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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第3四半期 4,252 △38.7 54 △21.9 47 17.9 34 ―
22年3月期第3四半期 6,938 △44.5 70 △68.9 40 △76.3 △271 ―

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

23年3月期第3四半期 1.78 ―
22年3月期第3四半期 △15.58 ―

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

23年3月期第3四半期 4,179 857 20.5 44.24
22年3月期 4,319 842 19.5 43.46

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  857百万円 22年3月期  842百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金
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

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想） 0.00 0.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 6,400 △21.4 55 ― 40 ― 10 ― 0.51



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外でありますが、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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の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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい
ては、四半期決算短信（添付資料）3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 19,420,000株 22年3月期  19,420,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  36,938株 22年3月期  35,778株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 19,383,464株 22年3月期3Q 17,415,453株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国の経済成長に伴う輸出の増加や政府の経済

政策により景気回復の兆しが見られたものの、円高や株安の影響もあり、雇用情勢は依然として厳しい

状況にあり、引き続き不透明な状況となっております。 

食肉加工業界におきましても、消費者の生活防衛意識の高まりによる低価格志向が続き、競争激化に

よるデフレの長期化など、厳しい状況で推移しました。  

このような経営環境のなか、当社グループは、神奈川県を中心とした関東地域に営業・物流拠点を集

約し、営業力の強化と物流の効率化に取り組んでまいりました。販売面におきましては、新商品として

発売した「ポークソーセージライト」や「旨コク王あらびきソーセージ」によるボロニアソーセージ群

の充実や生ハムの拡販、総菜におけるクリスマス商材の投入などを実施しました。しかしながら消費者

の節約志向の強まりなどの影響もあり、ギフト商品が落ち込む結果となり、加工肉も取引の見直しなど

により減少しました。  

その結果、売上高は4,252,734千円（前年同期比61.3％）、営業利益は54,788千円（前年同期比

78.1％）、経常利益は47,838千円（前年同期比117.9％）、四半期純利益は34,498千円（前年同期は四

半期純損失271,408千円）となりました。  

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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（資産） 

流動資産の残高は1,679,670千円となり、前連結会計年度末比32,162千円の減少となりました。これ

は歳暮商戦により受取手形及び売掛金が405,887千円増加したものの、未払金の支払い及び売掛債権が

増加したこと等により現金及び預金が196,543千円減少し、また、原料在庫圧縮により原材料及び貯蔵

品が154,667千円、その他流動資産が67,257千円減少したこと等によるものであります。 

固定資産の残高は2,500,072千円となり、前連結会計年度末比107,207千円の減少となりました。これ

は減価償却費の計上及び土地の売却等により有形固定資産が69,391千円、時価下落による投資有価証券

評価損の計上等により投資その他の資産が32,491千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2,252,172千円となり、前連結会計年度末比103,722千円の減少となりました。これ

は運転資金調達により短期借入金が33,315千円増加したものの、賞与引当金が42,062千円、買掛金が

34,270千円、その他の流動負債が39,051千円それぞれ支払い等により減少したことによるものでありま

す。 

固定負債の残高は1,070,053千円となり、前連結会計年度末比50,696千円の減少となりました。これ

は主に長期借入金の返済により44,559千円減少したこと等によるものであります。 

（純資産） 

純資産の残高は857,517千円となり、前連結会計年度末比15,048千円の増加となりました。これは主

に時価下落によりその他有価証券評価差額金が19,390千円減少したものの、四半期純利益34,498千円を

計上したことによるものであります。 

（キャッシュ・フローの状況の分析） 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の四半期末残高は489,280千円となり、前

連結会計年度末の残高に比べ196,543千円減少しました。 

当第３四半期連結会計期間の各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結会計期間に比べ89,229千円増加し、

199,907千円の支出となりました。主な増加項目は減価償却費112,977千円、たな卸資産の減少額

172,858千円であり、主な減少項目は売上債権の増加額402,070千円、仕入債務の減少額34,270千円、未

払金の減少額74,911千円です。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結会計期間に比べ1,331,387千円減少し、

22,681千円の収入となりました。収入の主な内訳は、有形固定資産の売却による収入17,703千円、差入

保証金の回収による収入63,378千円です。支出の主なものは、有形固定資産の取得による支出45,849千

円であります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結会計期間に比べ1,294,138千円増加し、

19,317千円の支出となりました。収入の主なものは、短期借入金の純増加額50,000千円であり、支出の

主なものは、長期借入金の返済による支出61,244千円です。 

  

平成23年３月期通期の業績予想に関しましては、平成22年5月13日に公表しました業績予想に変更は

ありません。 

なお、上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであ

り、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。  

  

(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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該当事項はありません。  

  

①固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額

を期間按分して算定する方法によっております。 

    

②税金費用の計算 

税金費用については、第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純益に対する

税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税金等調整前四半期純損益に当該見積実効税率を乗

じて計算しております。 

  

①資産除去債務に関する会計基準の適用  

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年

３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20

年３月31日）を適用しております。  

なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

②税金費用の計算方法の変更 

税金費用については、従来、原則的な方法により計算しておりましたが、親子会社間の会計処理の統

一を目的として、当社の親会社であるエア・ウォーター株式会社が採用する会計処理に合わせて、第１

四半期連結会計期間より、連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税

率を合理的に見積もり、税金等調整前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法に変更し

ております。 

なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

該当事項はありません。  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 488,677 685,221

受取手形及び売掛金 877,958 472,071

有価証券 603 603

商品及び製品 106,930 103,791

仕掛品 6,912 28,242

原材料及び貯蔵品 142,634 297,302

その他 59,239 126,497

貸倒引当金 △3,286 △1,897

流動資産合計 1,679,670 1,711,833

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 833,909 868,807

機械装置及び運搬具（純額） 419,328 442,320

土地 759,720 768,720

その他（純額） 15,649 18,150

有形固定資産合計 2,028,607 2,097,998

無形固定資産 34,289 39,615

投資その他の資産   

その他 461,879 498,187

貸倒引当金 △24,704 △28,520

投資その他の資産合計 437,175 469,666

固定資産合計 2,500,072 2,607,280

資産合計 4,179,743 4,319,113

負債の部   

流動負債   

買掛金 474,357 508,627

短期借入金 1,409,412 1,376,097

未払法人税等 9,141 9,394

賞与引当金 29,311 71,374

その他の引当金 － 21,401

その他 329,951 369,002

流動負債合計 2,252,172 2,355,895

固定負債   

長期借入金 274,821 319,380

退職給付引当金 706,781 697,776

その他 88,450 103,592

固定負債合計 1,070,053 1,120,749

負債合計 3,322,226 3,476,644
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,534,775 1,534,775

資本剰余金 828,939 828,939

利益剰余金 △1,456,166 △1,490,664

自己株式 △11,363 △11,303

株主資本合計 896,185 861,745

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △38,667 △19,277

評価・換算差額等合計 △38,667 △19,277

純資産合計 857,517 842,468

負債純資産合計 4,179,743 4,319,113
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 6,938,228 4,252,734

売上原価 5,237,302 2,897,252

売上総利益 1,700,925 1,355,482

販売費及び一般管理費 1,630,758 1,300,693

営業利益 70,167 54,788

営業外収益   

受取利息 284 241

受取配当金 6,746 7,522

業務受託料 － 21,992

その他 4,638 4,295

営業外収益合計 11,670 34,051

営業外費用   

支払利息 34,771 13,711

株式交付費 4,416 －

業務受託費用 － 21,992

その他 2,085 5,296

営業外費用合計 41,272 41,000

経常利益 40,565 47,838

特別利益   

固定資産売却益 52,085 8,703

投資有価証券売却益 22,355 －

賞与引当金戻入額 9,525 －

事業譲渡益 21,680 －

その他の引当金戻入額 － 2,926

その他 9,413 －

特別利益合計 115,060 11,629

特別損失   

固定資産処分損 3,663 2,386

投資有価証券評価損 28,286 9,797

減損損失 322,202 3,775

その他 215,450 2,494

特別損失合計 569,602 18,454

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（△）

△413,976 41,014

法人税、住民税及び事業税 8,838 －

法人税等調整額 △151,406 －

法人税等合計 △142,567 6,515

少数株主損益調整前四半期純利益 － 34,498

四半期純利益又は四半期純損失（△） △271,408 34,498
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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21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 2,182,234 1,645,244

売上原価 1,553,628 1,061,779

売上総利益 628,605 583,464

販売費及び一般管理費 506,422 457,394

営業利益 122,182 126,069

営業外収益   

受取利息 88 62

受取配当金 2,718 3,009

業務受託料 － 7,330

その他 2,238 1,511

営業外収益合計 5,045 11,914

営業外費用   

支払利息 9,602 3,975

業務受託費用 － 7,330

その他 338 3,030

営業外費用合計 9,940 14,336

経常利益 117,286 123,647

特別利益   

固定資産売却益 51,815 －

投資有価証券売却益 8 －

投資有価証券評価損戻入益 － 1,885

賞与引当金戻入額 693 －

その他 9,413 －

特別利益合計 61,930 1,885

特別損失   

固定資産処分損 1,325 －

投資有価証券評価損 1,438 －

減損損失 － 3,775

たな卸資産除却損 2,087 －

その他 836 －

特別損失合計 5,687 3,775

税金等調整前四半期純利益 173,529 121,756

法人税、住民税及び事業税 5,593 －

法人税等調整額 △136,413 －

法人税等合計 △130,819 3,589

少数株主損益調整前四半期純利益 － 118,167

四半期純利益 304,349 118,167
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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（△）

△413,976 41,014

減価償却費 113,374 112,977

減損損失 322,202 3,775

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,530 △2,427

賞与引当金の増減額（△は減少） △41,916 △42,062

退職給付引当金の増減額（△は減少） △79,430 9,004

受取利息及び受取配当金 △7,031 △7,763

支払利息 34,771 13,711

固定資産売却損益（△は益） △52,085 △8,703

投資有価証券売却損益（△は益） △22,355 －

事業譲渡損益（△は益） △21,680 －

固定資産処分損益（△は益） 3,663 2,386

投資有価証券評価損益（△は益） 28,286 9,797

その他の特別損益（△は益） 197,589 △431

売上債権の増減額（△は増加） △257,439 △402,070

たな卸資産の増減額（△は増加） 238,915 172,858

仕入債務の増減額（△は減少） △52,243 △34,270

未払金の増減額（△は減少） △56,408 △74,911

未払消費税等の増減額（△は減少） 20,069 △10,003

その他 △187,597 28,152

小計 △242,822 △188,964

利息及び配当金の受取額 7,170 7,763

利息の支払額 △30,341 △12,097

法人税等の支払額 △23,143 △6,608

営業活動によるキャッシュ・フロー △289,136 △199,907

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 △5,000 －

定期預金の払戻による収入 51,000 －

有形固定資産の取得による支出 △174,626 △45,849

有形固定資産の売却による収入 1,423,777 17,703

無形固定資産の取得による支出 △2,900 △6,584

投資有価証券の取得による支出 △7,157 △6,975

投資有価証券の売却による収入 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 1,386 1,127

差入保証金の回収による収入 － 63,378

その他 31,206 △120

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,354,068 22,681

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） △1,365,480 50,000

長期借入金の返済による支出 △516,212 △61,244

リース債務の返済による支出 △7,625 △8,014

社債の償還による支出 △40,000 －

株式の発行による収入 616,133 －

その他 △272 △59

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,313,456 △19,317

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △248,524 △196,543

現金及び現金同等物の期首残高 816,900 685,824

現金及び現金同等物の四半期末残高 568,376 489,280

相模ハム㈱（2289）平成23年３月期　第３四半期決算短信

－ 9 －



当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日）  

 該当事項はありません。 

  

（追加情報）  

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号

平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。  

  

当社グループは、食肉加工品の製造・販売、食肉及び総菜の販売から構成される単一の事業を営んで

おり、単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日）  

 該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

相模ハム㈱（2289）平成23年３月期　第３四半期決算短信

－ 10 －




