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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 4,755 △38.9 △53 ― △77 ― △575 ―
21年3月期第2四半期 7,783 △17.2 △109 ― △144 ― △161 ―

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2四半期 △34.74 ―
21年3月期第2四半期 △16.89 ―

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2四半期 4,960 824 16.6 42.53
21年3月期 6,905 749 10.9 78.57

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  824百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

通期 8,200 △47.8 120 ― 90 ― △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、４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2四半期 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2四半期  34,748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2四半期 16,571,253株 21年3月期第2四半期 9,541,813株
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当第２四半期連結累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による景気低迷か

ら、引き続き雇用情勢の悪化や所得の減少など、景気の先行きは不透明な状況にあり、個人消費が低迷し

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る低価格志向へのシフトが続き、加えて

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、当社グループは関東地域の食肉加工品の販売に経営資源を集中し、生産拠点を

集約するなどによる経営体制の効率化を図り、収益力を向上させることを最重要課題とした事業再構築計

画に取り組んでまいりました。具体的な施策としましては、本社工場の売却による生産拠点の白河工場へ

の集約、東北地区の営業部門の事業譲渡、北海道地区における事業の廃止を実施し、その結果、最大の課

題であった生産拠点の集約を完了いたしました。また、販売面につきましては、関東圏での営業強化を目

指し、当社の強みを生かした食肉加工品をメインに地域密着営業を強化してまいりました。その一方で、

不採算取引の見直し・解消し、収益力の向上に向けた営業活動を展開してまいりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高4,755百万円（前年同四半期比38.9％

減）、経常損失77百万円（前年同四半期は経常損失144百万円）、四半期純損失575百万円（前年同四半期

は四半期純損失161百万円）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1,961百万円となり、前連結会計年度末比503百万円の減少となりました。これは主に

売上高減少による受取手形及び売掛金が203百万円、現金及び預金133百万円、商品及び製品が76百万円、

原材料及び貯蔵品が66百万円減少したことによるものであります。 

固定資産の残高は2,999百万円となり、前連結会計年度末比1,440百万円の減少となりました。これは主

に本社工場等の売却により建物及び構築物、土地が1,392百万円、投資その他の資産が40百万円減少した

ことによるものであります。 

  

（負債） 

流動負債の残高は2,638百万円となり、前連結会計年度末比1,771百万円の減少となりました。これは主

に事業譲渡、本社工場の売却に伴うたな卸資産圧縮等により支払手形及び買掛金が219百万円、短期借入

金が1,531百万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1,498百万円となり、前連結会計年度末比248百万円の減少となりました。これは主に

本社工場売却に伴う長期借入金の返済による減少104百万円及び希望退職募集による退職給付引当金の減

少81百万円、その他が51百万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824百万円となり、前連結会計年度末比75百万円の増加となりました。これは主にエ

ア・ウォーター株式会社を割当先とする第三者割当による新株発行により資本金が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28百万円増加、また利益剰余金が575百万円減少したことによ

るものであります。 

  

・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
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今後の当社を取り巻く環境は、景気後退からの個人消費の低迷などにより、低価格競争が続くなど厳し

い経営環境が予想されますが、当社グループは関東地域の食肉加工品の販売に経営資源を集中し、販売拠

点・生産拠点の効率化をさらに推進してまいります。さらに平成21年９月29日付け「組織変更及び人事異

動に関するお知らせ」、平成21年10月15日付「連結子会社との吸収合併に関するお知らせ」で公表しまし

たように、生産・販売・管理部門が一体となって経営体制の効率化を図り、更なるコスト削減を推進し、

収益力の向上に努めてまいります。通期の業績予想につきましては、当第２四半期連結期間が、概ね予定

通りに推移していることから、平成21年８月10日に公表しました通期業績予想値から変更はございませ

ん。 

  
  

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。 
  

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 733,986 867,298

受取手形及び売掛金 647,584 851,054

有価証券 603 602

商品及び製品 178,467 254,998

仕掛品 36,658 45,160

原材料及び貯蔵品 282,274 348,982

その他 83,860 102,007

貸倒引当金 △2,292 △5,361

流動資産合計 1,961,143 2,464,743

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,112,536 1,570,153

土地 977,504 1,861,941

その他（純額） 329,238 379,421

有形固定資産合計 2,419,279 3,811,515

無形固定資産 46,173 53,896

投資その他の資産   

その他 574,610 613,641

貸倒引当金 △40,272 △38,517

投資その他の資産合計 534,338 575,124

固定資産合計 2,999,791 4,440,536

資産合計 4,960,934 6,905,279

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 645,801 865,019

短期借入金 1,505,373 3,037,088

未払法人税等 6,852 26,372

賞与引当金 69,892 78,604

その他 410,120 402,435

流動負債合計 2,638,039 4,409,521

固定負債   

社債 30,000 40,000

長期借入金 512,489 616,942

退職給付引当金 699,815 781,555

その他 256,060 307,990

固定負債合計 1,498,364 1,746,488

負債合計 4,136,403 6,156,009
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 △1,508,331 △932,573

自己株式 △11,249 △11,167

株主資本合計 844,133 799,423

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △19,584 △47,651

繰延ヘッジ損益 △17 △2,501

評価・換算差額等合計 △19,601 △50,153

純資産合計 824,531 749,270

負債純資産合計 4,960,934 6,905,279
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 7,783,298 4,755,993

売上原価 6,332,850 3,683,673

売上総利益 1,450,448 1,072,320

販売費及び一般管理費 1,560,159 1,125,471

営業損失（△） △109,711 △53,151

営業外収益   

受取利息 388 196

受取配当金 7,028 4,028

その他 5,763 2,400

営業外収益合計 13,181 6,625

営業外費用   

支払利息 46,948 25,168

株式交付費 － 4,416

その他 579 1,746

営業外費用合計 47,527 31,331

経常損失（△） △144,057 △77,857

特別利益   

固定資産売却益 115 269

投資有価証券売却益 60,902 22,347

賞与引当金戻入額 22,427 9,525

事業譲渡益 － 21,680

その他 7,557 443

特別利益合計 91,001 54,266

特別損失   

固定資産処分損 1,433 2,338

投資有価証券評価損 2,567 26,847

減損損失 57,835 322,202

その他 14,829 212,526

特別損失合計 76,665 563,915

税金等調整前四半期純損失（△） △129,721 △587,506

法人税、住民税及び事業税 26,925 3,244

法人税等調整額 4,546 △14,992

法人税等合計 31,472 △11,747

四半期純損失（△） △161,193 △575,758
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 3,972,902 2,172,239

売上原価 3,184,234 1,630,362

売上総利益 788,667 541,876

販売費及び一般管理費 793,483 543,057

営業損失（△） △4,816 △1,181

営業外収益   

受取利息 242 155

受取配当金 109 18

その他 2,205 1,740

営業外収益合計 2,557 1,915

営業外費用   

支払利息 23,173 10,955

その他 180 1,449

営業外費用合計 23,353 12,405

経常損失（△） △25,612 △11,670

特別利益   

固定資産売却益 115 269

投資有価証券評価損戻入益 26,822 －

賞与引当金戻入額 22,427 13,883

貸倒引当金戻入額 － 3,860

その他 200 327

特別利益合計 49,564 18,341

特別損失   

固定資産処分損 － 1,024

投資有価証券評価損 426 3,637

退職特別加算金 － 17,400

製品自主回収関連費用 － 9,229

減損損失 57,835 －

その他 8,449 3,144

特別損失合計 66,711 34,436

税金等調整前四半期純損失（△） △42,758 △27,765

法人税、住民税及び事業税 11,529 △3,974

法人税等調整額 9,766 4,825

法人税等合計 21,296 850

四半期純損失（△） △64,055 △28,616
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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（△） △129,721 △587,506

減価償却費 131,390 74,962

減損損失 57,835 322,202

貸倒引当金の増減額（△は減少） △78 △1,313

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,581 △8,712

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,336 △81,740

受取利息及び受取配当金 △7,417 △4,225

支払利息 46,948 25,168

固定資産売却損益（△は益） △115 △269

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 2,338

投資有価証券評価損益（△は益） 2,567 26,847

その他の特別損益（△は益） 14,829 212,526

売上債権の増減額（△は増加） 50,941 200,829

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,100 151,739

仕入債務の増減額（△は減少） 9,173 △219,218

未払金の増減額（△は減少） △288,996 △47,733

未払消費税等の増減額（△は減少） △29,306 19,557

その他 △96,569 △166,281

小計 △292,333 △124,856

利息及び配当金の受取額 7,560 4,363

利息の支払額 △48,481 △22,969

法人税等の支払額 △26,626 △19,675

営業活動によるキャッシュ・フロー △359,880 △163,137

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 51,000

有形固定資産の取得による支出 △22,298 △55,322

有形固定資産の売却による収入 115 1,073,777

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 △4,853 △4,767

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 1,206 852

その他 27,185 24,670

投資活動によるキャッシュ・フロー 165,366 1,126,184
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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） △127,135 △1,388,726

長期借入金の返済による支出 △246,870 △247,442

リース債務の返済による支出 － △5,051

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 △533 △272

財務活動によるキャッシュ・フロー △394,539 △1,045,358

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △589,053 △82,311

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 428,291 734,589

相模ハム㈱（2289）平成22年３月期　第２四半期決算短信

－ 10 －



当第２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

 前第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日)及び前第２四半期連結累

計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日)及び当第２四半期連結累

計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日)及び前第２四半期連結累

計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日)及び当第２四半期連結累

計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日)及び前第２四半期連結累

計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日)及び当第２四半期連結累

計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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２四半期連結累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２四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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(1) 販売の状況 

当第２四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。 

  
  

(2) 重要な後発事象 

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

 当社は、平成21年10月15日に、当社の連結子会社である東北相模ハム㈱と平成21年12月1日を合併

期日とした吸収合併契約を締結しました。 

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：相模ハム㈱、東北相模ハム㈱ 

 事業の内容：相模ハム㈱ 食肉及び食肉加工品並びに総菜の販売 

 東北相模ハム㈱ 食肉加工品の製造・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 企業結合後の名称 

 相模ハム㈱ 

 ④ 取引の目的を含む取引の概要 

当社は、主に関東地区を中心に食肉及び食肉加工品、並びに総菜の販売行っており、また、東

北相模ハム㈱は、当社グループの唯一の食肉加工品生産工場としてハム・ソーセージ類の製造を

行っております。両者を経営統合することで、製販一体となった経営の意思決定の迅速化と管理

部門の統合による業務の効率化に資するものであります。 

  
  

6. その他の情報

品目 販売高(千円) 前年同四半期（％）

加工品

 ロースハム 729,979 △21.1

 プレスハム 37,506 △2.3

 ソーセージ 656,905 △34.1

  計 1,424,391 △27.3

総菜 214,689 △40.9

加工肉ほか 533,157 △67.7

合計 2,172,239 △45.3

相模ハム㈱（2289）平成22年３月期　第２四半期決算短信

－ 12 －




