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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

23年3月期 5,241 △35.6 △72 ― △80 ― △237 ―
22年3月期 8,140 △48.2 △46 ― △80 ― △558 ―

（注）包括利益 23年3月期 △263百万円 （―％） 22年3月期 △527百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 △12.23 ― △33.4 △2.1 △1.4
22年3月期 △31.23 ― △70.1 △1.4 △0.6

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3月期  ―百万円

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 3,513 578 16.5 29.84
22年3月期 4,319 842 19.5 43.46

（参考） 自己資本   23年3月期  578百万円 22年3月期  842百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 △83 16 △186 432
22年3月期 29 1,272 △1,432 685

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
24年3月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

 

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(累計) 2,676 2.6 △53 ― △59 ― △62 ― △3.19
通期 5,533 5.6 36 ― 24 ― 18 ― 0.93



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細は、添付資料19ページ「３．連結財務諸表（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期 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 36,938 株 22年3月期 35,778 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 19,383,371 株 22年3月期 17,869,892 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

23年3月期 5,083 △25.1 △60 ― △67 ― △231 ―
22年3月期 6,783 △17.4 △14 ― △13 ― △584 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

23年3月期 △11.96 ―
22年3月期 △32.73 ―

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 3,480 565 16.2 29.16
22年3月期 4,278 814 19.0 42.03

（参考） 自己資本 23年3月期  565百万円 22年3月期  814百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
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、添付資
料２ページ「１．経営成績 （1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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当連結会計年度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、雇用情勢や所得環境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。さらに平成23年３月11日に発生しました東日本

大震災の甚大な被害が国内経済に与える影響は計り知れず、企業を取り巻く環境は一層不透明な状況と

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、依然として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、ボロニアソー

セージ群の充実や生ハムの拡販、総菜における新商品の投入などを実施しました。また、ギフト商品が

落ち込むなどの状況から主力商品の拡販を進めましたが、消費者の節約志向の強まりなどの影響もあ

り、また、加工肉も取引の見直しなどにより売上高は減少しました。一方、物流改革などを推進し、販

売費及び一般管理費の削減に努めましたが、営業損失並びに経常損失となりました。また、当社白河工

場は今回の東日本大震災に被災し、一時製造・出荷を停止いたしましたが、現在は震災前の数量を供給

できる体制が整っております。被災により、設備の撤去・修復費用、棚卸資産等の減失損失、操業再開

に向けた復旧費用などを見積もった結果、多額の災害による損失を計上しております。 

その結果、売上高は5,241,578千円（前年同期比35.6％減）、営業損失は72,405千円（前年同期は営

業損失46,478千円）、経常損失は80,526千円（前年同期は経常損失80,268千円）、当期純損失は

237,083千円（前年同期は当期純損失558,091千円）となりました。 

次期の見通しにつきましては、東日本大震災の影響もあり、景気低迷は当面継続し、雇用不安を背景

とした個人消費の低迷も、依然として続くものと思われます。当社グループにおきましても、包装資材

不足や価格高騰、電力供給の制約や需要の減退など、非常に厳しい経営環境が続くものと予想されま

す。 

このような状況の下、当社グループは、安全・安心の確保はもとより、お客様の信頼を 優先に、お

客様の期待を形にできる企業となるべく取り組んでまいります。 

次期の業績につきましては、売上高5,533,000千円（前期比5.6％増）、営業利益36,000千円、経常利

益24,000千円、当期純利益18,000千円を見込んでおります。 

なお、上記の通期見通しは、現時点で入手可能な情報に基づくものであり、経済環境や消費動向の変

化等により、実際の業績はこれらの見通しと異なる可能性があります。開示すべき事項が生じた場合に

は、速やかにお知らせします。 

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析

・当期の経営成績

・次期の見通し
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（流動資産） 

当連結会計年度末における流動資産の残高は1,072,312千円となり、前連結会計年度末比639,521千

円の減少となりました。これは仕入債務等の支払いにより現金及び預金が253,198千円、売掛債権の

回収により受取手形及び売掛金が122,075千円、原料在庫圧縮により原材料及び貯蔵品が150,416千円

減少したこと等によるものであります。 

（固定資産） 

当連結会計年度末における固定資産の残高は2,441,288千円となり、前連結会計年度末比165,991千

円の減少となりました。これは減価償却費及び減損損失の計上、土地の売却等により有形固定資産が

106,954千円、時価下落による投資有価証券の減少等により投資その他の資産が50,644千円減少した

ことによるものであります。 

（流動負債） 

当連結会計年度末における流動負債の残高は1,885,449千円となり、前連結会計年度末比470,445千

円の減少となりました。これは短期借入金の返済100,000千円、仕入債務等の支払いにより買掛金が

199,047千円、未払金が180,825千円減少したことによるものであります。 

（固定負債） 

当連結会計年度末における固定負債の残高は1,049,729千円となり、前連結会計年度末比71,020千

円の減少となりました。これは長期借入金の返済により59,412千円減少したこと等によるものであり

ます。 

（純資産） 

当連結会計年度末における純資産の残高は578,421千円となり、前連結会計年度末比264,047千円の

減少となりました。これは主に当期純損失237,083千円を計上したことによるものであります。 

（２）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況
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当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は432,626千円となり、前連結会計年度末

の残高に比べ253,198千円減少しました。 

当連結会計年度末の各キャッシュ・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） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比113,092千円減少し、83,256千円の支出となり

ました。主な増加項目は減価償却費147,970千円、たな卸資産の減少額166,399千円であり、主な減少

項目は仕入債務の減少額199,047千円、未払金の減少額196,102千円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比1,255,097千円減少し、16,968千円の収入とな

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63,458千円であります。支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出49,339千円でありま

す。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比1,246,066千円増加し、186,909千円の支出とな

りました。これは主に短期借入金の純減少額100,000千円、長期借入金の返済による支出76,097千円

であります。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率：自己資本／総資産 
時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 
インタレスト・ガバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

（注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。有利子負債は、連結貸借対照表に

計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについて

は、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

  

②キャッシュ・フローの状況

平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期

自己資本比率 18.2 17.4 10.9 19.5 16.5

時価ベースの自己資本比率 28.0 21.3 12.0 23.3 22.6

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

－ 10.8 112.1 58.0 －

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

－ 4.4 0.3 0.8 －
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当社は、利益配分につきましては、株主の皆様への利益還元を重要政策の一つと考えており、将来の

事業展開及び経営環境を考慮し、収益力の向上と企業体質の強化を図りながら継続的かつ安定した配当

を行うことを基本方針としております。内部留保資金に関しましては、財務体質の強化及び設備投資な

どに活用してまいります。 

当社は、中間配当と期末配当の年２回の配当を行うことを基本方針としており、期末配当については

株主総会、中間配当については取締役会が決定機関であります。 

しかしながら、当業界を取り巻く環境が大変厳しく、当社の厳しい決算業績内容を受けて、平成23年

３月期の期末配当は誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。また、平成24年３月期の配当について

は、業績を早期に回復し復配に向け 善の努力を図っていく所存です。 

  

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループの経営成績、財務状況等に重要な影響を及ぼす可能性があるリスク及び変動要因は以下

に記載するとおりですが、当社グループでは、これらリスクの存在を認識した上で、当該リスクの発生

に伴う影響を極力回避するための努力を継続してまいります。なお、記載のリスクは当社事業に関する

全てのリスクを網羅したものではありません。また、当該項目は将来に関する事項が含まれており、当

連結会計年度（平成23年３月31日現在）で判断したものであります。 

① 食肉製品の原料について 

当社グループの製品の原料は、主として豚肉であり、その他牛肉や鶏肉を使用しておりますが、口

蹄疫、ＢＳＥ、鳥インフルエンザなど、畜産物獣疫などの不測の事態や不祥事が発生した場合、製造

コスト及び売上高に影響を及ぼす可能性があります。 

② 原材料価格の影響 

国内外における、原料・資材価格の変動及び主要調達先の経済状況により、国内の市場価格が高騰

し収益を圧迫する可能性があります。 

③ 法的規制等の影響 

食品業界に対する制度及びセーフガードなどに関する法的規制の導入・発動が実施された場合、諸

経費の増加及び輸入仕入価格が上昇するなどの、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

④ 為替相場の影響 

為替相場の変動により仕入価格の上昇による原料金額が高騰するリスクを含んでおり、業績に悪影

響を及ぼす可能性があります。 

⑤ 自然災害・事故等の影響 

当社グループの生産拠点及び物流・営業拠点における大規模な地震や風水害などの自然災害や、不

慮の事故・人災の発生による建物及び生産・冷蔵庫設備等に損害を被った場合、操業中断による製造

能力低下、商品保管能力の低下や物流網の混乱などに伴う売上高の減少、設備修復費用の増加など、

財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥ 情報システムについて 

当社グループは、生産、物流、販売などの情報をコンピュータにより管理しており、情報システム

については、セキュリティの強化や社内情報管理体制の強化に努めております。しかしながら、想定

を超えた技術による不正アクセスやコンピュータウイルス感染など予測のできない事態によって、ま

た、システム障害や社内情報の漏洩などにより業績及び社会的信用に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

⑦ 減損会計適用 

当社グループが保有する資産の価値が経済情勢の変化により下落した場合、あるいは市場環境の悪

化により当社グループが保有する資産が期待通りのキャッシュ・フローを生み出さない場合には、必

要な減損処理を実施することになり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑧ 食の安全性について 

当社グループは、コンプライアンスおよび品質保証体制の強化に努めておりますが、万が一品質問

題が発生した場合や、外部要因による想定外の要因により品質問題が発生した場合には、当社グルー

プの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

（４）事業等のリスク

相模ハム㈱（2289） 平成23年３月期　決算短信

－ 6 －



当社グループは基本方針である、きらりとひかる存在感のある会社を目指して、お客様の期待を形に

できる企業、信頼されるパートナー企業となることを念頭に置いています。そのためには、安全、安心

はもとより、真のお客様満足を第一に考え、独創的な商品、サービスの提供に努めてまいります。ま

た、環境への配慮、コンプライアンス経営などを推進するとともに、全従業員が成長でき、夢や希望を

追い求められる、活力ある企業となることを目指します。 

  

当社グループは、平成21年度に策定した「事業再構築計画」を推進し、関東地域の食肉加工品の販売

に経営資源を集中し、生産拠点も関東地域に向けた体制を整え、経営体制の効率化を通じ、収益力の向

上に向けた一連の抜本的な改革を完了し、安定的な黒字体質への基盤を整備いたしました。 

しかしながら景気低迷による生活防衛意識から、消費者の節約、低価格志向が一段と高まり、価格競

争の激化が進むなど、一段と厳しい経営環境が続いております。その中で、関東地域に経営資源を集中

した体制に加え、更なる物流構造改革や営業体制の強化に取組み、営業損益並びに経常損益の安定的な

黒字化を成し、早期に復配可能な収益力の確保を図ることを当面の目標としてまいります。 

  

当社グループは、まず事業の効率化と収益基盤の改革により営業損益・経常損益の黒字転換を果た

し、その改革を更に進めることによって安定した利益を確保できる経営基盤の確立を目指します。主な

施策は以下のとおりです。 

<重点施策> 

① お客様の期待を形できる企業を目指し、お客様満足度の向上に努めてまいります。 

② 関東地域で地域密着型の営業強化を進めるとともに、提案型営業にシフトしてまいります。 

③ 生産体制の効率化を一層進め、売上原価の低減を目指してまいります。 

④ 更なる物流体制の改革に着手し、一層の効率化とコスト削減を進めるとともに、鮮度・品質重視

の物流体制を目指します。 

⑤ 将来を担う人材育成と社員のスキルの向上を図り、活力ある企業風土の創造を目指します。  

⑥ コンプライアンス体制と品質保証体制の更なる強化と環境を重視した企業経営を目指します。 

  

２．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略
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国内外の社会経済情勢が大きく変化する中で、当社グループは、中長期的な会社の経営戦略に基づ

き、当面対処すべき課題として以下の項目に取り組み、サガミハムブランドの価値向上を図ってまいり

ます。 

① お客様の業態に即した対応力を高め、お客様満足の向上に取り組むとともに、新たな販売チャネ

ルの拡大を図るため、業務用商品、総菜売り場向け商品を投入し、売上高の拡大を図ってまいり

ます。 

② 組織のスリム化、コストの見える化により、意思決定の迅速化と生産性の向上を図り、経営資源

配分の見直しを行い、経営の柔軟性と収益基盤の安定に取り組みます。 

③ 内部統制システムの構築・運用の充実と情報システムの活用により、経営体制の強化と当社グル

ープへの信頼性の向上を図るとともに、意思決定の迅速化と経営の機動力の強化に努めます。 

④ 自主性をもって成長できる場を提供し、自発・自律性に富んだ人材の育成に取り組みます。 

  

（４）会社の対処すべき課題
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３．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 685,221 432,022

受取手形及び売掛金 472,071 349,996

有価証券 603 603

商品及び製品 103,791 64,626

仕掛品 28,242 22,626

原材料及び貯蔵品 297,302 146,886

前払費用 39,108 20,889

その他 87,388 35,490

貸倒引当金 △1,897 △829

流動資産合計 1,711,833 1,072,312

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,140,445 2,141,876

減価償却累計額 △1,271,638 △1,326,211

建物及び構築物（純額） 868,807 815,664

機械装置及び運搬具 909,381 945,024

減価償却累計額 △467,060 △538,212

機械装置及び運搬具（純額） 442,320 406,812

工具、器具及び備品 112,978 98,641

減価償却累計額 △94,827 △84,554

工具、器具及び備品（純額） 18,150 14,086

土地 768,720 754,480

有形固定資産合計 2,097,998 1,991,044

無形固定資産   

リース資産 30,600 20,400

その他 9,015 10,822

無形固定資産合計 39,615 31,222

投資その他の資産   

投資有価証券 396,068 365,088

長期貸付金 7,501 6,274

破産更生債権等 28,520 24,741

その他 66,095 47,659

貸倒引当金 △28,520 △24,741

投資その他の資産合計 469,666 419,022

固定資産合計 2,607,280 2,441,288

資産合計 4,319,113 3,513,600
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 508,627 309,579

短期借入金 1,300,000 1,200,000

1年内返済予定の長期借入金 76,097 59,412

リース債務 10,753 11,303

未払金 277,822 96,997

未払費用 62,236 62,804

未払法人税等 9,394 9,970

未払消費税等 14,210 1,285

繰延税金負債 17 －

賞与引当金 71,374 59,781

災害損失引当金 － 70,780

営業所閉鎖損失引当金 21,401 －

その他 3,961 3,534

流動負債合計 2,355,895 1,885,449

固定負債   

長期借入金 319,380 259,968

リース債務 23,186 11,883

繰延税金負債 67,655 66,195

退職給付引当金 697,776 705,934

その他 12,749 5,748

固定負債合計 1,120,749 1,049,729

負債合計 3,476,644 2,935,179

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 △1,490,664 △1,727,748

自己株式 △11,303 △11,363

株主資本合計 861,745 624,602

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △19,277 △46,181

その他の包括利益累計額合計 △19,277 △46,181

純資産合計 842,468 578,421

負債純資産合計 4,319,113 3,513,600
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 8,140,965 5,241,578

売上原価 6,121,643 3,633,529

売上総利益 2,019,321 1,608,049

販売費及び一般管理費   

販売費 1,654,962 1,311,553

一般管理費 410,837 368,901

販売費及び一般管理費合計 2,065,799 1,680,455

営業損失（△） △46,478 △72,405

営業外収益   

受取利息 435 310

受取配当金 6,886 7,546

業務受託料 28,309 29,322

その他 12,499 7,587

営業外収益合計 48,131 44,768

営業外費用   

支払利息 40,453 17,586

株式交付費 4,416 －

業務受託費用 31,900 29,322

その他 5,151 5,979

営業外費用合計 81,921 52,888

経常損失（△） △80,268 △80,526

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 －

貸倒引当金戻入額 2,274 1,014

賞与引当金戻入額 9,525 －

営業所閉鎖損失引当金戻入額 － 2,926

事業譲渡益 21,680 －

前期損益修正益 － 5,400

その他 9,413 －

特別利益合計 117,334 18,044
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

特別損失   

固定資産処分損 24,481 3,977

減損損失 447,306 11,635

投資有価証券売却損 9 －

投資有価証券評価損 28,888 11,910

退職特別加算金 75,441 －

災害による損失 － 131,761

営業所閉鎖損失 26,728 －

アドバイザリー費用 101,276 －

その他 37,128 9,331

特別損失合計 741,261 168,617

税金等調整前当期純損失（△） △704,195 △231,099

法人税、住民税及び事業税 5,928 6,114

法人税等調整額 △152,032 △130

法人税等合計 △146,103 5,984

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △237,083

当期純損失（△） △558,091 △237,083
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 連結包括利益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △237,083

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △26,904

その他の包括利益合計 － △26,904

包括利益 － △263,987

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － △263,987

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,224,500 1,534,775

当期変動額   

新株の発行 310,275 －

当期変動額合計 310,275 －

当期末残高 1,534,775 1,534,775

資本剰余金   

前期末残高 518,664 828,939

当期変動額   

新株の発行 310,275 －

当期変動額合計 310,275 －

当期末残高 828,939 828,939

利益剰余金   

前期末残高 △932,573 △1,490,664

当期変動額   

当期純損失（△） △558,091 △237,083

当期変動額合計 △558,091 △237,083

当期末残高 △1,490,664 △1,727,748

自己株式   

前期末残高 △11,167 △11,303

当期変動額   

自己株式の取得 △136 △59

当期変動額合計 △136 △59

当期末残高 △11,303 △11,363

株主資本合計   

前期末残高 799,423 861,745

当期変動額   

新株の発行 620,550 －

当期純損失（△） △558,091 △237,083

自己株式の取得 △136 △59

当期変動額合計 62,321 △237,143

当期末残高 861,745 624,602
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △47,651 △19,277

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 28,374 △26,904

当期変動額合計 28,374 △26,904

当期末残高 △19,277 △46,181

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △2,501 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,501 －

当期変動額合計 2,501 －

当期末残高 － －

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △50,153 △19,277

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 30,876 △26,904

当期変動額合計 30,876 △26,904

当期末残高 △19,277 △46,181

純資産合計   

前期末残高 749,270 842,468

当期変動額   

新株の発行 620,550 －

当期純損失（△） △558,091 △237,083

自己株式の取得 △136 △59

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 30,876 △26,904

当期変動額合計 93,198 △264,047

当期末残高 842,468 578,421
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △704,195 △231,099

減価償却費 152,311 147,970

減損損失 447,306 11,635

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13,460 △4,848

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,230 △11,592

退職給付引当金の増減額（△は減少） △83,779 8,157

受取利息及び受取配当金 △7,321 △7,856

支払利息 40,453 17,586

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） △22,346 －

事業譲渡損益（△は益） △21,680 －

固定資産処分損益（△は益） 24,481 3,977

投資有価証券評価損益（△は益） 28,888 11,910

特別退職金 75,441 －

災害損失 － 131,761

営業所閉鎖損失 26,728 －

アドバイザリー費用 101,276 －

その他の特別損益（△は益） 27,715 △159

売上債権の増減額（△は増加） 383,452 125,855

たな卸資産の増減額（△は増加） 219,804 166,399

仕入債務の増減額（△は減少） △356,392 △199,047

未払金の増減額（△は減少） － △196,102

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,648 △12,924

その他 60,500 △20,981

小計 325,517 △68,061

利息及び配当金の受取額 7,460 7,856

利息の支払額 △36,023 △15,987

特別退職金の支払額 △69,651 －

アドバイザリー費用の支払額 △178,060 －

災害損失の支払額 － △421

法人税等の支払額 △19,407 △6,642

営業活動によるキャッシュ・フロー 29,835 △83,256

相模ハム㈱（2289） 平成23年３月期　決算短信

－ 16 －



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

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 △256,598 △49,339

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 △3,090 △7,109

投資有価証券の取得による支出 △9,360 △9,182

投資有価証券の売却による収入 36,014 －

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 1,771 1,437

差入保証金の回収による収入 － 63,578

その他 28,178 △120

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,272,065 16,968

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） △1,368,780 △100,000

長期借入金の返済による支出 △589,773 △76,097

リース債務の返済による支出 △10,231 △10,753

社債の償還による支出 △80,000 －

株式の発行による収入 616,133 －

配当金の支払額 △190 －

その他 △136 △59

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,432,976 △186,909

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △131,076 △253,198

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期末残高 685,824 432,626
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該当事項はありません。 

  

① 連結の範囲に関する事項 

連結子会社 

相模ハム販売㈱の１社を連結の対象としております。 

北海道サガミハム㈱は、平成22年５月31日をもって当社を存続会社とする吸収合併により消滅して

おりますが、合併期日前日までの損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書を連結しております。 

  

② 会計処理基準に関する事項 

重要な引当金の計上基準 

災害損失引当金 

東日本大震災により被災した資産の復旧等に要する費用または損失に備えるため、当連結会計年

度末における見込額を計上しております。 

上記以外の事項については、「(7) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載

したものを除き、 近の有価証券報告書 (平成22年６月25日提出) における記載から重要な変更がない

ため、開示を省略しております。 

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
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（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

当連結会計年度より、「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。 

これにより、営業損失及び経常損失が6,366千円、税金等調整前当期純損失が14,006千円それぞれ

増加しております。 

  

（企業結合に関する会計基準の適用） 

当連結会計年度より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26

日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開

発費等に係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）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」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26

日）を適用しております。 

  

（連結損益計算書関係） 

当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26

日）に基づき「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に一部を改正する内閣府令」（平

成21年３月24日 内閣府令第５号）を適用し、「少数株主損益調整前当期純損失」の科目で表示して

おります。 

  

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未

払金の増減額（△は減少）」は重要性が増加したため、当連結会計年度では区分掲記することとして

おります。なお、前連結会計年度の、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれ

る「未払金の増減額（△は減少）」は112,996千円であります。 
  

前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「差

入保証金の回収による収入」は重要性が増加したため、当連結会計年度では区分掲記することとして

おります。なお、前連結会計年度の、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれ

る「差入保証金の回収による収入」は49,631千円であります。 

  

（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

会計方針の変更

表示方法の変更
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① 前期損益修正益 

前連結会計年度に計上した退職特別加算金のうち、再就職支援費用について未使用が確定したこと

による戻入益であります。 

  

② 災害による損失 

東日本大震災による損失額であり、その内訳は次のとおりであります。 

 
  

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 
  

① 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

 
  

② 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

 
  

当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号 平成22年６月

30日）を適用しております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び「その他の包括利益累計額合

計」の前連結会計年度の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金額を記載

しております。 

（８）連結財務諸表に関する注記事項

（連結損益計算書関係)

災害資産の原状回復費用 70,714千円

棚卸資産及び固定資産の滅失損失 29,139

操業休止期間中の固定費 24,367

撤去費用等 7,109

その他 431

計 131,761

(連結包括利益計算書関係)

親会社株式に係る包括利益 △527,214千円

少数株主に係る包括利益 －

計 △527,214

その他有価証券評価差額金 28,374千円

繰延ヘッジ損益 2,501

計 30,876

(追加情報)
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前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３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。 

  

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３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。 

  

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３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。 

  

  

  (追加情報) 

当連結会計年度より「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。 

  

 当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

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。 

  

(セグメント情報等)

(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)

 (セグメント情報)
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(注) 1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

  
  

 
  

 該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１株当たり純資産額 43.46円 １株当たり純資産額 29.84円

１株当たり当期純損失 31.23円 １株当たり当期純損失 12.23円

 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額について

は、当期純損失であり、また、潜在株式がないため記

載しておりません。

同左

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当期純損失（千円） 558,091 237,083

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（千円） 558,091 237,083

期中平均株式数（千株） 17,869 19,383

(重要な後発事象)

相模ハム㈱（2289） 平成23年３月期　決算短信

－ 22 －



 該当事項はありません。 

  

４．その他

（１）役員の異動
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