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平成 19 年 12 月 14 日 

各  位 

会社名  相模ハム株式会社 

代表者名 代表取締役会長兼社長 程島八郎 

（ＪＡＳＤＡＱ コード・2289） 

問合せ先 取締役社長室長兼管理本部長 尾崎郁郎 

（ＴＥＬ   0466－48－8111） 

  

（修正・訂正）平成 20 年３月期中間決算短信の一部修正・訂正について 
 

当社は、平成 19 年 11 月 20 日に公表いたしました「平成 20 年３月期中間決算短信」につきまして、一部修

正・訂正がありますので以下のとおりお知らせいたします。 

 

 

【修正・訂正の理由】 

１．役員退職慰労引当金計上に伴う修正について 

前回発表時におきまして、連結子会社における役員の退職慰労金の会計処理を当下半期より変更することを

検討しておりましたが、半期報告書提出にあたり、会計監査人も交えて当該処理について検証を進めた結果、

当中間連結会計期間に与える影響が当社の想定以上となることから、各連結子会社の役員就任時点からの退職

慰労金算出額 37,797 千円を役員退職慰労引当金として追加計上いたしました。 

この修正により、当中間連結会計期間にかかる発生額 1,080 千円は販売費及び一般管理費に計上し、過年度

相当額 36,717 千円は特別損失に計上いたします。この結果、平成 19 年 11 月 20 日に公表しております公表数

値と比較して、営業損失及び経常損失は 1,080 千円増加し、税金等調整前中間純損失及び中間純損失は 37,797

千円増加いたします。 

これにより、19 年９月中間期の連結業績、経営成績及び中間連結財務諸表の一部を修正いたします。 

なお、当該処理による個別決算数値に変更はございません。 

 

２．特別損失計上に伴う業績予想の修正について 

同日開示しております「特別損失の発生及び業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、連結子会社にお

いて特別損失の計上に伴う平成 20 年３月期通期業績予想を一部修正いたします。 

なお、詳細に関しては同日開示しております「特別損失の発生及び業績予想の修正に関するお知らせ」をご

参照ください。 

 

３．記載ミスの訂正について 

上記以外に記載誤りがありましたので一部訂正いたします。 

 

 

なお、修正・訂正箇所は、     で示しております。 
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Ⅰ 【修正箇所】 

１．（修正箇所）１ページ 平成 20 年３月期 中間決算短信 

 

 【修正前】 

＜省略＞ 
半期報告書提出予定日  平成19年12月25日   配当支払開始予定日   平成－年－月－日 
 

（百万円未満切捨て） 
１．19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 

(1) 連結経営成績                           （％表示は対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益 

 
19年９月期中間期 
18年９月期中間期 

百万円  ％ 
9,397  (△6.3) 
10,029 (△5.4) 

百万円   ％
△135  ( －)
△95  ( －)

百万円   ％ 
△176  ( －) 
△125  ( －) 

百万円   ％
△252  ( －)
△233  ( －)

19年３月期 20,232 (△4.7) △100  ( －) △169  ( －) △1,120  ( －)

 
 

１株当たり中間 
(当期)純利益 

潜在株式調整後
１株当たり中間
(当期)純利益 

 
19年９月期中間期 
18年９月期中間期 

円  銭 
△26   45   
△24   44   

円  銭
－  － 
－  － 

19年３月期 △117   33  －   － 

(参考) 持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年９月期中間期 －百万円 19年３月期 －百万円 
 
(2) 連結財政状態 
 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
19年９月期中間期 
18年９月期中間期 

百万円 
11,131    
12,961    

百万円
1,855   
3,095   

％ 
16.7   
23.9   

円    銭
194     40 
324    16 

19年３月期  11,760     2,140    18.2   224    25 
 (参考) 自己資本 19年９月中間期 1,855百万円 18年９月中間期 3,095百万円 19年３月期 2,140百万円 

＜以下略＞ 

 

 【修正後】 

＜省略＞ 
半期報告書提出予定日  平成19年12月28日   配当支払開始予定日   平成－年－月－日 
 

（百万円未満切捨て） 
１．19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 

(1) 連結経営成績                           （％表示は対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益 

 
19年９月期中間期 
18年９月期中間期 

百万円  ％ 
9,397  (△6.3) 
10,029 (△5.4) 

百万円   ％
△137  ( －)
△95  ( －)

百万円   ％ 
△177  ( －) 
△125  ( －) 

百万円   ％
△290  ( －)
△233  ( －)

19年３月期 20,232 (△4.7) △100  ( －) △169  ( －) △1,120  ( －)

 
 

１株当たり中間 
(当期)純利益 

潜在株式調整後
１株当たり中間
(当期)純利益 

 
19年９月期中間期 
18年９月期中間期 

円  銭 
△30   41   
△24   44   

円  銭
－  － 
－  － 

19年３月期 △117   33  －   － 

(参考) 持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年９月期中間期 －百万円 19年３月期 －百万円 
 
(2) 連結財政状態 
 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
19年９月期中間期 
18年９月期中間期 

百万円 
11,136    
12,961    

百万円
1,817   
3,095   

％ 
16.3   
23.9   

円    銭
190     44 
324    16 

19年３月期  11,760     2,140    18.2   224    25 
 (参考) 自己資本 19年９月中間期 1,817百万円 18年９月中間期 3,095百万円 19年３月期 2,140百万円 

＜以下略＞ 
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２．（修正箇所）１ページ ３.20 年３月期の連結業績予想（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 

 

 【修正前】 

３．20 年３月期の連結業績予想（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日）   （％表示は、対前期増減率） 

 
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 

 
通 期 

百万円   ％ 

19,000 (△6.1) 
百万円   ％

80   (－)
百万円   ％

60   (－)
百万円   ％ 

10   (－) 
円   銭
1   04 

 

 【修正後】 

３．20 年３月期の連結業績予想（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日）   （％表示は、対前期増減率） 

 
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 

 
通 期 

百万円   ％ 

19,000 (△6.1) 
百万円   ％

80   (－)
百万円   ％

60   (－)
百万円   ％ 

0   (－) 
円   銭
0   00 

 

 

３．（修正箇所）２ページ （参考）個別業績の概要  

１.19 年９月中間期の個別業績（平成 19 年４月１日～平成 19 年９月 30 日） 

 【修正前】 

＜中略＞ 
(2) 個別財政状態 
 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
19年９月期中間期 
18年９月期中間期 

百万円 
9,153    
10,780    

百万円
1,891   
3,225   

％ 
20.7   
29.9   

円    銭
197     69 
337    81 

19年３月期  9,651     2,212    22.9   231    81 

＜以下略＞ 

 

 【修正後】 

＜中略＞ 
(2) 個別財政状態 
 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
19年９月期中間期 
18年９月期中間期 

百万円 
9,150    
10,780    

百万円
1,891   
3,225   

％ 
20.7   
29.9   

円    銭
197     69 
337    81 

19年３月期  9,651     2,212    22.9   231    81 

＜以下略＞ 

 

 

４．（修正箇所）２ページ ２.20 年３月期の個別業績予想（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 

 

 【修正前】 

２．20 年３月期の個別業績予想（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日）    （％表示は対前期増減率） 

 
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 

 
通 期 

百万円   ％ 

13,500 (△20.5) 
百万円   ％

△200   (－)
百万円   ％

△110   (－)
百万円   ％ 

△140   (－) 
円   銭

△14   63 

 

 【修正後】 

２．20 年３月期の個別業績予想（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日）    （％表示は対前期増減率） 

 
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 

 
通 期 

百万円   ％ 

13,500 (△20.5) 
百万円   ％

△200   (－)
百万円   ％

△110   (－)
百万円   ％ 

△112   (－) 
円   銭

△11   70 
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５．（修正箇所）３ページ １ 経営成績（1）経営成績に関する分析 ①当中間期の経営 

 

 【修正前】 

＜中略＞ 

この結果、当中間連結会計期間の売上高は 93 億 97 百万円（前年同期比 6.3％減）となりました。また、利益に

つきましては、営業損失１億 35 百万円（前年同期営業損失 95 百万円）、経常損失１億 76 百万円（前年同期経常

損失１億 25 百万円）、中間純損失は２億 52 百万円（前年同期中間純損失２億 33 百万円）となりました。 

＜以下略＞ 

 

 【修正後】 

＜中略＞ 

この結果、当中間連結会計期間の売上高は 93 億 97 百万円（前年同期比 6.3％減）となりました。また、利益に

つきましては、営業損失１億 37 百万円（前年同期営業損失 95 百万円）、経常損失１億 77 百万円（前年同期経常

損失１億 25 百万円）、中間純損失は２億 90 百万円（前年同期中間純損失２億 33 百万円）となりました。 

＜以下略＞ 

 

 

６．（修正箇所）４ページ  １ 経営成績（2）財政状態に関する分析 

 

【修正前】 

＜中略＞ 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果から得られた資金は 18 百万円（前年同期は１億 68 百万円の支出）となりました。 

収入の主な内訳は、減価償却費１億 48 百万円、売上債権の減少額１億 14 百万円、たな卸資産の減少額 81 百

万円等であり、支出の主な内訳は、税金等調整前中間純損失２億 30 百万円、仕入債務の増加額１億９百万円等

であります。 

＜中略＞ 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 平成20年３月期

 中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率（％） 

＜以下略＞ 

28.1 

 

26.5 

 

23.9 

 

18.2 

 

16.7 

 

      

＜以下略＞ 

 

【修正後】 

＜中略＞ 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果から得られた資金は 18 百万円（前年同期は１億 68 百万円の支出）となりました。 

収入の主な内訳は、減価償却費１億 48 百万円、売上債権の減少額１億 14 百万円、たな卸資産の減少額 81 百

万円等であり、支出の主な内訳は、税金等調整前中間純損失２億 68 百万円、仕入債務の増加額１億９百万円等

であります。 

＜中略＞ 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 平成20年３月期

 中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率（％） 

＜以下略＞ 

28.1 

 

26.5 

 

23.9 

 

18.2 

 

16.3 

 

      

＜以下略＞ 

 



 - 5 -

 

７．（修正箇所）８ページ  ４ 中間連結財務諸表（1）中間連結貸借対照表 

 

【修正前】 

  
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成19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）     

＜中略＞ 
４．その他 

  
206,708 121,947

  
150,871

貸倒引当金   △4,094 △9,065   △8,532

流動資産合計 
＜以下略＞ 

  
5,149,227 39.7 4,541,744 40.8 

 
 

4,969,136 42.3

資産合計   12,961,957 100.0 11,131,704 100.0  11,760,790 100.0

     

 

 

【修正後】 

  
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成19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）     

＜中略＞ 
４．その他 

  
206,708 126,434

  
150,871

貸倒引当金   △4,094 △9,065   △8,532

流動資産合計 
＜以下略＞ 

  
5,149,227 39.7 4,546,230 40.8 

 
 

4,969,136 42.3

資産合計   12,961,957 100.0 11,136,191 100.0  11,760,790 100.0
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８．（修正箇所）９ページ  ４ 中間連結財務諸表（1）中間連結貸借対照表 

【修正前】 

  
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成19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）     

＜中略＞ 
４．役員退職慰労引当金 

  
154,452 167,064

  
161,839

５．その他   360,794 364,467   420,347

固定負債合計   3,285,709 25.3 2,975,088 26.7  3,366,187 28.6

負債合計   9,866,854 76.1 9,276,236 83.3  9,619,907 81.8

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   1,224,500 9.4 1,224,500 11.0  1,224,500 10.4

２．資本剰余金   1,324,500 10.2 518,664 4.7  1,324,500 11.3

３．利益剰余金   351,871 2.7 18,231 0.2  △535,096 △4.5

４．自己株式   △8,716 △0.0 △9,799 △0.1  △9,166 △0.1

株主資本合計   2,892,154 22.3 1,751,596 15.7  2,004,736 17.0

Ⅱ 評価・換算差額等     

１．その他有価証券 
評価差額金 

  184,374 1.4 93,100 0.9  116,923 1.0

２．繰延ヘッジ損益   18,573 0.2 10,771 0.1  19,223 0.2

評価・換算差額等合計   202,947 1.6 103,871 1.0  136,146 1.2

純資産合計   3,095,102 23.9 1,855,468 16.7  2,140,882 18.2

負債純資産合計   12,961,957 100.0 11,131,704 100.0  11,760,790 100.0

     

 

【修正後】 

  
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成19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）     

＜中略＞ 
４．役員退職慰労引当金 

  
154,452 209,348

  
161,839

５．その他   360,794 364,467   420,347

固定負債合計   3,285,709 25.3 3,017,372 27.1  3,366,187 28.6

負債合計   9,866,854 76.1 9,318,520 83.7  9,619,907 81.8

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   1,224,500 9.4 1,224,500 11.0  1,224,500 10.4

２．資本剰余金   1,324,500 10.2 518,664 4.7  1,324,500 11.3

３．利益剰余金   351,871 2.7 △19,565 △0.2  △535,096 △4.5

４．自己株式   △8,716 △0.0 △9,799 △0.1  △9,166 △0.1

株主資本合計   2,892,154 22.3 1,713,798 15.4  2,004,736 17.0

Ⅱ 評価・換算差額等     

１．その他有価証券 
評価差額金 

  184,374 1.4 93,100 0.8  116,923 1.0

２．繰延ヘッジ損益   18,573 0.2 10,771 0.1  19,223 0.2

評価・換算差額等合計   202,947 1.6 103,871 0.9  136,146 1.2

純資産合計   3,095,102 23.9 1,817,670 16.3  2,140,882 18.2

負債純資産合計   12,961,957 100.0 11,136,191 100.0  11,760,790 100.0
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９．（修正箇所）10 ページ  ４ 中間連結財務諸表（2）中間連結損益計算書 

【修正前】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19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
（％）

＜中略＞ 
Ⅲ 販売費及び一般管理費 

   

１．販売費 ※１ 1,432,416 1,420,504 2,982,525 

２．一般管理費 ※１ 420,465 1,852,882 18.5 380,722 1,801,226 19.2 755,733 3,738,259 18.5

営業損失   95,326 △1.0 135,958 △1.5  100,665 △0.5

＜中略＞    

経常損失   125,535 △1.3 176,492 △1.9  169,331 △0.8

＜中略＞    

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産処分損 ※２ 6,044 7,704 8,951 

２．投資有価証券評価損  － 40,523 25,232 

３．減損損失 ※３ 121,032 － 832,800 

４．積立保険解約損  － 4,792 － 

５．役員退職慰労金  － 2,625 － 

６．特別退職加算金 ※４ － 127,076 1.2 － 55,645 0.6 3,352 870,338 4.3

税金等調整前中間 
（当期）純損失 

  245,182 △2.4 230,386 △2.5  955,489 △4.7

法人税、住民税 
及び事業税 

 15,630 24,619 29,572 

法人税等調整額  △27,415 △11,785 △0.1 △2,498 22,120 0.2 135,303 164,875 0.8

中間（当期）純損失   233,397 △2.3 252,507 △2.7  1,120,365 △5.5

    

 

【修正後】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19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
（％）

＜中略＞ 
Ⅲ 販売費及び一般管理費 

   

１．販売費 ※１ 1,432,416 1,420,504 2,982,525 

２．一般管理費 ※１ 420,465 1,852,882 18.5 381,802 1,802,306 19.2 755,733 3,738,259 18.5

営業損失   95,326 △1.0 137,038 △1.5  100,665 △0.5

＜中略＞    

経常損失   125,535 △1.3 177,572 △1.9  169,331 △0.8

＜中略＞    

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産処分損 ※２ 6,044 7,704 8,951 

２．投資有価証券評価損  － 40,523 25,232 

３．減損損失 ※３ 121,032 － 832,800 

４．積立保険解約損  － 4,792 － 

５．役員退職慰労引当金 
  繰入額 

 － 36,717 － 

６．特別退職加算金 ※４ － － 3,352 

７．役員退職慰労金  － 127,076 1.2 2,625 92,362 1.0 － 870,338 4.3

税金等調整前中間 
（当期）純損失 

  245,182 △2.4 268,183 △2.9  955,489 △4.7

法人税、住民税 
及び事業税 

 15,630 24,619 29,572 

法人税等調整額  △27,415 △11,785 △0.1 △2,498 22,120 0.2 135,303 164,875 0.8

中間（当期）純損失   233,397 △2.3 290,304 △3.1  1,120,365 △5.5
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10．（修正箇所）12 ページ  ４ 中間連結財務諸表（3）中間連結株主資本等変動計算書 

 

【修正前】 

当中間連結会計期間（自平成 19 年４月１日 至平成 19 年９月 30 日） 

 

株主資本  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成 19 年３月 31 日残高（千円） 1,224,500 1,324,500 △535,096 △9,166 2,004,736

中間連結会計期間中の変動額  

欠損填補のための取崩額 △805,835 805,835  －

中間純損失 △252,507  △252,507

自己株式の取得 － △633 △633

株主資本以外の項目の中間 

連結会計期間中の変動額（純額） 
 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
－ △805,835 553,328 △633 △253,140

平成 19 年９月 30 日残高（千円） 1,224,500 518,664 18,231 △9,799 1,751,596

 

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 19 年３月 31 日残高（千円） 116,923 19,223 136,146 2,140,882

中間連結会計期間中の変動額  

欠損填補のための取崩額  －

中間純損失  △252,507

自己株式の取得  △633

株主資本以外の項目の中間 

連結会計期間中の変動額（純額） 
△23,822 △8,451 △32,274 △32,274

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△23,822 △8,451 △32,274 △285,414

平成 19 年９月 30 日残高（千円） 93,100 10,771 103,871 1,855,468
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【修正後】 

 

当中間連結会計期間（自平成 19 年４月１日 至平成 19 年９月 30 日） 

 

株主資本  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成 19 年３月 31 日残高（千円） 1,224,500 1,324,500 △535,096 △9,166 2,004,736

中間連結会計期間中の変動額  

欠損填補のための取崩額 △805,835 805,835  －

中間純損失 △290,304  △290,304

自己株式の取得  △633 △633

株主資本以外の項目の中間 

連結会計期間中の変動額（純額） 
 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
－ △805,835 515,530 △633 △290,937

平成 19 年９月 30 日残高（千円） 1,224,500 518,664 △19,565 △9,799 1,713,798

 

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 19 年３月 31 日残高（千円） 116,923 19,223 136,146 2,140,882

中間連結会計期間中の変動額  

欠損填補のための取崩額  －

中間純損失  △290,304

自己株式の取得  △633

株主資本以外の項目の中間 

連結会計期間中の変動額（純額） 
△23,822 △8,451 △32,274 △32,274

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△23,822 △8,451 △32,274 △323,212

平成 19 年９月 30 日残高（千円） 93,100 10,771 103,871 1,817,670
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11．（修正箇所）14 ページ  ４ 中間連結財務諸表（4）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

【修正前】 

（4）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日）

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間（当期）純損失  △245,182 △230,386 △955,489 

＜中略＞     

役員退職慰労引当金の増加額  7,209 5,225 14,596 

＜中略＞     

その他  30,612 58,732 △38,541 

小計  △112,031 82,416 93,585 

＜以下略＞     

     

 

 

【修正後】 

（4）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日）

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間（当期）純損失  △245,182 △268,183 △955,489 

＜中略＞     

役員退職慰労引当金の増加額  7,209 47,509 14,596 

＜中略＞     

その他  30,612 54,246 △38,541 

小計  △112,031 82,416 93,585 

＜以下略＞     
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12．（修正箇所）19 ページ  ４ 中間連結財務諸表（5）中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

【修正前】 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

   

＜中略＞   

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 

 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中間連結

会計期間末要支給額を計上し

ております。 

同  左  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。 

 

 

【修正後】 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

   

＜中略＞   

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 

 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中間連結

会計期間末要支給額を計上し

ております。 

 連結財務諸表提出会社及び

連結子会社は、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

基づく中間連結会計期間末要

支給額を計上しております。

（会計方針の変更） 

連結子会社の役員の退職慰

労金は、従来支出時の費用と

して処理しておりましたが、

監査・保証実務委員会報告第

42号「租税特別措置法上の準

備金及び特別法上の引当金又

は準備金並びに役員退職慰労

引当金等に関する監査上の取

扱い」が適用されたことによ

り、当中間連結会計期間より

内規に基づく中間連結会計期

間末要支給額を役員退職慰労

引当金として計上する方法に

変更しました。 

この変更により、当中間連

結会計期間にかかる発生額

1,080千円は販売費及び一般

管理費に計上し、過年度相当

額36,717千円は特別損失に計

上しております。この結果、

従来の方法と比較して、営業

損失及び経常損失は1,080千

円増加し、税金等調整前中間

純損失及び中間純損失は

37,797千円増加しておりま

す。 

 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。 
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13．（修正箇所）23 ページ  ４ 中間連結財務諸表（7）中間連結財務諸表に関する注記事項 

【修正前】 

（中間連結損益計算書関係） 

 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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。 

＜中略＞   

(2）一般管理費 (2）一般管理費 (2）一般管理費 
 

賞与引当金 
繰入額 

27,864 

退職給付費用 10,006 

役員退職慰労
引当金繰入額 

8,070 

  

 
賞与引当金 
繰入額 

25,313 

退職給付費用 7,466 

役員退職慰労
引当金繰入額

5,622 

  

 
賞与引当金 
繰入額 

23,445 

退職給付費用 16,623 

役員退職慰労
引当金繰入額 

16,213 

運送費 13,637 
  

＜以下略＞ 
  

   

 

 

【修正後】 

（中間連結損益計算書関係） 

 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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。 

＜中略＞   

(2）一般管理費 (2）一般管理費 (2）一般管理費 
 

賞与引当金 
繰入額 

27,864 

退職給付費用 10,006 

役員退職慰労
引当金繰入額 

8,070 

  

 
賞与引当金 
繰入額 

25,313 

退職給付費用 7,643 

役員退職慰労
引当金繰入額

6,525 

  

 
賞与引当金 
繰入額 

23,445 

退職給付費用 16,623 

役員退職慰労
引当金繰入額 

16,213 

運送費 13,637 
  

＜以下略＞ 
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14．（修正箇所）30 ページ  ４ 中間連結財務諸表（7）中間連結財務諸表に関する注記事項 

【修正前】 

（１株当たり情報） 

 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 
１株当たり純資産額 324.16円 

１株当たり 
中間純損失金額 

24.44円 

  

 
１株当たり純資産額 194.40円

１株当たり 
中間純損失金額 

26.45円

  

 
１株当たり純資産額 224.25円

１株当たり 
当期純損失金額 

117.33円

  
＜以下略＞   
   

（注）算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

中間連結貸借対照表及び連結貸借対
照表の純資産の部の合計額（千円） 

3,225,414 1,891,921 2,212,998 

普通株式に係る純資産額（千円） 3,225,414 1,891,921 2,212,998 

普通株式の発行済み株式数（千株） 9,570 9,570 9,570 

普通株式の自己株式数（千株） 21 25 23 

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数（千株） 

9,548 9,544 9,546 

２．１株当たり中間（当期）純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間（期末）純損失 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

中間連結損益計算書上の中間（当期）
純損失（千円） 

233,397 252,507 1,120,365 

普通株式に係る中間（当期）純損失 
（千円） 

233,397 252,507 1,120,365 

普通株式に帰属しない金額（千円） － － － 

期中平均株式数（千株） 9,548 9,545 9,548 
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【修正後】 

（１株当たり情報） 

 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 
１株当たり純資産額 324.16円 

１株当たり 
中間純損失金額 

24.44円 

  

 
１株当たり純資産額 190.44円

１株当たり 
中間純損失金額 

30.41円

  

 
１株当たり純資産額 224.25円

１株当たり 
当期純損失金額 

117.33円

  
＜以下略＞   

   
（注）算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

中間連結貸借対照表及び連結貸借対
照表の純資産の部の合計額（千円） 

3,095,102 1,817,670 2,140,882 

普通株式に係る純資産額（千円） 3,095,102 1,817,670 2,140,882 

普通株式の発行済み株式数（千株） 9,570 9,570 9,570 

普通株式の自己株式数（千株） 21 25 23 

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数（千株） 

9,548 9,544 9,546 

２．１株当たり中間（当期）純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間（期末）純損失 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

中間連結損益計算書上の中間（当期）
純損失（千円） 

233,397 290,304 1,120,365 

普通株式に係る中間（当期）純損失 
（千円） 

233,397 290,304 1,120,365 

普通株式に帰属しない金額（千円） － － － 

期中平均株式数（千株） 9,548 9,545 9,548 
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Ⅱ 【訂正箇所】 

１．（訂正箇所）14 ページ  ４ 中間連結財務諸表（4）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

【訂正前】 

 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日）

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

＜中略＞     

たな卸資産の増加額（△は増加額） 

＜以下略＞ 
 

△127,119 

 

81,831 

 

△56,114 

 

     

 

【訂正前】 

 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日）

区分 
注記

番号 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

＜中略＞     

たな卸資産の減少額（△は増加額） 

＜以下略＞ 
 

△127,119 

 

81,831 

 

△56,114 
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２．（訂正箇所）29 ページ  ４ 中間連結財務諸表（7）中間連結財務諸表に関する注記事項 

【訂正前】 

（企業結合等関係） 

 該当事項はありません。 

 

【訂正後】 

（企業結合等関係） 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

１．当社は、平成19年４月１日をもって、㈱システムズ相模と合併いたしました。 

（１）結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の

名称並びに取引の目的を含む取引の概要 

①結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容 

結合当事企業の名称：㈱システムズ相模 

事業の内容：当社グループの記帳及び決算に関する事務代行 

 

②企業結合の法的形式 

当社を存続会社とする吸収合併 

 

③結合後企業の名称 

相模ハム㈱ 

 

④取引の目的を含む取引の概要 

㈱システムズ相模は、当社所有子会社の事務業務を委託請負しておりましたが、吸収合併により、そ

の業務を当社に集中することで、当社グループ全体の経営資源の効率運用に資するものです。 

なお、吸収合併により㈱システムズ相模は解散しております。 

 

（２）実施した会計処理の概要 

本吸収合併は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会最終改正 平成18年12月22

日 企業会計基準適用指針第10号）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。 

なお、当社が㈱システムズ相模より受入れた資産及び負債は、合併期日の前日に付された適正な帳簿

価額により計上しております。 

また、中間連結財務諸表においては、㈱システムズ相模が当社の連結子会社であったことから、この

合併は企業集団の状況に影響はありません。 
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２．当社は、平成19年８月１日をもって、サガミフーズ㈱と合併いたしました。 

（１）結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の

名称並びに取引の目的を含む取引の概要 

①結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容 

結合当事企業の名称：サガミフーズ㈱ 

事業の内容：総菜の製造・販売 

 

②企業結合の法的形式 

当社を存続会社とする吸収合併 

 

③結合後企業の名称 

相模ハム㈱ 

 

④取引の目的を含む取引の概要 

サガミフーズ㈱は、総菜の製造・販売を行っておりましたが、吸収合併により、設備の老朽化による

更新に対応することで、当社グループ全体の経営資源の効率運用に資するものです。 

なお、吸収合併によりサガミフーズ㈱は解散しております。 

 

（２）実施した会計処理の概要 

本吸収合併は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会最終改正 平成18年12月22

日 企業会計基準適用指針第10号）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。 

当社がサガミフーズ㈱より受入れた資産及び負債は、合併期日の前日に付された適正な帳簿価額によ

り計上しております。 

なお、中間財務諸表において、当社が保有する当該子会社株式の帳簿価額と吸収合併により引継ぐ資

産及び負債との差額34,821千円とサガミフーズ㈱の債務保証にかかる債務保証損失引当金戻入益25,161

千円を相殺した9,659千円を合併損失とし、特別損失のその他に含めております。 

また、中間連結財務諸表においては、サガミフーズ㈱が当社の連結子会社であったことから、この合

併は企業集団の状況に影響はありません。 
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３．当社は、平成19年８月１日をもって、小和田屋食品㈱と合併いたしました。 

（１）結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の

名称並びに取引の目的を含む取引の概要 

①結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容 

結合当事企業の名称：小和田屋食品㈱ 

事業の内容：食肉及び食肉加工品の製造 

 

②企業結合の法的形式 

当社を存続会社とする吸収合併 

 

③結合後企業の名称 

相模ハム㈱ 

 

④取引の目的を含む取引の概要 

小和田屋食品㈱は、食肉及び食肉加工品の製造を行っておりましたが、吸収合併により、生産効率の

改善と品質の安定化を図ることで、当社グループ全体の経営資源の効率運用に資するものです。 

なお、吸収合併により小和田屋食品㈱は解散しております。 

 

（２）実施した会計処理の概要 

本吸収合併は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会最終改正 平成18年12月22

日 企業会計基準適用指針第10号）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。 

当社が小和田屋食品㈱より受入れた資産及び負債は、合併期日の前日に付された適正な帳簿価額によ

り計上しております。 

なお、中間財務諸表において、当社が保有する当該子会社株式の帳簿価額と吸収合併により引継ぐ資

産及び負債との差額4,074千円を合併損失とし、特別損失のその他に含めております。 

また、中間連結財務諸表においては、小和田屋食品㈱が当社の連結子会社であったことから、この合

併は企業集団の状況に影響はありません。 

 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 
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３．（訂正箇所）30 ページ  ４ 中間連結財務諸表（7）中間連結財務諸表に関する注記事項 

【訂正前】 

（１株当たり情報） 

＜中略＞ 

（注）算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

中間連結貸借対照表及び連結貸借対
照表の純資産の部の合計額（千円） 

3,225,414 1,817,670 2,212,998 

普通株式に係る純資産額（千円） 3,225,414 1,817,670 2,212,998 

普通株式の発行済み株式数（千株） 9,570 9,570 9,570 

普通株式の自己株式数（千株） 21 25 23 

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数（千株） 

9,548 9,544 9,546 

２．１株当たり中間（当期）純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間（期末）純損失 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

中間連結損益計算書上の中間（当期）
純損失（千円） 

233,397 290,304 1,120,365 

普通株式に係る中間（当期）純損失 
（千円） 

233,397 290,304 1,120,365 

普通株式に帰属しない金額（千円） － － － 

期中平均株式数（千株） 9,548 9,545 9,548 

 

【訂正後】 

（１株当たり情報） 

＜中略＞ 

（注）算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

 
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日） 

中間連結貸借対照表及び連結貸借対
照表の純資産の部の合計額（千円） 

3,095,102 1,817,670 2,140,882 

普通株式に係る純資産額（千円） 3,095,102 1,817,670 2,140,882 

普通株式の発行済み株式数（千株） 9,570 9,570 9,570 

普通株式の自己株式数（千株） 21 25 23 

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数（千株） 

9,548 9,544 9,546 

２．１株当たり中間（当期）純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間（期末）純損失 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

中間連結損益計算書上の中間（当期）
純損失（千円） 

233,397 290,304 1,120,365 

普通株式に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純損失 
（千円） 

233,397 290,304 1,120,365 

期中平均株式数（千株） 9,548 9,545 9,548 
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４．（訂正箇所）31 ページ  ５ 中間個別財務諸表（1）中間貸借対照表 

【訂正前】 

  
前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 
当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19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）    

＜中略＞ 
３．投資その他の資産 

   

（3）その他  330,935 328,799 353,819 

貸倒引当金  △24,723 △144,516 △121,518 

投資その他の 
資産合計 

  2,593,766 24.0 1,937,844 21.1  2,119,038 22.0

固定資産合計   6,408,541 59.4 5,128,030 56.0  5,324,759 55.2

資産合計   10,780,970 100.0 9,153,840 100.0  9,651,055 100.0

    

 

【訂正後】 

  
前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 
当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19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）    

＜中略＞ 
３．投資その他の資産 

   

（3）その他  330,935 325,204 353,819 

貸倒引当金  △24,723 △144,516 △121,518 

投資その他の 
資産合計 

  2,593,766 24.0 1,934,249 21.1  2,119,038 22.0

固定資産合計   6,408,541 59.4 5,124,436 56.0  5,324,759 55.2

資産合計   10,780,970 100.0 9,150,246 100.0  9,651,055 100.0
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５．（訂正箇所）32 ページ  ５ 中間個別財務諸表（1）中間貸借対照表 

【訂正前】 

  
前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 
当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19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）    

＜中略＞ 
Ⅱ 固定負債 

   

５．その他  360,794 336,354 401,160 

固定負債合計   2,276,843 21.1 1,937,284 21.2  2,261,601 23.4

負債合計   7,555,556 70.1 7,261,919 79.3  7,438,057 77.1

（純資産の部）    

＜中略＞ 
利益剰余金合計 

  
471,721 4.3 70,248 0.8

 
△486,065 5.0

４．自己株式   △8,716 △0.1 △9,799 △0.1  △9,166 △0.1

株主資本合計   3,012,004 27.9 1,803,613 19.7  2,053,767 21.3

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 77,536 0.8  140,007 1.4

２．繰延ヘッジ損益   18,573 0.2 10,771 0.1  19,233 0.2

評価・換算差額等合
計 

  213,410 2.0 88,308 1.0  159,230 1.6

純資産合計   3,225,414 29.9 1,891,921 20.7  2,212,998 22.9

負債純資産合計   10,780,970 100.0 9,153,840 100.0  9,651,055 100.0

    

 

【訂正後】 

  
前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 
当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19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）    

＜中略＞ 
Ⅱ 固定負債 

   

５．その他  360,794 332,760 401,160 

固定負債合計   2,276,843 21.1 1,933,690 21.1  2,261,601 23.4

負債合計   7,555,556 70.1 7,258,325 79.3  7,438,057 77.1

（純資産の部）    

＜中略＞ 
利益剰余金合計 

  
471,721 4.3 70,248 0.7

 
△486,065 △5.0

４．自己株式   △8,716 △0.1 △9,799 △0.1  △9,166 △0.1

株主資本合計   3,012,004 27.9 1,803,613 19.7  2,053,767 21.3

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 77,536 0.9  140,007 1.4

２．繰延ヘッジ損益   18,573 0.2 10,771 0.1  19,233 0.2

評価・換算差額等合
計 

  213,410 2.0 88,308 1.0  159,230 1.6

純資産合計   3,225,414 29.9 1,891,921 20.7  2,212,998 22.9

負債純資産合計   10,780,970 100.0 9,150,246 100.0  9,651,055 100.0

    



 - 22 -

６．（訂正箇所）43 ページ  ５ 中間個別財務諸表（6）中間個別財務諸表に関する注記事項 

 

【訂正前】 

（中間貸借対照表関係） 

 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

   

＜中略＞   

※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 35,327千円

 

 
賃貸費用 34,864千円

 

 
賃貸費用    千円

 ＜以下略＞   

   
 

【訂正後】 

（中間貸借対照表関係） 

 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

   

＜中略＞   

※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 35,327千円

 

 
賃貸費用 34,864千円

 

 
賃貸費用 75,249千円

 ＜以下略＞   

   
 

 

 

 

７．（訂正箇所）45 ページ  ５ 中間個別財務諸表（6）中間個別財務諸表に関する注記事項 

 

【訂正前】 

記載なし 

 

【訂正後】 

（企業結合等関係） 

前中間会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年９月 30 日） 

該当事項はありません。 

 

当中間会計期間（自平成 19 年４月１日 至平成 19 年９月 30 日） 

中間連結財務諸表の注記事項（企業結合等関係）における記載内容と同一であるため、記載してお

りません。 

 

前事業年度（自平成 18 年４月１日 至平成 19 年３月 31 日） 

該当事項はありません。 
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８．（訂正箇所）46 ページ  ５ 中間個別財務諸表（6）中間個別財務諸表に関する注記事項 

 

【訂正前】 

（１株当たり情報） 

＜中略＞ 

（注）算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

中間貸借対照表及び貸借対照表の純
資産の部の合計額（千円） 

3,225,414 1,891,921 2,212,998 

普通株式に係る純資産額（千円） 3,225,414 1,891,921 2,212,998 

普通株式の発行済み株式数（千株） 9,570 9,570 9,570 

普通株式の自己株式数（千株） 21 25 23 

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数（千株） 

9,548 9,544 9,546 

２．１株当たり中間（当期）純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間（期末）純損失 

 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

中間損益計算書上の中間（当期）純損
失（千円） 

176,140 249,521 1,133,926 

普通株式に係る中間（当期）純損失 
（千円） 

176,140 249,521 1,133,926 

普通株式に帰属しない金額（千円） － － － 

期中平均株式数（千株） 9,548 9,545 9,548 

 

 

【訂正後】 

（１株当たり情報） 

＜中略＞ 

（注）算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

 
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度末 

（平成19年３月31日） 

中間貸借対照表及び貸借対照表の純
資産の部の合計額（千円） 

3,225,414 1,891,921 2,212,998 

普通株式に係る純資産額（千円） 3,225,414 1,891,921 2,212,998 

普通株式の発行済み株式数（千株） 9,570 9,570 9,570 

普通株式の自己株式数（千株） 21 25 23 

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数（千株） 

9,548 9,544 9,546 

２．１株当たり中間（当期）純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間（期末）純損失 

 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

中間損益計算書上の中間（当期）純損
失（千円） 

176,140 249,521 1,133,926 

普通株式に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純損失 
（千円） 

176,140 249,521 1,133,926 

期中平均株式数（千株） 9,548 9,545 9,548 
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９．（訂正箇所）47 ページ  ５ 中間個別財務諸表（6）中間個別財務諸表に関する注記事項 

【訂正前】 

（重要な後発事象） 

 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

────── 子会社への事業譲渡 

当社は、子会社である九州相模ハム

株式会社と事業譲渡する事業譲渡契

約を平成19年７月12日付で締結し、

平成19年10月１日付で譲渡いたしま

した。 

（1）当該事業譲渡先の名称 

九州相模ハム株式会社 

（2）当該事業譲渡の目的 

熊本県熊本市で当社製品を生産し

ております子会社九州相模ハム株式

会社に、西日本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）当該事業譲渡の契約内容 

①譲渡する事業内容 

西日本地区の営業部門 

②譲渡する事業の規模 

売上高 2,830,562千円 

③譲渡する資産・負債の額 

（平成19年９月30日現在） 

売掛金  567,899千円 

未収入金   232千円 

未払金   42,984千円 

④譲渡価額 

525,147千円 

⑤事業譲渡契約締結 

平成19年７月12日 

⑥事業譲渡期日 

平成19年10月１日 

⑦その他重要な特約 

当社は九州相模ハムに対し会社法21

条に定める事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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【訂正後】 

（重要な後発事象） 

 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

────── 子会社への事業譲渡 

当社は、子会社である九州相模

ハム㈱と事業譲渡契約を平成19年

７月12日付で締結し、平成19年10

月１日付で譲渡いたしました。 

１．結合当事企業又は対象となった

事業の名称及びその事業の内容、企

業結合の法的形式、結合後企業の名

称並びに取引の目的を含む取引の

概要 

(1)結合当事企業又は対象となった

事業の名称及びその事業の内容 

①事業譲渡企業 

名称：相模ハム㈱ 

事業譲渡の名称：西日本地区の

営業部門 

事業譲渡の内容：食肉及び食肉

加工品販売 

②事業譲受企業 

名称：九州相模ハム㈱ 

(2)企業結合の法的形式 

共通支配下の取引(当社を譲渡

元とし九州相模ハム㈱を譲渡先と

する事業譲渡) 

(3)結合後企業の名称 

九州相模ハム㈱ 

(4)取引の目的を含む取引の概要 

(取引の目的) 

 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。 

────── 
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前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

────── (取引の概要) 

①譲渡する事業の規模 

（平成19年９月期） 

売上高 2,830,562千円 

②譲渡する資産・負債の額 

（平成19年９月30日現在） 

売掛金  567,899千円 

未収入金   229千円 

未払金   42,984千円 

③譲渡価額 

525,144千円 

④事業譲渡契約締結日 

平成19年７月12日 

⑤事業譲渡期日 

平成19年10月１日 

⑥その他重要な特約 

当社は九州相模ハム㈱に対し会

社法21条に定める事業譲渡人とし

ての競業避止義務を一切負担しな

い。 

２．実施した会計処理の概要 

本事業譲渡は、「企業結合に係る

会計基準」（企業会計審議会 平成

15年10月31日）及び「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関

する適用指針」（企業会計基準委員

会最終改正 平成18年12月22日

企業会計基準適用指針第10号）に基

づき、共通支配下の取引として会計

処理を行っております。 

────── 

 
 


