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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 6,938 △44.5 70 △68.9 40 △76.3 △271 ―
21年3月期第3四半期 12,504 ― 225 ― 171 ― 111 ―

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3四半期 △15.58 ―
21年3月期第3四半期 11.69 ―

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3四半期 5,012 1,111 22.2 57.35
21年3月期 6,905 749 10.9 78.57

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  1,111百万円 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  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

通期 8,200 △47.8 △90 ― △130 ― △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  

詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(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 1社 （社名 東北相模ハム株式会社 ）

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3四半期 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3四半期  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3四半期 17,415,453株 21年3月期第3四半期 9,541,813株
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当第３四半期におけるわが国経済は、企業の在庫調整などにより一部に持ち直しの動きが見られたもの

の、その後のデフレ顕在化と円高の進行が景気回復の重石となり、引き続き雇用情勢の悪化や所得の減少

等により個人消費が低迷するなど、未だ厳しい状況が続いております。 

当業界におきましては、デフレ環境における消費者の節約志向の一段の高まりによる低価格指向への需

要シフトが続き、企業間競争が激化するなど、引き続き厳しい経営環境となりました。 

このような状況のもと、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

画に引き続き取り組んでまいりました。12月には連結子会社である東北相模ハム株式会社を吸収合併し、

製造・販売・管理部門が一体となった事業体制としました。 

以上の結果、当社グループの当第３四半期における売上高は、子会社の譲渡や事業廃止などにより

6,938百万円（前年同期比55.5％減）となりました。利益面につきましては、販売量の減少、競争激化に

よる販売単価の低下、歳暮ギフトの減少などにより、販管費の圧縮に努めたものの、営業利益は70百万円

（前年同期比31.1％減）、経常利益は40百万円（前年同期比23.7％減）となりました。四半期純損失は固

定資産減損損失などにより271百万円（前年同期は四半期純利益111百万円）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） 

流動資産は、2,182百万円となり、前連結会計年度末に比べて281百万円の減少となりました。これは主

に有形固定資産譲渡に伴う借入金の返済により現金及び預金が294百万円減少したこと等によるもので

す。 

固定資産は、2,829百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,611百万円の減少となりました。これは

主に生産拠点の見直しによる本社工場・北海道工場の譲渡により建物及び構築物が668百万円、土地が982

百万円減少したことによるものです。 

  

（負債） 

流動負債は2,709百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,700百万円の減少となりました。これは主

に有形固定資産譲渡に伴う短期借入金の返済により1,627百万円減少したことによるもの等です。 

固定負債は1,191百万円となり、前連結会計年度末に比べて555百万円の減少となりました。これは主に

有形固定資産譲渡等に伴う長期借入金の返済により254百万円減少、その他が201百万円減少したこと等に

よるものです。 

  

（純資産） 

純資産合計は1,111百万円となり、前連結会計年度末に比べて362百万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式発行により資本金が310百万円、資

本剰余金が310百万円増加、また利益剰余金が271百万円減少したことによるものです。 

  

当第３四半期末における経営環境等を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成21年８月10日に公

表しました平成22年３月期通期（連結）業績予想を修正しております。なお、詳細につきましては、平成

22年２月９日公表の「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
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（主要な子会社の異動） 
連結除外：東北相模ハム㈱ 
前期末において当社の連結子会社であった東北相模ハム㈱は、平成21年12月１日付で当社と吸収合併

したため、消滅しました。 
  

  

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３四半期連結会計期間
末    

(平成21年12月31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 572,773 867,298

受取手形及び売掛金 1,111,739 851,054

有価証券 603 602

商品及び製品 151,786 254,998

仕掛品 7,061 45,160

原材料及び貯蔵品 251,378 348,982

その他 92,171 102,007

貸倒引当金 △4,606 △5,361

流動資産合計 2,182,906 2,464,743

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 902,024 1,570,153

土地 879,544 1,861,941

その他（純額） 493,076 379,421

有形固定資産合計 2,274,645 3,811,515

無形固定資産 42,359 53,896

投資その他の資産   

その他 542,228 613,641

貸倒引当金 △29,741 △38,517

投資その他の資産合計 512,487 575,124

固定資産合計 2,829,492 4,440,536

資産合計 5,012,398 6,905,279

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 812,776 865,019

短期借入金 1,409,921 3,037,088

未払法人税等 10,941 26,372

賞与引当金 36,688 78,604

その他 439,170 402,435

流動負債合計 2,709,499 4,409,521

固定負債   

社債 20,000 40,000

長期借入金 362,417 616,942

退職給付引当金 702,125 781,555

その他 106,609 307,990

固定負債合計 1,191,152 1,746,488

負債合計 3,900,651 6,156,009
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間
末    

(平成21年12月31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 △1,203,981 △932,573

自己株式 △11,249 △11,167

株主資本合計 1,148,482 799,423

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △36,729 △47,651

繰延ヘッジ損益 △6 △2,501

評価・換算差額等合計 △36,735 △50,153

純資産合計 1,111,747 749,270

負債純資産合計 5,012,398 6,905,279
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 (2)【四半期連結損益計算書】 
  【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 12,504,739 6,938,228

売上原価 9,911,040 5,237,302

売上総利益 2,593,698 1,700,925

販売費及び一般管理費 2,368,048 1,630,758

営業利益 225,649 70,167

営業外収益   

受取利息 516 284

受取配当金 10,760 6,746

その他 7,694 4,638

営業外収益合計 18,970 11,670

営業外費用   

支払利息 72,494 34,771

株式交付費 － 4,416

その他 831 2,085

営業外費用合計 73,325 41,272

経常利益 171,294 40,565

特別利益   

固定資産売却益 115 52,085

投資有価証券売却益 68,707 22,355

賞与引当金戻入額 22,427 9,525

事業譲渡益 － 21,680

その他 9,681 9,413

特別利益合計 100,930 115,060

特別損失   

固定資産処分損 1,661 3,663

投資有価証券売却損 2,507 －

投資有価証券評価損 2,910 28,286

減損損失 57,835 322,202

その他 16,527 215,450

特別損失合計 81,443 569,602

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

190,782 △413,976

法人税、住民税及び事業税 68,322 8,838

法人税等調整額 10,927 △151,406

法人税等合計 79,249 △142,567

四半期純利益又は四半期純損失（△） 111,532 △271,408
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 【第３四半期連結会計期間】 
（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 4,721,440 2,182,234

売上原価 3,581,013 1,553,628

売上総利益 1,140,426 628,605

販売費及び一般管理費 814,617 506,422

営業利益 325,809 122,182

営業外収益   

受取利息 127 88

受取配当金 3,731 2,718

その他 2,745 2,238

営業外収益合計 6,603 5,045

営業外費用   

支払利息 25,545 9,602

その他 252 338

営業外費用合計 25,797 9,940

経常利益 306,614 117,286

特別利益   

固定資産売却益 － 51,815

投資有価証券売却益 7,805 8

賞与引当金戻入額 8,737 693

その他 2,124 9,413

特別利益合計 18,666 61,930

特別損失   

固定資産処分損 228 1,325

投資有価証券売却損 2,507 －

投資有価証券評価損 343 1,438

たな卸資産除却損 － 2,087

営業所閉鎖損失引当金繰入額 1,698 －

その他 － 836

特別損失合計 4,777 5,687

税金等調整前四半期純利益 320,503 173,529

法人税、住民税及び事業税 41,397 5,593

法人税等調整額 6,380 △136,413

法人税等合計 47,777 △130,819

四半期純利益 272,725 304,349
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

190,782 △413,976

減価償却費 198,247 113,374

減損損失 57,835 322,202

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,091 △9,530

賞与引当金の増減額（△は減少） △74,795 △41,916

退職給付引当金の増減額（△は減少） 31,934 △79,430

受取利息及び受取配当金 △11,276 △7,031

支払利息 72,494 34,771

固定資産売却損益（△は益） △115 △52,085

投資有価証券売却損益（△は益） △66,199 △22,355

事業譲渡損益（△は益） － △21,680

固定資産処分損益（△は益） 1,661 3,663

投資有価証券評価損益（△は益） 2,910 28,286

その他の特別損益（△は益） 6,846 197,589

売上債権の増減額（△は増加） △1,029,840 △257,439

たな卸資産の増減額（△は増加） 112,218 238,915

仕入債務の増減額（△は減少） 350,658 △52,243

未払金の増減額（△は減少） △182,525 △56,408

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,907 20,069

その他 △9,036 △187,597

小計 △349,014 △242,822

利息及び配当金の受取額 11,302 7,170

利息の支払額 △74,026 △30,341

法人税等の支払額 △39,930 △23,143

営業活動によるキャッシュ・フロー △451,668 △289,136

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 △26 △5,000

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 △26,607 △174,626

有形固定資産の売却による収入 1,145 1,423,777

無形固定資産の取得による支出 － △2,900

投資有価証券の取得による支出 △7,247 △7,157

投資有価証券の売却による収入 179,655 36,008

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 1,492 1,386

その他 31,744 31,206

投資活動によるキャッシュ・フロー 200,154 1,354,068
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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） 150,847 △1,365,480

長期借入金の返済による支出 △360,233 △516,212

リース債務の返済による支出 － △7,625

社債の償還による支出 △40,000 △40,000

株式の発行による収入 － 616,133

その他 △828 △272

財務活動によるキャッシュ・フロー △250,213 △1,313,456

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △501,727 △248,524

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 515,617 568,376
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当第３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

 前第３四半期連結会計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日)及び前第３四半期連結累

計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日)及び当第３四半期連結累

計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結会計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日)及び前第３四半期連結累

計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日)及び当第３四半期連結累

計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結会計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日)及び前第３四半期連結累

計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日)及び当第３四半期連結累

計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四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３四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３四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) 前年同四半期（％）

加工品

 ロースハム 944,363 △38.6

 プレスハム 10,841 △66.6

 ソーセージ 626,701 △39.9

  計 1,581,906 △39.3

総菜 125,522 △64.8

加工肉ほか 474,805 △73.0

合計 2,182,234 △53.8
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(2) 企業結合等関係 

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

  

共通支配下の取引等 

当社は、平成21年12月１日を合併期日として、当社の連結子会社である東北相模ハム㈱を吸収合併

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：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) 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 

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を行っており、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。 

  

２．実施した会計処理の概要 

本吸収合併は、「企業結合に関する会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日公表分）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 企業会

計基準適用指針第10号 平成19年11月15日公表分）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。 

当社が東北相模ハム㈱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、四半期連結財務諸表においては、東北相模ハム㈱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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