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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 2,583 △32.2 △59 ― △73 ― △547 ―
21年3月期第1四半期 3,810 △21.6 △106 ― △119 ― △97 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第1四半期 △37.84 ―
21年3月期第1四半期 △10.18 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第1四半期 5,673 859 15.2 44.34
21年3月期 6,905 749 10.9 78.57

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  859百万円 21年3月期  749百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

4,500 △42.1 △60 ― △80 ― △630 ― △32.44

通期 8,200 △47.8 120 28.0 90 377.8 △490 ― △25.23
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項につきましては、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業
績予想に関する定性的情報をご参照ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 19,420,000株 21年3月期  9,570,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  34,648株 21年3月期  33,638株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 14,460,705株 21年3月期第1四半期 9,541,813株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年から続く世界的な金融不安、株価や為替の変動
等によって、先行き不透明な状況を背景に個人消費も低迷し続けるなど、厳しい状況で推移いたしまし
た。 
当業界におきましては、消費者の節約志向の一段の高まりにより個人消費は低迷し、食肉相場の下落等

を背景に引き続き厳しい状況が続いております。 
このような環境のもと、当社グループは前年度より実施しております製品の品目整理や不採算取引の解

消、また、資産売却・事業譲渡などによる経営資源の集約を行い利益の改善策を実施してまいりました。
この結果、当第１四半期連結会計期間における業績は、売上高2,583百万円（前年同四半期比32.2％

減）、経常損失73百万円（前年同四半期は経常損失119百万円）、四半期純損失547百万円（前年同四半期
は四半期純損失97百万円）となりました。 
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おり、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。 
  

  

（資産） 
流動資産の残高は、2,667百万円となり、前連結会計年度末比202百万円の増加となりました。これは主

にギフト販売等の季節要因により現金及び預金が42百万円、受取手形及び売掛金が46百万円、商品及び製
品が32百万円、その他が65百万円増加したことによるものであります。 
固定資産の残高は3,005百万円となり、前連結会計年度末比1,434百万円の減少となりました。これは主

に建物、土地の売却等により有形固定資産が1,402百万円、投資その他の資産が24百万円減少したことに
よるものであります。 

  

（負債） 
流動負債の残高は3,260百万円となり、前連結会計年度末比1,148百万円の減少となりました。これは主

に未払退職金等の増加によりその他が222百万円増加したものの、短期借入金が1,379百万円減少したこと
によるものであります。 
固定負債の残高は1,552百万円となり、前連結会計年度末比193百万円の減少となりました。これは主に

退職給付引当金が87百万円、長期借入金が53百万円、その他が41百万円減少したことによるものでありま
す。 

  

（純資産） 
純資産の残高は859百万円となり、前連結会計年度末比110百万円の増加となりました。これは主に利益

剰余金が547百万円減少したものの、資本金310百万円、資本剰余金310百万円、その他有価証券評価差額
金が36百万円増加したことによるものであります。 

  

  

今後の当社を取り巻く環境は、景気後退からの個人消費低迷等により、今後も厳しい経営環境が続くと
予想されます。 
このような環境の中、当社は平成21年７月16日付「連結子会社の事業の全部の廃止に関するお知らせ」

で公表したように、連結子会社である北海道サガミハム株式会社の事業の全部を廃止し、経営資源を関東
地区に集約することにより事業の効率化を図り、安定収益基盤を確保するため当社グループをあげて取り
組んでおります。 
このような状況及び当第１四半期における業績の進捗状況を勘案し、平成21年５月18日付公表の「平成

21年３月期 決算短信」に記載しました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想を修正いたします。
なお、詳細につきましては、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くだ

さい。 
  

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

相模ハム㈱（2289）　平成22年３月期 第１四半期決算短信

－ 3 －



該当事項はありません。 
  

  

該当事項はありません。 
  

  

該当事項はありません。 
  

  

4. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 910,127 867,298

受取手形及び売掛金 897,361 851,054

有価証券 602 602

商品及び製品 287,325 254,998

仕掛品 63,431 45,160

原材料及び貯蔵品 348,085 348,982

その他 167,106 102,007

貸倒引当金 △6,676 △5,361

流動資産合計 2,667,363 2,464,743

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,104,966 1,570,153

土地 977,504 1,861,941

その他（純額） 326,212 379,421

有形固定資産合計 2,408,684 3,811,515

無形固定資産 46,333 53,896

投資その他の資産   

その他 590,626 613,641

貸倒引当金 △39,748 △38,517

投資その他の資産合計 550,877 575,124

固定資産合計 3,005,895 4,440,536

資産合計 5,673,259 6,905,279

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 849,457 865,019

短期借入金 1,657,459 3,037,088

未払法人税等 8,212 26,372

賞与引当金 118,566 78,604

その他の引当金 2,333 －

その他 624,854 402,435

流動負債合計 3,260,882 4,409,521

固定負債   

社債 30,000 40,000

長期借入金 563,059 616,942

退職給付引当金 693,641 781,555

その他 266,118 307,990

固定負債合計 1,552,819 1,746,488

負債合計 4,813,701 6,156,009
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,534,775 1,224,500

資本剰余金 828,939 518,664

利益剰余金 △1,479,715 △932,573

自己株式 △11,242 △11,167

株主資本合計 872,756 799,423

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △11,624 △47,651

繰延ヘッジ損益 △1,573 △2,501

評価・換算差額等合計 △13,198 △50,153

純資産合計 859,557 749,270

負債純資産合計 5,673,259 6,905,279
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,810,396 2,583,754

売上原価 3,148,615 2,055,774

売上総利益 661,780 527,980

販売費及び一般管理費 768,044 587,726

営業損失（△） △106,263 △59,745

営業外収益   

受取利息 146 40

受取配当金 6,919 4,009

その他 3,558 659

営業外収益合計 10,624 4,709

営業外費用   

支払利息 23,775 14,212

株式交付費 － 4,416

その他 398 297

営業外費用合計 24,173 18,926

経常損失（△） △119,813 △73,962

特別利益   

投資有価証券売却益 60,902 22,347

事業譲渡益 － 21,680

その他 8,725 －

特別利益合計 69,627 44,027

特別損失   

固定資産処分損 1,433 1,313

投資有価証券評価損 28,963 23,210

減損損失 － 322,202

その他 6,380 183,079

特別損失合計 36,776 529,806

税金等調整前四半期純損失（△） △86,962 △559,740

法人税、住民税及び事業税 15,396 7,218

法人税等調整額 △5,220 △19,817

法人税等合計 10,176 △12,598

四半期純損失（△） △97,138 △547,141
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △86,962 △559,740

減価償却費 67,346 39,630

減損損失 － 322,202

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,368 2,547

賞与引当金の増減額（△は減少） 61,736 39,961

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,153 △87,914

受取利息及び受取配当金 △7,065 △4,050

支払利息 23,775 14,212

投資有価証券売却損益（△は益） △60,902 △22,347

事業譲渡損益（△は益） － △21,680

固定資産処分損益（△は益） 1,433 1,313

投資有価証券評価損益（△は益） 28,963 23,210

その他の特別損益（△は益） － 183,079

売上債権の増減額（△は増加） 70,141 △46,819

たな卸資産の増減額（△は増加） △37,874 △49,701

仕入債務の増減額（△は減少） 59,413 △15,562

未払金の増減額（△は減少） △278,825 47,537

未払消費税等の増減額（△は減少） △16,221 15,304

その他 △17,450 △43,270

小計 △182,707 △162,086

利息及び配当金の受取額 7,216 4,188

利息の支払額 △24,219 △11,705

法人税等の支払額 △27,661 △20,694

営業活動によるキャッシュ・フロー △227,371 △190,298

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △13 －

定期預金の払戻による収入 20,000 50,000

有形固定資産の取得による支出 △1,046 △25,861

有形固定資産の売却による収入 － 1,073,507

無形固定資産の取得による支出 － △400

投資有価証券の取得による支出 △2,475 △2,421

投資有価証券の売却による収入 144,025 36,000

事業譲渡による収入 － 4,873

貸付けによる支出 － △4,500

貸付金の回収による収入 429 318

その他 6,114 △8,343

投資活動によるキャッシュ・フロー 167,033 1,123,172
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △58,092 △1,285,953

長期借入金の返済による支出 △125,636 △147,559

リース債務の返済による支出 － △2,510

社債の償還による支出 △20,000 △20,000

株式の発行による収入 － 616,133

その他 △147 △156

財務活動によるキャッシュ・フロー △203,875 △840,044

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △264,214 92,829

現金及び現金同等物の期首残高 1,017,344 816,900

現金及び現金同等物の四半期末残高 753,130 909,730
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当第１四半期連結会計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

 前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30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。 

  

 当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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。 

  

 前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30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。 

  

 当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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。 

  

 前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30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。 

  

 当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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。 

  

当社は、平成21年５月29日付で、エア・ウォーター株式会社から第三者割当増資の払い込みを受け

ました。この結果、当第１四半期連結会計期間において資本金が310,275千円、資本剰余金が310,275

千円増加し、当第１四半期連結会計期間末において資本金が1,534,775千円、資本剰余金が828,939千

円となっております。 

  

（4）継続企業の前提に関する注記

（5）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

（6）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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販売の状況 

当第１四半期連結会計期間における販売実績は次のとおりであります。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  
  

6. その他の情報

品目 販売高(千円)

加工品

 ロースハム 671,642

 プレスハム 27,614

 ソーセージ 739,647

  計 1,438,904

総菜 277,022

加工肉ほか 867,827

合計 2,583,754
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重要な後発事象 

当第１四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

北海道サガミハム株式会社の事業停止 

 (1) 概要と目的 

当社の連結子会社である北海道サガミハム株式会社は、平成21年７月16日に開催された取締役会

において、事業再構築計画の一環として、経営資源を関東地区に集約し、事業の効率化を図るた

め、事業全部を停止することを決議いたしました。 

 (2) 停止する事業の内容、規模 

①事業の内容 

生産部門（北海道工場）における、食肉加工品・総菜製品の製造事業を東北相模ハム株式会社

（白河工場）へ集約し、営業部門（札幌営業所）における、食肉及び食肉加工品、総菜製品の販売

事業を停止いたします。 

②規模 

売上高 448,440千円（当第１四半期連結会計期間） 

生産高 250,405千円（当第１四半期連結会計期間） 

 (3) 停止の時期 

平成21年８月末日をもって北海道工場の操業を停止し、同年９月末日までに一切の事業活動を停

止いたします。 

 (4) 停止が営業活動等へ及ぼす重要な影響 

当連結会計年度における影響は現段階では未確定であります。 

 (5) その他重要な事項 

北海道サガミハム株式会社の事業停止に伴い、当該事業に在籍する社員は、当社グループ会社へ

の人事異動で対応する予定です。 
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