
 
平成 21 年５月 19 日 

各  位 

会社名  相模ハム株式会社 

代表者名 代表取締役社長 藤巻立滋 

（ＪＡＳＤＡＱ コード・2289） 

問合せ先 取締役経営改革本部長 伊藤保 

（ＴＥＬ   0466－48－8111） 

 

（訂正）「平成 21 年３月期決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 

 

当社は、平成 21 年５月 18 日付にて「平成 21 年３月期決算短信」を発表しましたが、記載事項に

訂正すべき事項がございましたので、下記のとおり訂正いたします。 

 

 
 

 

1



【訂正箇所】 

１．29ページ 追加情報 

【訂正前】 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 

３．本社工場の譲渡 

当社は、平成21年3月31日開催の取締役会において

固定資産(本社工場)の譲渡を決議いたしました。 

(1) 譲渡の理由 

当社グループの中で加工品生産量が少なく生産

効率の低い本社工場を譲渡し、生産機能を連結子

会社の東北相模ハム株式会社に集約するためであ

ります。 

(2) 譲渡先 

非上場会社である先方の事業戦略上の意向によ

り公表を控えさせていただきます。なお、譲渡先

との人的、資本的な関係は一切ありません。 

(3) 譲渡資産の内容 

① 資産の内容及び所在地 

神奈川県藤沢市菖蒲沢59番地 

土地     面積   11,570.24㎡ 

帳簿価額 677,031千円 

           譲渡価額 650,000千円 

      建物等     帳簿価額 445,802千円 

                    譲渡価額 150,000千円 

(4) 譲渡前の使途 工場 

(5) 日程 

平成21年３月31日 

取締役会決議 

固定資産譲渡契約の締結 

平成21年4月30日 

引渡し(予定) 

(6) 特別損失 

譲渡による特別損失は、322,833千円となり 

ました。 

(7) その他契約 土地賃貸借契約 物流センター 

平成21年5月1日から 

平成22年4月30日まで 

定期建物賃貸借契約 パッケージセンター 

平成21年5月1日から 

平成22年4月30日まで 
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【訂正後】 

 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 

３．本社工場の譲渡 

当社は、平成21年3月31日開催の取締役会において

固定資産(本社工場)の譲渡を決議いたしました。 

(1) 譲渡の理由 

当社グループの中で加工品生産量が少なく生産

効率の低い本社工場を譲渡し、生産機能を連結子

会社の東北相模ハム株式会社に集約するためであ

ります。 

(2) 譲渡先 

非上場会社である先方の事業戦略上の意向によ

り公表を控えさせていただきます。なお、譲渡先

との人的、資本的な関係は一切ありません。 

(3) 譲渡資産の内容 

① 資産の内容及び所在地 

神奈川県藤沢市菖蒲沢59番地 

土地     面積 11,570.24㎡ 

帳簿価額677,031千円 

           譲渡価額650,000千円 

      建物等     帳簿価額445,802千円 

                    譲渡価額 150,000千円 

(4) 譲渡前の使途 工場 

(5) 日程 

平成21年３月31日 

取締役会決議 

固定資産譲渡契約の締結 

平成21年4月30日 

引渡し     

(6) 特別損失 

譲渡による特別損失は、322,833千円となり 

ました。 

(7) その他契約 土地賃貸借契約 物流センター 

平成21年5月1日から 

平成22年4月30日まで 

定期建物賃貸借契約 パッケージセンター 

平成21年5月1日から 

平成22年4月30日まで 
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２．50ページ 重要な後発事象 

【訂正前】 

 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

──────── （第三者割当増資について） 

当社は、平成21年5月11日開催の取締役会において、

事業再構築を推進するため、自己資本の増強による財務

基盤の強化、白河工場における生産効率化・生産能力向

上のための設備投資のため、また事業上のシナジー効果

が見込める最善のパートナーとして、エア・ウォーター

株式会社を引受人とする第三者割当増資による新株発行

を決議し、同日、同社との間で「株式引受契約書」を締

結いたしました。エア・ウォーター株式会社はグループ

連結子会社に食肉加工品・冷凍食品関連事業を営む春雪

さぶーる株式会社を有し、春雪さぶーる株式会社とは平

成20年4月以来受託製造を相互に行っており、更なる関

係強化により原料の共同購入、販路の相互活用等の事業

シナジーが見込まれます。 

当該新株発行の概要は以下のとおりです。 

（1）募集の方法：第三者割当増資 

（2）株式の種類：普通株式 

（3）株式の数：9,850,000株 

（4）株式の発行価額：１株につき31.5円 

（5）株式の発行総額：620,550,000円 

（6）資本組入額：310,275,000円 

（7）新株発行のスケジュール 

払込期日  平成21年5月29日 

（8）資金の使途 

白河工場設備資金：516,000,000万円 

原料調達：100,000,000万円 

（9）発行価額の算定根拠 

新株発行決議日の直近取引日までの１カ月間の株式会

社ジャスダック証券取引所における当社株式の終値の平

均価額である69円を参考として両者合意の上で63円（デ

ィスカウント率約8.7％）としました。 

（10）発行済み株式総数の推移 

現在の発行済み株数    9,570,000株 

増資による増加株数    9,850,000株 

増資後発行済み株数    19,420,000株 
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【訂正後】 

 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

──────── （第三者割当増資について） 

当社は、平成21年5月11日開催の取締役会において、

事業再構築を推進するため、自己資本の増強による財務

基盤の強化、白河工場における生産効率化・生産能力向

上のための設備投資のため、また事業上のシナジー効果

が見込める最善のパートナーとして、エア・ウォーター

株式会社を引受人とする第三者割当増資による新株発行

を決議し、同日、同社との間で「株式引受契約書」を締

結いたしました。エア・ウォーター株式会社はグループ

連結子会社に食肉加工品・冷凍食品関連事業を営む春雪

さぶーる株式会社を有し、春雪さぶーる株式会社とは平

成20年4月以来受託製造を相互に行っており、更なる関

係強化により原料の共同購入、販路の相互活用等の事業

シナジーが見込まれます。 

当該新株発行の概要は以下のとおりです。 

（1）募集の方法：第三者割当増資 

（2）株式の種類：普通株式 

（3）株式の数：9,850,000株 

（4）株式の発行価額：１株につき31.5円 

（5）株式の発行総額：620,550,000円 

（6）資本組入額：310,275,000円 

（7）新株発行のスケジュール 

払込期日  平成21年5月29日 

（8）資金の使途 

白河工場設備資金：516,000,000円 

原料調達：100,000,000円 

（9）発行価額の算定根拠 

新株発行決議日の直近取引日までの１カ月間の株式会

社ジャスダック証券取引所における当社株式の終値の平

均価額である69円を参考として両者合意の上で63円（デ

ィスカウント率約8.7％）としました。 

（10）発行済み株式総数の推移 

現在の発行済み株数    9,570,000株 

増資による増加株数    9,850,000株 

増資後発行済み株数    19,420,000株 
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3．51ページ 重要な後発事象 

【訂正前】 

 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

──────── 重要な子会社の固定資産の譲渡 

当社は、平成21年3月31日開催の取締役会において、

当社の連結子会社である九州相模ハム株式会社に賃借し

ている固定資産の譲渡について決議し、同日に基本合意

を締結ました。 

(1) 固定資産譲渡の理由 

収益力の高い関東地域の食肉加工品販売に経営資源を 

集中するとともに、生産効率化のために主力工場である

白河工場に生産機能を集約することを目指すためであり

ます。 

(2) 譲渡固定資産の内容及び所在地 

（平成21年３月31日現在）

鳥取県東伯郡北栄町田井字惣田171 

土地     面積    6,365.41㎡ 

帳簿価額  83,389千円 

譲渡価額  88,785千円 

建物等    帳簿価額  59,520千円 

譲渡価額  30,998千円 

福岡県大野城市仲畑二丁目99-1 

土地     面積    1,411.07㎡ 

帳簿価額  109,220千円 

譲渡価額  84,517千円 

建物等    帳簿価額  34,877千円 

譲渡価額  18,560千円 

(3) 固定資産の譲渡先 

（平成21年３月31日株式譲渡後現在）

九州相模ハム株式会社 

(4) 日程 

平成21年4月30日 

引渡し(予定) 
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【訂正後】 

 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

──────── 重要な子会社の固定資産の譲渡 

当社は、平成21年3月31日開催の取締役会において、

当社の連結子会社である九州相模ハム株式会社に賃借し

ている固定資産の譲渡について決議し、同日に基本合意

を締結ました。 

(1) 固定資産譲渡の理由 

収益力の高い関東地域の食肉加工品販売に経営資源を 

集中するとともに、生産効率化のために主力工場である

白河工場に生産機能を集約することを目指すためであり

ます。 

(2) 譲渡固定資産の内容及び所在地 

（平成21年３月31日現在）

鳥取県東伯郡北栄町田井字惣田171 

土地     面積    6,365.41㎡ 

帳簿価額  83,389千円 

譲渡価額  88,785千円 

建物等    帳簿価額  59,520千円 

譲渡価額  30,998千円 

福岡県大野城市仲畑二丁目99-1 

土地     面積    1,411.07㎡ 

帳簿価額  109,220千円 

譲渡価額  84,517千円 

建物等    帳簿価額  34,877千円 

譲渡価額  18,560千円 

(3) 固定資産の譲渡先 

（平成21年３月31日株式譲渡後現在）

九州相模ハム株式会社 

(4) 日程 

平成21年4月30日 

引渡し    
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4．67ページ 追加情報 

【訂正前】 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

──────── ３．本社工場の譲渡 

当社は、平成21年3月31日開催の取締役会にお

いて固定資産(本社工場)の譲渡を決議いたしま

した。 

(1) 譲渡の理由 

当社グループの中で加工品生産量が少なく生

産効率の低い本社工場を譲渡し、生産機能を連

結子会社の東北相模ハム株式会社に集約するた

めであります。 

(2) 譲渡先 

非上場会社である先方の事業戦略上の意向に

より公表を控えさせていただきます。なお、譲

渡先との人的、資本的な関係は一切ありませ

ん。 

(3) 譲渡資産の内容 

① 資産の内容及び所在地 

神奈川県藤沢市菖蒲沢59番地 

土地          面積 11,570.24㎡ 

帳簿価額 677,031千円 

譲渡価額 650,000千円 

建物等        帳簿価額 445,802千円 

譲渡価額 150,000千円 

(4) 譲渡前の使途   工場 

(5) 日程 

平成21年３月31日 

取締役会決議 

固定資産譲渡契約の締結 

平成21年4月30日 

引渡し(予定) 

(6) 特別損失 

譲渡による特別損失は、322,833千円となり

ました。 

(7) その他契約 

土地賃貸借契約   物流センター 

平成21年5月1日から 

平成22年4月30日まで 

定期建物賃貸借契約  パッケージセンター

平成21年5月1日から 

平成22年4月30日まで 
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【訂正後】 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

──────── ３．本社工場の譲渡 

当社は、平成21年3月31日開催の取締役会にお

いて固定資産(本社工場)の譲渡を決議いたしま

した。 

(1) 譲渡の理由 

当社グループの中で加工品生産量が少なく生

産効率の低い本社工場を譲渡し、生産機能を連

結子会社の東北相模ハム株式会社に集約するた

めであります。 

(2) 譲渡先 

非上場会社である先方の事業戦略上の意向に

より公表を控えさせていただきます。なお、譲

渡先との人的、資本的な関係は一切ありませ

ん。 

(3) 譲渡資産の内容 

① 資産の内容及び所在地 

神奈川県藤沢市菖蒲沢59番地 

土地          面積 11,570.24㎡ 

帳簿価額 677,031千円 

譲渡価額 650,000千円 

建物等        帳簿価額 445,802千円 

譲渡価額 150,000千円 

(4) 譲渡前の使途   工場 

(5) 日程 

平成21年３月31日 

取締役会決議 

固定資産譲渡契約の締結 

平成21年4月30日 

引渡し    

(6) 特別損失 

譲渡による特別損失は、322,833千円となり

ました。 

(7) その他契約 

土地賃貸借契約   物流センター 

平成21年5月1日から 

平成22年4月30日まで 

定期建物賃貸借契約  パッケージセンター

平成21年5月1日から 

平成22年4月30日まで 
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5．75ページ 重要な後発事象 

【訂正前】 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

──────── ２．重要な子会社の固定資産の譲渡 

当社は、平成21年3月31日開催の取締役会におい 

て、当社の連結子会社である九州相模ハム株式会社 

に賃借している固定資産の譲渡について決議し、同 

日に基本合意を締結ました。 

(1) 固定資産譲渡の理由 

収益力の高い関東地域の食肉加工品販売に経営資 

源を集中するとともに、生産効率化のために主力工 

場である白河工場に生産機能を集約することを目指 

すためであります。 

(2) 譲渡固定資産の内容及び所在地 

（平成21年３月31日現在）

鳥取県東伯郡北栄町田井字惣田171 

土地     面積    6,365.41㎡ 

帳簿価額  83,389千円 

譲渡価額   88,785千円 

建物等    帳簿価額  59,520千円 

譲渡価   30,998千円 

福岡県大野城市仲畑二丁目99-1 

土地     面積    1,411.07㎡ 

帳簿価額  109,220千円 

譲渡価額  84,517千円 

建物等        帳簿価額   34,877千円 

譲渡価額   18,560千円 

(3) 固定資産の譲渡先 

（平成21年３月31日株式譲渡後現在） 

九州相模ハム株式会社 

(4) 日程 

平成21年4月30日 

引渡し(予定) 
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【訂正後】 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

──────── ２．重要な子会社の固定資産の譲渡 

当社は、平成21年3月31日開催の取締役会におい 

て、当社の連結子会社である九州相模ハム株式会社 

に賃借している固定資産の譲渡について決議し、同 

日に基本合意を締結ました。 

(1) 固定資産譲渡の理由 

収益力の高い関東地域の食肉加工品販売に経営資 

源を集中するとともに、生産効率化のために主力工 

場である白河工場に生産機能を集約することを目指 

すためであります。 

(2) 譲渡固定資産の内容及び所在地 

（平成21年３月31日現在）

鳥取県東伯郡北栄町田井字惣田171 

土地     面積    6,365.41㎡ 

帳簿価額  83,389千円 

譲渡価額   88,785千円 

建物等    帳簿価額  59,520千円 

譲渡価   30,998千円 

福岡県大野城市仲畑二丁目99-1 

土地     面積    1,411.07㎡ 

帳簿価額  109,220千円 

譲渡価額  84,517千円 

建物等        帳簿価額   34,877千円 

譲渡価額   18,560千円 

(3) 固定資産の譲渡先 

（平成21年３月31日株式譲渡後現在）

九州相模ハム株式会社 

(4) 日程 

平成21年4月30日 

引渡し       
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4．76ページ 重要な後発事象 

【訂正前】 

 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

──────── ３．第三者割当増資について） 

当社は、平成21年5月11日開催の取締役会において、

事業再構築を推進するため、自己資本の増強による財

務基盤の強化、白河工場における生産効率化・生産能

力向上のための設備投資のため、また事業上のシナ

ジー効果が見込める最善のパートナーとして、エア・

ウォーター株式会社を引受人とする第三者割当増資に

よる新株発行を決議し、同日、同社との間で「株式引

受契約書」を締結いたしました。エア・ウォーター株

式会社はグループ連結子会社に食肉加工品・冷凍食品

関連事業を営む春雪さぶーる株式会社を有し、春雪さ

ぶーる株式会社とは平成20年4月以来受託製造を相互に

行っており、更なる関係強化により原料の共同購入、

販路の相互活用等の事業シナジーが見込まれます。 

当該新株発行の概要は以下のとおりです。 

（1）募集の方法：第三者割当増資 

（2）株式の種類：普通株式 

（3）株式の数：9,850,000株 

（4）株式の発行価額：１株につき31.5円 

（5）株式の発行総額：620,550,000円 

（6）資本組入額：310,275,000円 

（7）新株発行のスケジュール 

払込期日  平成21年5月29日 

（8）資金の使途 

白河工場設備資金：516,000,000万円 

原料調達：100,000,000万円 

（9）発行価額の算定根拠 

新株発行決議日の直近取引日までの１カ月間の株式

会社ジャスダック証券取引所における当社株式の終値

の平均価額である69円を参考として両者合意の上で63

円（ディスカウント率約8.7％）としました。 

（10）発行済み株式総数の推移 

現在の発行済み株数 9,570,000株 

増資による増加株数 9,850,000株 

増資後発行済み株数 19,420,000株 
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【訂正後】 

 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

──────── ３．第三者割当増資について  

当社は、平成21年5月11日開催の取締役会において、

事業再構築を推進するため、自己資本の増強による財

務基盤の強化、白河工場における生産効率化・生産能

力向上のための設備投資のため、また事業上のシナ

ジー効果が見込める最善のパートナーとして、エア・

ウォーター株式会社を引受人とする第三者割当増資に

よる新株発行を決議し、同日、同社との間で「株式引

受契約書」を締結いたしました。エア・ウォーター株

式会社はグループ連結子会社に食肉加工品・冷凍食品

関連事業を営む春雪さぶーる株式会社を有し、春雪さ

ぶーる株式会社とは平成20年4月以来受託製造を相互に

行っており、更なる関係強化により原料の共同購入、

販路の相互活用等の事業シナジーが見込まれます。 

当該新株発行の概要は以下のとおりです。 

（1）募集の方法：第三者割当増資 

（2）株式の種類：普通株式 

（3）株式の数：9,850,000株 

（4）株式の発行価額：１株につき31.5円 

（5）株式の発行総額：620,550,000円 

（6）資本組入額：310,275,000円 

（7）新株発行のスケジュール 

払込期日  平成21年5月29日 

（8）資金の使途 

白河工場設備資金：516,000,000円 

原料調達：100,000,000円 

（9）発行価額の算定根拠 

新株発行決議日の直近取引日までの１カ月間の株式

会社ジャスダック証券取引所における当社株式の終値

の平均価額である69円を参考として両者合意の上で63

円（ディスカウント率約8.7％）としました。 

（10）発行済み株式総数の推移 

現在の発行済み株数 9,570,000株 

増資による増加株数 9,850,000株 

増資後発行済み株数 19,420,000株 
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