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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 1,150 △9.9 △34 ― △34 ― △44 ―
23年3月期第1四半期 1,276 △50.6 △61 ― △61 ― △68 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △36百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △66百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △2.32 ―
23年3月期第1四半期 △3.55 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 3,753 542 14.4
23年3月期 3,513 578 16.5
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  542百万円 23年3月期  578百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―
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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

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



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、添付資料P.3「2.サマリー情報（その他）に関する事項 （2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、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いません。 

※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P.2「1.
当四半期決算に関する定性的情報 （2）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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 1,942,000 株 23年3月期 1,942,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 36,938 株 23年3月期 36,938 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 19,383,062 株 23年3月期1Q 19,383,702 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災によ

り、東北を中心とした東日本における地震、津波による被害と、その後の電力不足のための計画停電に

よる企業の休業や営業時間短縮などを余儀なくされ、さらに放射性物質の影響などにより、消費者動向

も一時的な買いだめ、消費の自粛、節電といった形で表面化し、景気の先行きが不透明な状況が続いて

おります。 

食肉業界におきましても、低価格志向が引き続き、競争激化によるデフレの長期化が続くなか、東日

本大震災の影響による原材料・資材類の供給不安定や世界的食糧不足による原材料の高騰など、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中、当社グループは被災した白河工場の復旧や生産効率の向上、主要アイテム

の拡販に努めてまいりました。これらの対応により、白河工場の本格生産は４月初めより再開しました

が、一時的な商品の欠品もあり、売上高は前年同四半期を下回りました。一方、生産効率の向上、諸経

費のコストダウンにより、売上原価、販売費及び一般管理費は前年同四半期より減少しました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は1,150,626千円（前年同四半期比9.9％減）、

営業損失は34,734千円（前年同四半期は営業損失61,274千円）、経常損失は34,975千円（前年同四半期

は経常損失61,846千円）、四半期純損失は44,974千円（前年同四半期は四半期純損失68,746千円）とな

りました。 

なお、当社グループは、食品事業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りま

す。 

  

今後の見通しといたしましては、電力の供給不足や東日本大震災による食肉の放射能汚染に関する懸

念に加え、原材料の市況は新興国の需要の高まりによる高値安定が見込まれ、引き続き厳しい事業環境

が続くものと思われます。 

このような状況の中、当社グループは「サガミハムブランドの価値向上」の基本方針のもと、主要ア

イテムを中心に、既存店及び新規チャネルへの拡販、並びに総菜のアイテム充実を図り、販売の安定的

な拡大を図るとともに、引き続き生産・物流・管理部門の効率化により、収益改善に努めてまいりま

す。 

平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年５月12日の公表の業績予想から変更はあり

ません。 

  

１．当四半期決算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

（２）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。 

  

  

（税金費用の計算） 

税金費用については、当第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。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 432,022 486,156

受取手形及び売掛金 349,996 411,311

有価証券 603 604

商品及び製品 64,626 134,671

仕掛品 22,626 33,984

原材料及び貯蔵品 146,886 228,766

その他 56,379 49,465

貸倒引当金 △829 △1,168

流動資産合計 1,072,312 1,343,791

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 815,664 800,816

機械装置及び運搬具（純額） 406,812 390,188

土地 754,480 754,480

その他（純額） 14,086 13,055

有形固定資産合計 1,991,044 1,958,541

無形固定資産 31,222 28,135

投資その他の資産   

その他 443,763 449,422

貸倒引当金 △24,741 △26,194

投資その他の資産合計 419,022 423,228

固定資産合計 2,441,288 2,409,904

資産合計 3,513,600 3,753,696

負債の部   

流動負債   

買掛金 309,579 424,620

短期借入金 1,259,412 1,409,412

未払法人税等 9,970 3,466

賞与引当金 59,781 85,475

災害損失引当金 70,780 58,735

その他 175,926 205,612

流動負債合計 1,885,449 2,187,322

固定負債   

長期借入金 259,968 245,115

退職給付引当金 705,934 700,101

その他 83,827 79,016

固定負債合計 1,049,729 1,024,232

負債合計 2,935,179 3,211,555
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30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 △1,727,748 △1,772,722

自己株式 △11,363 △11,363

株主資本合計 624,602 579,628

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △46,181 △37,487

その他の包括利益累計額合計 △46,181 △37,487

純資産合計 578,421 542,140

負債純資産合計 3,513,600 3,753,696
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 1,276,876 1,150,626

売上原価 917,725 808,146

売上総利益 359,150 342,479

販売費及び一般管理費 420,425 377,214

営業損失（△） △61,274 △34,734

営業外収益   

受取利息 72 57

受取配当金 4,490 4,106

業務受託料 7,045 7,330

その他 2,195 1,007

営業外収益合計 13,804 12,501

営業外費用   

支払利息 4,892 3,959

業務受託費用 7,934 7,330

その他 1,549 1,453

営業外費用合計 14,376 12,743

経常損失（△） △61,846 △34,975

特別利益   

固定資産売却益 8,703 －

特別利益合計 8,703 －

特別損失   

固定資産処分損 8 －

投資有価証券評価損 11,215 6,499

災害による損失 － 1,654

その他 2,494 －

特別損失合計 13,717 8,154

税金等調整前四半期純損失（△） △66,861 △43,130

法人税等 1,885 1,843

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △68,746 △44,974

四半期純損失（△） △68,746 △44,974
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 四半期連結包括利益計算書 
 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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △68,746 △44,974

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,311 8,693

その他の包括利益合計 2,311 8,693

四半期包括利益 △66,434 △36,280

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △66,434 △36,280

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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