剰余金の配当（注）  △38,197

中間純損失  △176,140

自己株式の取得  △501

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額（純額） 

△62,712 18,573 △44,139 △44,139

中間会計期間中の変動額

合計     （千円） 
△62,712 18,573 △44,139 △258,978

平成18年９月30日 残高 

（千円） 
194,836 18,573 213,410 3,225,414

（注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 

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 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 同  左 

②その他有価証券 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 時価のあるもの 

……中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（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。） 

……中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定しておりま

す。） 

……決算日の市場価格等に基

づく時価法（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 時価のないもの 

……移動平均法に基づく原価

法 

同  左 同  左 

(2）デリバティブ (2）デリバティブ (2）デリバティブ 

……時価法 同  左 同  左 

(3）たな卸資産 (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） 商品、原材料（主原料） 

……移動平均法に基づく原価

法 

同  左 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 

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 同  左 

２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

……定率法 同  左 同  左 

 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。 

  

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 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

……定額法 

 なお、主な耐用年数は、自社

利用ソフトウエア５年でありま

す。 

同  左 同  左 

(3）長期前払費用 (3）長期前払費用 (3）長期前払費用 

……期間対応償却 同  左 同  左 
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前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 (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 同  左 

(2）賞与引当金 (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

当中間会計期間の負担額を計上

しております。 

同  左  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。 

(3）退職給付引当金 (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、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。 

 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。 

同  左  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。 
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前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（追加情報） ────── （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（最低責

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

8,829千円を当中間会計期間に

特別利益として計上しておりま

す。 

 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（最低責

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 (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

する内規に基づく中間会計期間

末要支給額を計上しておりま

す。 

同  左  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。 

４．リース取引の処理方法 ４．リース取引の処理方法 ４．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 同  左 

５．ヘッジ会計の方法 ５．ヘッジ会計の方法 ５．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 (1）ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理 同  左 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 (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 同  左 

(3）ヘッジ方針 (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 同  左 
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前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（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 (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 同  左 

６．その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

６．その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

６．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 (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 同  左 

(2）納付税額及び法人税等調整額 (2）納付税額及び法人税等調整額  

 当事業年度において予定して

いる利益処分による圧縮積立金

の取崩を前提として、当中間会

計期間に係る金額を計算してお

ります。 

当事業年度末において予定し

ている圧縮積立金の取崩を前提

として、当中間会計期間に係る

金額を計算しております。 

────── 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（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） 

 当中間会計期間より、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。 

これにより税引前中間純損失は

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、改正後の中間財務諸表等規則に

基づき各資産の金額から直接控除し

ております。 

────── （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。 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当中間会計期間から、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成

17年12月９日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月９日）を

適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する

金額は3,206,841千円であります。

なお、中間財務諸表等規則の改

正により、当中間会計期間におけ

る中間貸借対照表の純資産の部に

ついては、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。 

────── 

  

表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

────── （中間貸借対照表） 

 「長期貸付金」は、前中間期まで、投資その他の

資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、

当中間期末において資産の総額の100分の５を超えた

ため区分掲記しました。 

 なお、前中間期末の「長期貸付金」の金額は

418,443千円であります。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（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。 

※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 担保提供資産 担保提供資産 
  
現金及び預金 

(定期預金) 20,000千円

建物 1,348,114 ( 765,756千円)

土地 1,672,214 ( 688,108  )

有形固定資
産（その
他） 

84,603 (  84,603  )

投資有価証
券 

427,204 

合計 3,552,136 (1,538,468  )
  

  
現金及び預金 

(定期預金) 247,000千円

建物 1,262,518 ( 722,734千円)

土地 1,672,214 ( 688,108  )

有形固定資
産（その
他） 

71,729 (  71,729  )

投資有価証
券 

484,759 

合計 3,738,222 (1,482,572  )
  

  
現金及び預金 

(定期預金) 247,000千円

建物 1,303,693 ( 742,906千円)

土地 1,672,214 ( 688,108  )

有形固定資
産（その
他） 

77,298 (  77,298  )

投資有価証
券 

487,924 

合計 3,788,129 (1,508,312  )
  

上記に対応する債務 上記に対応する債務 上記に対応する債務 
 
短期借入金 2,741,715千円

長期借入金 839,152 

合計 3,580,867 (1,300,600千円)
  

 
買掛金 61,471千円

短期借入金 2,367,695 

長期借入金 772,964 

合計 3,202,130 (1,392,500千円)
  

 
買掛金 27,252千円

短期借入金 2,587,435 

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等 

109,564千円を担保するため、定期預

金227,000千円を物上保証しておりま

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

債務等160,663千円を担保するため、

定期預金220,000千円を物上保証して

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

債務等83,154千円を担保するため、定

期預金220,000千円を物上保証してお

ります。 

※２．有形固定資産の減価償却累計額 ※２．有形固定資産の減価償却累計額 ※２．有形固定資産の減価償却累計額

4,569,466千円 4,689,289千円 4,651,219千円

※３．消費税等の取扱い ※３．消費税等の取扱い ※３．   ────── 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は

相殺のうえ、流動資産の「その他」

に含めて表示しております。 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は

相殺のうえ、流動負債の「その他」

に含めて表示しております。 

 

４．偶発債務 ４．偶発債務 ４．偶発債務 

銀行借入等に対する債務保証 銀行借入等に対する債務保証 銀行借入等に対する債務保証 
 

九州相模ハム㈱ 706,882千円

東北相模ハム㈱ 694,386 

相模ハム販売㈱ 14,200 

東北相模ハム販売㈱ 91,130 

サガミフーズ㈱ 30,000 

サガミ ジェイ・ビー㈱ 19,641 

鳥取サガミフーズ㈱ 38,441 

計 1,594,682 
  

 
九州相模ハム㈱ 677,060千円

東北相模ハム㈱ 659,634 

相模ハム販売㈱ 12,000 

東北相模ハム販売㈱ 115,418 

サガミフーズ㈱ 30,000 

鳥取サガミフーズ㈱ 66,697 

計 1,560,810 
  

 
九州相模ハム㈱ 678,890千円

東北相模ハム㈱ 662,040 

相模ハム販売㈱ 13,000 

東北相模ハム販売㈱ 92,060 

サガミフーズ㈱ 30,000 

鳥取サガミフーズ㈱ 34,310 

計 1,510,301 
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（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．営業外収益「その他」のうち主

なもの 

※１．営業外収益「その他」のうち主

なもの 

※１．営業外収益「その他」のうち主

なもの 
 
賃貸収入 124,669千円

技術指導料 35,760 

  

 
賃貸収入 110,592千円

技術指導料 32,280 

  

 
賃貸収入 234,939千円

技術指導料 71,520 

  
※２．営業外費用「その他」のうち主

なもの 

※２．営業外費用「その他」のうち主

なもの 

※２．営業外費用「その他」のうち主

なもの 

 
賃貸費用 46,244千円

 

 
賃貸費用 35,327千円

 

 
賃貸費用 86,476千円

 ※３．固定資産処分損の内訳 ※３．固定資産処分損の内訳 ※３．固定資産処分損の内訳 

 
建物 1,618千円

機械及び装置 1,369 

工具器具及び備品 332 

計 3,319 

  

 
建物 154千円

構築物 6 

機械及び装置 2,230 

車両運搬具 64 

工具器具及び備品 1,098 

固定資産撤去費用 1,372 

計 4,926 

  

 
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、すべて除却損で

あります。 

固定資産処分損は、除却損及び撤去

費用であります。 

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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前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※４．減損損失 ※４．減損損失 ※４．減損損失 

 当中間会計期間において、当社は

以下の資産グループについて減損損

失を計上しております。 

 
場所 用途 種類 その他 

北海道真

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

最小単位とし、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

ピングの最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、当中間会計期間末日

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

収可能価額まで減額し、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。 

 当中間会計期間において、当社は

以下の資産グループについて減損損

失を計上しております。 

 
場所 用途 種類 

静岡営業所(静

岡県静岡市)、

城東営業所(東

京都足立区)、

岡山営業所(岡

山県岡山市)、

所沢営業所(埼

玉県所沢市)、

北九州営業所

(福岡県北九州

市)他４件 

営業所用

資産及び

工場用資

産 

建物及び 

リース資

産等 

 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

最小単位とし、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

ピングの最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、当中間会計期間末日

において営業活動から生じる損益が

継続してマイナスであるため帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額である121,032千円を減損損失

として計上しました。その内訳は、

建物26,450千円、リース資産83,506

千円、その他11,076千円です。 

なお、回収可能価額は正味売却価

額により測定しており、不動産鑑定

士による鑑定評価額等により評価し

ております。 

 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

北海道真

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

最小単位とし、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

ピングの最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。 

５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額 

 
有形固定資産 89,380千円

無形固定資産 1,195 

  

 
有形固定資産 79,948千円

無形固定資産 1,226 

  

 
有形固定資産 182,096千円

無形固定資産 2,391 
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（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

1．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度末株式数 

（千株） 

当中間会計期間増加

株式数（千株） 

当中間会計期間減少 

株式数（千株） 

当中間会計期間末 

株式数（千株） 

普通株式（注） 20 1 － 21

合計 20 1 － 21

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 
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（リース取引関係） 

 当社は、半期報告書を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） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても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。 

 

（１株当たり情報） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（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 403.99円 

１株当たり中間純損失
金額 

21.52円 

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、１株当

たり中間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。 
  

 

１株当たり純資産額 337.81円

１株当たり中間純損失
金額 

18.45円

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、１株当

たり中間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。 

（追加情報） 

「１株当たり当期純利益に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第４号）が平成18年１月

31日付で改正されたことに伴い、当

中間会計期間から繰延ヘッジ損益

（税効果調整後）の金額を普通株式

に係る中間期末の純資産額に含めて

おります。 

なお、前事業年度末において採用

していた方法により算定した当中間

会計期間末の１株当たり純資産額は

335.86円であります。 
  

 

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、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株当たり当期純損失金額及び中間純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

中間（当期）純損失（千円） 205,639 176,140 648,658 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ― 

普通株式に係る中間（当期）純損失
（千円） 

205,639 176,140 648,658 

期中平均株式数（千株） 9,553 9,548 9,552 
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（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

────── ────── 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。 

 

 

 (2）【その他】 

 該当事項はありません。 

 


