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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

 

回次 第58期中 第59期中 第60期中 第58期 第59期 

会計期間 

自 平成14年
  ４月１日
至 平成14年
  ９月30日

自 平成15年
  ４月１日
至 平成15年
  ９月30日

自 平成16年
  ４月１日
至 平成16年
  ９月30日

自 平成14年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ３月31日 

自 平成15年
  ４月１日
至 平成16年
  ３月31日

(1) 連結経営指標等   

売上高 (百万円) 467,342 456,681 469,679 909,999 926,019

法人税等及び持分法 
による投資損益前中間 
(当期)利益 

(百万円) 5,840 10,021 13,811 13,301 19,576

中間(当期)純利益 (百万円) 1,788 5,927 8,325 4,409 10,641

純資産額 (百万円) 253,790 251,043 266,499 246,981 262,096

総資産額 (百万円) 674,727 635,609 619,051 621,579 610,663

１株当たり純資産額 (円) 1,087.31 1,099.50 1,167.32 1,058.30 1,147.95

１株当たり中間 
(当期)純利益金額 

(円) 7.83 25.96 36.46 19.30 46.61

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益金額 

(円) ― 25.61 36.46 ― 46.32

自己資本比率 (％) 37.6 39.5 43.0 39.7 42.9

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 14,647 5,718 9,097 39,582 35,040

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 7,839 1,128 △9,824 △5,139 △7,084

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 74,531 △12,539 △3,038 △753 △41,113

現金及び預金の 
中間期末(期末)残高 

(百万円) 150,072 81,052 69,823 86,745 73,588

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数) 

(名) 
15,549
(13,009)

15,851
(12,949)

      15,860
(13,202)

15,356 
(11,843)

15,418
(12,940)

(2) 提出会社の経営指標等  

売上高 (百万円) 301,464 302,578 306,490 583,803 607,022

経常利益 (百万円) 5,389 5,842 7,494 8,541 10,542

中間(当期)純利益 (百万円) 258 3,075 3,752 203 5,228

資本金 (百万円) 24,165 24,165 24,165 24,165 24,165

発行済株式総数 (千株) 228,445 228,445 228,445 228,445 228,445

純資産額 (百万円) 205,461 206,351 208,705 204,895 209,569

総資産額 (百万円) 431,337 375,497 369,116 364,312 362,211

１株当たり純資産額 (円) 899.60 903.76 914.17 897.36 917.89

１株当たり中間 
(当期)純利益金額 

(円) 1.13 13.47 16.44 0.89 22.90

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益金額 

(円) ― 13.39 16.43 ― 22.86

１株当たり中間 
(年間)配当額 

(円) ― ― ― 16.00 16.00

自己資本比率 (％) 47.6 55.0 56.5 56.2 57.9

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数) 

(名) 
3,050
(2,083)

2,942
(2,562)

2,628
(2,818)

2,969 
(2,081)

2,925
(2,748)
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(注) １ 中間配当制度は採用しておりません。 

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３ 当社の中間連結財務諸表及び連結財務諸表は、米国で一般に公正妥当と認められた会計基準により作成

されており、上記連結経営指標等は同会計基準に基づき算出しております。 

  なお、連結経営指標等の「１株当たり中間(当期)純利益金額」及び「潜在株式調整後１株当たり中間

(当期)純利益金額」については、財務会計基準審議会基準書128号に基づき、「基本的１株当たり純利

益金額」及び「希薄化後１株当たり純利益金額」を記載しております。また、第58期中及び第58期の希

薄化後１株当たり純利益金額については、逆希薄化となるため、記載しておりません。 

４ 提出会社の第58期中及び第58期の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、転換社

債を発行しておりますが、調整計算の結果、１株当たり中間(当期)純利益金額が希薄化しないため記載

しておりません。 
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２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、

重要な変更はありません。 

  また、主要な関係会社における異動もありません。 

 

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

 

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成16年９月30日現在 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名) 

食肉関連事業 
14,285 

[  11,289] 

その他の事業 
1,524 

[   1,874] 

全社(共通) 
51 

[     39] 

合計 
15,860 

[  13,202] 

(注) 従業員数は就業人員数(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの

出向者を含む。)であり、臨時従業員数は[ ]内に当中間連結会計期間平均雇用人員を外数で記載しており

ます。なお、臨時従業員数には、パートタイマー、準社員及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除い

ております。 

 

(2) 提出会社の状況 

平成16年９月30日現在 

従業員数(名)  2,628 [ 2,818 ] 

(注) 従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時

従業員数は[ ]内に当中間会計期間平均雇用人員を外数で記載しております。なお、臨時従業員数には、

パートタイマー、準社員及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。 

 

(3) 労働組合の状況 

労使関係について特に記載すべき事項はありません。 



ファイル名:020_0661300501612.doc 更新日時:2004/12/14 9:29 印刷日時:04/12/14 9:58 

― 5 ― 

第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、堅調に回復しているものの、先行きの雇用・所得環

境は依然として厳しく、個人消費の本格的な回復には至っておりません。原油高や素材関連価格の上

昇、さらには天災などもあり、景気への影響が懸念されます。 

食品・食肉業界においては、ＢＳＥによる米国からの牛肉や鳥インフルエンザによるタイ、中国か

らの非加熱鶏肉の禁輸措置が長期化しており、需給関係は逼迫しました。また、４月よりの消費税総

額表示への変更や今夏の猛暑と天候不順は消費に少なからず影響を与えました。 

このような厳しい環境の中、日本ハムグループは「誠実で透明性の高い経営」を目指し、前期より

スタートした中期経営計画に掲げた経営方針の徹底を図ってまいりました。 

経営方針の第一には「コンプライアンス経営の徹底」を掲げ、全事業所・全従業員への定着を図っ

てまいりました。前期に各関係会社で作成した「行動規範マニュアル」を浸透させるために全国各地

の事業所でコンプライアンス大会や事業所勉強会を開催しました。またグループ役員研修やグループ

管理職研修を実施しました。 

一方で、外部コンサルタントの助言の下、グループ各社ごとに主要業務について規程の見直しや手

順書の作成を行い、各職場に落とし込むなど、内部統制機能の強化も図ってまいりました。 

第二の「お客様重視の経営」の方針の下、お客様視点で商品の安全と高品質を提供し、お客様がお

知りになりたい情報をできる限りお知らせする開かれた食品づくりを実現する「ＯＰＥＮ品質」に取

組んでまいりました。商品規格と品質表示の適正化を図るマルチ点検活動(アクションプログラム・フ

ェーズ１)と日本ハム品質保証規程の定着を図る活動（アクションプログラム・フェーズ２）は既に展

開してまいりましたが、今期４月から９月にかけて、検証確認活動(アクションプログラム・フェーズ

３)として、フェーズ１とフェーズ２が機能的に働いているかの確認を、海外を含め約200箇所で実施

しました。また、お客様に工場を見学していただくオープンファクトリーの８工場への拡大やネット

で工場見学を経験できるバーチャル工場見学をホームページ上に立ち上げました。 

また、トレサビリティーの強化も図ってまいりました。国産の牛肉・鶏肉・豚肉のトレースバック

に引き続き、豪州のグループ会社で生産・肥育・処理をした牛肉の履歴をホームページ上で開示する

ことを可能にして、輸入牛肉では業界初の「生産情報公表牛肉ＪＡＳ規格」を取得しました。 

第三の方針である「グループ経営の推進」にも注力してまいりました。前期にはグループ経営を強

化するためにガバナンス体制の構築や人事交流の促進に傾注してきましたが、今期は、それぞれの事

業がこれまで蓄積してきたノウハウを掛け合わせて新たな価値を産出していくハイブリッド・プロジ

ェクトを立ち上げ、グループ全体 適の視点で、人材、設備、資金、情報などを活用し、相乗効果を

追及してまいりました。営業や製造拠点の統合を実施し、生産性の向上や営業・物流コストの削減を

図りました。また、グループの情報共有による仕入コストの削減等にも努めました。 

これらの全社方針の下に、個々の事業が強い意欲と責任感をもって、それぞれの市場に適した戦略

と組織で強みを発揮する独自のグループ経営を推進してまいりました。 

このような企業活動の結果、当中間連結会計期間の売上高は、ハム・ソーセージ及び加工食品は販

売競争の激化による販売価格の低下などにより減収となりましたが、食肉において、販売価格の上昇

や牛肉、鶏肉の代替需要として豚肉が大幅に売上げを伸ばしたことに加え、昨年７月にグループ入り

した㈱宝幸の寄与もあり、前年同期比2.8％増の469,679百万円となりました。利益につきましては、

ＴＶＣＭなど販売促進を積極的に行ったことなどにより販売費及び一般管理費が増加しましたが、売

上げ増に伴う利益の回復により、中間税引前利益は前年同期比37.8％増の13,811百万円、中間純利益

は前年同期比40.5％増の8,325百万円となりました。 
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   事業の種類別セグメントの業績はつぎのとおりです。 

① 食肉関連事業 

ハム・ソーセージ部門は、地道に顧客満足の向上を目指し、ドイツ人マイスターの招聘などによ

る製造技術の向上や品質向上に取組みました。また、積極的な商品開発とＴＶＣＭを含めた販売促

進により、モーニングサーブなどの新商品は順調に伸長しましたが、既存商品の売価下落もあり、

売上げは厳しい状況でした。 

なお、ハム・ソーセージ部門の生産高は前年同期比1.7％増の47,809百万円（製造原価ベース）と

なりました。 

加工食品部門は、組織を改編し、業務の重複をなくすとともに、人材をシフトし販売強化するこ

とや製造部門の 適配置を行いました。量販チャネルではＰＢ商品の拡大、特需チャネルでは米国

産牛肉やタイ・中国からの非加熱鶏肉の禁輸にともなうメニュー変更など厳しい市場環境にありま

した。開発スピードのアップや製造技術と営業のメニュー提案との連携強化やタイの工場において

鶏肉加熱品の輸出許可を早期に取得し、その拡販に努めるなどの対応を図りました。 

なお、加工食品部門の生産高は前年同期比1.0％減の48,075百万円（製造原価ベース）となりまし

た。 

食肉部門は、消費者の安全・安心を求める声の高まりに対応し、既に導入済みの国産牛肉に引き

続き、農場単位の国産豚肉、国産鶏肉の履歴をネットで公表し、さらには豪州のグループ会社で生

産された牛肉へとトレサビリティーを拡充してきました。また、それを背景にした食肉のブランド

化の推進と拡販を図ってきました。 

米国産の牛肉禁輸が続く中で、売上げ数量は減少しましたが、豪州における牛肉のインテグレー

ション事業、代替需要となった豚肉の国内外におけるファーム事業、鶏肉においてはブラジルなど

からの供給ネットワークを有することに加え、これらをバリューチェーンとして効果的に全国の販

売網に展開していくグループ独自のビジネスモデルの競争優位性を発揮しました。 

   以上の結果、食肉関連事業の売上高は前年同期比1.6％増の417,806百万円、営業利益は前年同期

比54.2％増の16,533百万円となりました。 

② その他の事業 

水産部門は、組織を見直し、原料部門と製造部門を統合し、商品政策の強化を図りました。また、

特販、特需チャネル及び量販店の日配・デリカ部門などの新チャネルの開拓や拡販を強化しました。 

乳製品部門は、外食や給食などの新販売経路の開拓や事業所の新設を行い、販売エリアの拡大を

図ってまいりました。また、市販用チーズ商品のチャネル開拓の強化に取組みました。 

これらに外食等の売上高を加えたその他事業の売上高は、前年同期比15.9％増の63,863百万円で

したが、営業利益は水産原料等のコスト上昇により前年同期比68.3％減の309百万円となりました。 
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所在地別セグメントの業績は次のとおりです。 

① 日本 

日本での売上高は、ハム・ソーセージが消費税総額表示の影響などで減収となったものの、豚肉

が米国産牛肉の禁輸措置や鳥インフルエンザの影響で代替需要が高まり大幅に売上げを伸ばしたこ

とに加え、昨年７月からグループ入りした㈱宝幸の寄与などにより、前年同期比2.5％増の433,933

百万円となりました。 

営業利益は、売上げ増に伴う利益の回復により、前年同期比15.3％増の13,866百万円となりまし

た。 

② その他の地域 

豪州では、米国産牛肉の禁輸措置により日本向け売上げが大幅に増加しました。米国内において

は、消費者の健康志向の高まりに伴う豚肉の消費量増加と豚肉相場が回復したことにより売上げを

伸ばしました。その結果、海外での売上高は前年同期比11.3％増の72,997百万円となり、利益につ

いても前年同期の営業損失362百万円から営業利益3,012百万円と黒字に転換しました。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における現金及び預金残高は、前期末比3,765百万円減の69,823百万円となり

ました。 

各キャッシュ・フローの状況は、次の通りです。 

営業活動からのキャッシュ・フローは、季節要因による棚卸資産及び売上債権の増加はありまし

たが、中間純利益や仕入債務の増加などにより、9,097百万円（前中間期は5,718百万円）の純キャ

ッシュ増となりました。 

投資活動からのキャッシュ・フローは、設備投資9,749百万円などにより、9,824百万円（前中間

期は1,128百万円のキャッシュ増）の純キャッシュ減となりました。 

財務活動からのキャッシュ・フローは、短期借入金及び長期借入金の増加はありましたが、普通

社債の償還5,000百万円、長期債務の約定弁済及び配当金の支払いなどにより、3,038百万円（前中

間期は12,539百万円）の純キャッシュ減となりました。 
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２ 【生産、受注及び販売の状況】 

生産飼育から処理・加工・販売までのすべてを当社グループで一貫して行っており、その生産・販

売品目も主として食肉に関連した広範囲かつ多種多様なものとなっております。また、同種の品目に

ついても容量、形態、包装等も一様でなく、特に食肉については、販売用食肉とハム・ソーセージ、

加工食品などの原料用にも使用されており食肉の生産実績を金額あるいは数量で示すことが困難であ

ります。 

このため、生産、受注及び販売の状況については、「１ 業績等の概要」において記載しておりま

す。 

なお、受注生産は行っておりません。 

３ 【対処すべき課題】 

（１）グループ経営資源の全体 適配分 

人、物、金等の経営資源を全体 適の視点で配分し、グループ全体として財務体質の強化を図りま

す。 

「キャッシュ・フローの増大」、「有利子負債の圧縮」と「資金効率の向上」を重視した経営を行

い、事業の「選択・集中・拡大」に繋げてまいります。 

また事業部間の人事交流など人材の流動化を促進して、 適配置と活性化にも努めてまいります。

さらには、生産設備や遊休設備の事業部を超えた相互活用を図り、コスト削減も図ってまいります。 

一例として従来の営業と製造部門を一本化した加工事業本部は、今後の経営資源の効率化を目指し、

平成16年度より加工食品事業部と惣菜事業部を統合し、「デリ商品事業部」として組織効率を高める

とともに、食肉加工以外の分野にも注力して、商品カテゴリー毎にトップを目指し、戦略的多角化企

業グループを構築してまいります。 

（２）積極的な事業拡大 

① 国内事業 

  新中期経営計画の中で、ハム・ソーセージ、加工食品、食肉の事業拡充とともに、これらに

続く第４、第５の事業の柱として水産、乳製品事業を掲げ、日本ハムグループに「活力」を生

み出し、一層の飛躍を遂げることを目指しております。この事業領域の拡大とは単なる多角化

や総合食品化ではなく、グループの強みを生かした「戦略的多角化企業グループ」になること

です。 

  食品・食肉業界を取り巻く環境は厳しい状況ですが、グループが有する開発力、技術力、営

業力を組み合わせ新たな価値創造に向けた経営“ハイブリッド経営”を展開してまいります。 

② 海外事業 

  国内市場は安価な輸入品の増大や同業・異業種との競争激化による価格下落など熾烈な環境

にあります。また少子高齢化により市場のシュリンクも予測される中で海外事業は重要な位置

づけにあります。食肉ビジネスに加え、水産品、加工食品などへの事業展開や日本国内への供

給だけでなく、現地販売や第三国に対する輸出による事業拡大を目指しております。その為に

もグローバルな人材の育成はもとより、資金・設備・人材の有効活用と全体 適配置の推進、

さらには品質保証体制の充実を図ってまいります。 

  今期より事業部を横断した海外戦略のプロジェクトを立ち上げ、海外での売上げ拡大、カン

トリーリスクヘッジ、新しい事業領域への進出などを検討してまいります。 
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４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等はありません。 

 

５ 【研究開発活動】 

中央研究所、商品技術研究所、商品開発研究所及び各関連企業の開発担当部署において、当社グル

ープの事業を支えるための基礎研究、技術開発、商品開発が推進されています。 

中央研究所は、「食と健康・食の安全、安心」をキーワードとして、時代の変化やニーズに対応する

研究成果を通して事業を支援するとともに、事業領域の拡大も視野に入れて活動しています。具体的

には、以下の取り組みを行っています。 

（１）畜産物に由来する機能性素材の研究 

急激に伸張する健康関連市場での事業の創出を狙った研究開発を展開しています。当社は安全で豊

富な畜産資源を保有しており、その資源を活用して、健康の維持増進に有用な物質の開発、その生体

調節作用に関する研究及び健康志向商品への応用開発を進めています。当期間中には特に、運動時の

能力向上や疲労回復に効果のある成分を鶏肉から生産する技術や効果の実証研究を進展させました。

これらの健康食品素材は、既に開発したコラーゲンを応用した美容や関節強化を訴求した食品、肝機

能の改善に有用な食品等とともに関連市場への展開を目指します。また同時に、これらの研究分野で

蓄積した技術を用いて、当社の扱うブランド肉の持つ嗜好性や品質特性の研究も進め、食肉分野の事

業活動を支援しています。 

（２）アレルギー分野の研究開発 

昨期、事業領域の拡充を狙った研究開発テーマとして、食品中のアレルゲン物質を高精度に検出す

る検査キット類を開発し食品検査試薬分野に導入しましたが、当該市場に定着化しつつあります。当

社固有技術の充実を図るとともに新規アレルゲン物質検出試薬や食品安全管理のための試薬開発にも

着手し、当該分野での事業基盤を固める活動を展開します。 

（３）品質保証に関連する技術開発 

安全で信頼される商品をお客様に提供することは当社の 大の使命であり、品質保証活動を支える

ための有効な新規技術の開発にも取り組んでいます。当期間中には、 先端の機器分析技術を用いて、

原材料に残留する可能性のある極微量の残留物質（動物用医薬品等）を迅速正確に測定する方法開発

を大きく進展させました。この研究成果は逐次、中央研究所内に新設した品質保証部（安全試験室）

の検査活動で実用化しています。 

（４）その他の研究開発 

ライフサイエンス領域での将来的な事業シーズを育成する研究も行っています。例えば、再生医療

分野での応用が可能な畜産物由来の新規マトリックス材料の開発は、商業化のための製造段階へと進

展しました。 

研究開発活動においては、社外専門機関との研究ネットワークを構築し活用する等、研究の効率化を

図っています。 

  当中間連結会計期間の当社グループ全体の研究開発費は、1,182百万円です。 

 なお、当社グループの研究開発活動は、主として食品事業活動に必要な基礎から商品開発に及ぶさ

まざまな研究開発を行っており、特定のセグメントに関連付けることが困難であります。 
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第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

 

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度に計画した重要な設備の新設、除却等について重要

な変更はありませんが、当中間連結会計期間において完了したのは次の通りです。 

(単位：百万円) 

事業の種類別セグメントの名称 金 額 設備の主な内容・目的 

食肉関連事業 9,351
生産飼育設備、処理・加工設備、ハム・ソーセージ及び

加工食品生産設備などの増設及び更新、営業設備の更新

その他の事業 498 乳製品、水産物の生産設備の充実 

小計 9,849  

消去又は全社 △100  

合計 9,749  

 (注) 1  金額には消費税等は含んでおりません。 
    2  各セグメントの概要は、次の通りです。 

     

食肉関連事業について 

 当社においては、ハム・ソーセージ及び加工食品の生産設備増設・更新に1,936百万円、営業設備の充

実などに173百万円の設備投資を実施しました。 

 連結子会社においては、日本スワイン農場㈱、日本ホワイトファーム㈱を中心に生産飼育設備の更

新・充実に1,963百万円、日本フードパッカー㈱などの処理・加工工場の処理・加工設備の更新・充実に

2,468百万円、日本ハム食品㈱、静岡日本ハム㈱を中心にハム・ソーセージ及び加工食品の生産設備の更

新・充実などに2,134百万円、西日本フード㈱などの販売設備の充実などに535百万円の設備投資を実施

しました。 

 

その他の事業について 

 日本ルナ㈱、マリンフーズ㈱、㈱宝幸などを中心に乳製品及び水産品の製造設備・販売設備の更新・

充実などに498百万円の設備投資を実施しました。 

 

なお、所要資金は自己資金及び借入金にて賄いました。 
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第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

 

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 570,000,000 

計 570,000,000 

 

② 【発行済株式】 

 

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成16年９月30日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(平成16年12月16日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 228,445,350 228,445,350

株式会社 
 東京証券取引所
 (市場第一部) 
株式会社 
 大阪証券取引所
 (市場第一部) 
ルクセンブルク 
 証券取引所(CDR)
ユーロネクスト 
(パリ) 

― 

計 228,445,350 228,445,350 ― ― 
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(2) 【新株予約権等の状況】 

 当社は、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行しております。 

株主総会の決議日（平成16年6月25日） 

 中間会計期間末現在 提出日の前月末現在 

 （平成16年9月30日） （平成16年11月30日） 

新株予約権の数（個） 129 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 129,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1株当たり1円 同左 

新株予約権の行使期間 平成16年7月13日～平成36年6月30日 同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   1円 

資本組入   1円 

同左 

 

新株予約権の行使の条件 新株予約権の割当を受けた者は、当社

の役員等のいずれの地位をも喪失した

日の1年後の日の翌日から新株予約権

を行使できるものとする。その他の条

件は、取締役会の決議に基づき、当社

と新株予約権の割当を受けたものとの

間で締結する「新株予約権割当契約

書」で定めるところによる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、担保権の設定、遺

贈その他の処分の禁止。 

同左 

 

 

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
 

(百万円) 

資本金残高
 

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 

(百万円) 

平成16年４月～ 
 平成16年９月 

― 228,445 ― 24,165 ― 43,083
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(4) 【大株主の状況】 

平成16年９月30日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

日本マスタートラスト 
信託銀行株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町２丁目１１―３ 14,393 6.30

日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海１丁目８―１１ 14,056 6.15

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目６―３ 11,784 5.16

株式会社百十四銀行 香川県高松市亀井町５―１ 10,387 4.55

明治安田生命保険相互会社 東京都新宿区西新宿１―９―１ 9,806 4.29

農林中央金庫 東京都千代田区有楽町１丁目13―２ 8,926 3.91

日本生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町１丁目２―２ 8,182 3.58

大 社 義 規 香川県高松市番町４丁目13―12 7,606 3.33

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町１丁目13―１ 7,287 3.19

日本興亜損害保険株式会社 東京都千代田区霞ヶ関３丁目７―３ 5,005 2.19

計 ― 97,432 42.65

（注）１. 平成16年３月11日付（報告義務発生日平成16年２月29日）でアライアンス・キャピタル・アセット・マ

ネジメント株式会社から大量保有報告書（変更報告書）が関東財務局に提出されておりますが、当中間

期末現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では

考慮しておりません。 

なお、大量保有報告書（変更報告書）の内容は次のとおりです。 

大量保有者名 保有株式数 株式保有割合

アライアンス・キャピタル・マネジメント・エル・ピー 19,883千株 8.70％ 

アライアンス・キャピタル・アセット・マネジメント株式会社 841千株 0.37％ 

 

２．平成16年10月15日付（報告義務発生日平成16年９月30日）でモルガン信託銀行株式会社から大量保有報

告書（変更報告書）が関東財務局に提出されておりますが、当中間期末現在における当該法人名義の実

質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。 

なお、大量保有報告書（変更報告書）の内容は次のとおりです。 

大量保有者名 保有株式数 株式保有割合

モルガン信託銀行株式会社 6,921千株 3.03％ 

ジェー・ピー・モルガン・インベストメント・マネージメント・インク 3,710千株 1.62％ 

ジェー・ピー・モルガン・ホワイトフライヤーズ・インク 279千株 0.12％ 

ジェイ・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド 75千株 0.03％ 
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(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成16年９月30日現在 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 

(自己保有株式) 
普通株式 

146,000

 

 

― ― 

完全議決権株式(その他) 

普通株式 
227,503,000

 

 

227,503 ― 

単元未満株式 

普通株式 
796,350

 

 

― ― 

発行済株式総数 228,445,350 ― ― 

総株主の議決権 ― 227,503 ― 

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が11,000株が含まれております。また

「議決権の数」欄に、同機構名義の完全議決権株式に議決権の数11個が含まれています。 

 

② 【自己株式等】 

平成16年９月30日現在 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数

(株) 

他人名義
所有株式数

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 

株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
日本ハム株式会社 

大阪市中央区南本町 
三丁目６番14号 

146,000 ― 146,000 0.06

計 ― 146,000 ― 146,000 0.06
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２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

 

月別 平成16年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

高(円) 1,401 1,318 1,370 1,396 1,366 1,480

低(円) 1,202 1,175 1,187 1,281 1,265 1,302

(注) 高・ 低株価は、株式会社東京証券取引所市場第一部におけるものです。 

 

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおり

であります。 

 ① 退任役員 

役  名 職  名 氏  名 退 任 年 月 日 

取締役 

常務執行役員 

食肉事業本部副本部長 

海外事業統轄部長 
日野原 賢 平成16年10月17日 

（注）逝去による退任であります。 

② 役職の異動 

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏  名 異 動 年 月 日 

取締役 

常務執行役員 

（食肉事業本部副本部長 

 兼 海外事業統轄部長）

取締役 

常務執行役員 

（食肉事業本部副本部長）

宗村 純夫 平成16年10月25日 

 



ファイル名:050_0661300501612.doc 更新日時:2004/12/14 9:29 印刷日時:04/12/14 9:58 

― 16 ― 

第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1)  当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

11年大蔵省令第24号)第81条 (平成14年内閣府令第12号附則第４項適用)の規定により、米国におい

て一般に公正妥当と認められた会計基準による用語、様式及び作成方法(以下「米国会計基準」とい

う。)に基づいて作成しております。ただし、中間連結財務諸表に対する注記⑧のセグメント情報に

ついては、中間連結財務諸表規則第14条に基づいて作成しております。 

 

(2)  当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大

蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間(平成15年４月１日から平成15年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表

等規則に基づき、当中間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)は、改正後の中間

財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

ただし、当中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）は、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日 内閣府令

第５号）附則第３項のただし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則を適用しております。 

 

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成15年４月１日から平

成15年９月30日まで) 及び当中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)の中

間連結財務諸表については新日本監査法人及び監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

また、前中間会計期間(平成15年４月１日から平成15年９月30日まで) 及び当中間会計期間(平成16

年４月１日から平成16年９月30日まで)の中間財務諸表については新日本監査法人の中間監査を受け

ております。 
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１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

 

  
前中間期 

(平成15年９月30日) 
当中間期 

(平成16年９月30日) 
前期 

(平成16年３月31日) 

区分 注記番号 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

(資産の部)   

流動資産   

現金及び預金 (注記①) 81,052 69,823 73,588

定期預金  3,022 2,155 1,764

有価証券 
(注記①、②及

び④) 
1,380 1,294 947

受取手形及び売掛金 (注記①) 101,567 99,470 97,312

貸倒引当金  △1,899 △1,285 △1,466

棚卸資産 (注記①) 92,845 97,581 85,118

繰延税金 (注記①) 5,990 6,165 5,333

その他の流動資産  13,888 14,963 14,606

流動資産合計  297,845 290,166 277,202

投資及び長期債権   

関連会社に対する投資及び貸付金 (注記①) 1,243 1,062 1,224

その他の投資有価証券 
(注記①、②及

び④) 
22,953 22,148 24,324

その他の投資  15,806 15,259 15,433

投資及び長期債権合計  40,002 38,469 40,981

有形固定資産―減価償却累計額控除後 (注記①及び③) 269,419 265,279 267,632

長期繰延税金 (注記①) 23,289 19,979 20,101

その他の資産  5,054 5,158 4,747

資産合計  635,609 619,051 610,663

「中間連結財務諸表に対する注記」参照 
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前中間期 
(平成15年９月30日) 

当中間期 
(平成16年９月30日) 

前期 
(平成16年３月31日) 

区分 注記番号 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

(負債及び資本の部)   

流動負債   

短期借入金 (注記③) 100,848 89,097 80,910

一年内に期限の到来する長期債務 (注記③) 20,259 18,873 19,172

支払手形及び買掛金  89,622 90,376 83,103

未払法人税等 (注記①) 7,418 5,784 8,310

繰延税金 (注記①) 331 485 523

未払費用  14,953 14,872 15,144

その他の流動負債  7,258 6,668 9,104

流動負債合計  240,689 226,155 216,266

退職金及び年金債務 (注記①) 51,842 44,716 44,685

長期債務(一年内期限到来分を除く) (注記③及び④) 87,909 75,380 81,138

長期繰延税金 (注記①) 1,098 3,327 3,544

少数株主持分  3,028 2,974 2,934

契約残高及び偶発債務 (注記⑦)  

資本   

資本金 (注記①) 24,166 24,166 24,166

授権株式数     570,000,000株 
  発行済株式数 

前中間期 228,445,350株 
     当中間期 228,445,350株 

       前  期 228,445,350株 

  

資本剰余金 (注記①) 50,438 50,478 50,438

利益剰余金   

利益準備金  6,615 6,637 6,616

その他の利益剰余金  193,468 202,833 198,181

その他の包括利益(△損失)累計額  △23,509 △17,448 △17,162

自己株式  △135 △167 △143

       前中間期   120,720株 
       当中間期   146,075株 
       前  期   127,946株 

  

資本合計  251,043 266,499 262,096

負債及び資本合計  635,609 619,051 610,663

「中間連結財務諸表に対する注記」参照 
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② 【中間連結損益計算書】 

 

  
前中間期 

(平成15年４月１日 
～平成15年９月30日)

当中間期 
(平成16年４月１日 
～平成16年９月30日) 

前期 
(平成15年４月１日 
～平成16年３月31日)

区分 注記番号 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

収益   

売上高 (注記①) 456,681 469,679 926,019

その他  1,654 1,011 2,595

収益合計  458,335 470,690 928,614

原価及び費用   

売上原価  362,171 367,313 734,016

販売費及び一般管理費 (注記①) 82,820 85,543 168,378

支払利息  1,540 1,244 2,965

その他  1,783 2,779 3,679

原価及び費用合計  448,314 456,879 909,038

法人税等及び持分法による 
投資損益前中間(当期)利益 

 10,021 13,811 19,576

法人税等 (注記①)  

中間(当期)税金  7,193 5,751 10,406

繰延税金  △3,062 △276 △1,429

法人税等合計  4,131 5,475 8,977

持分法による投資損益前中間(当期)利益  5,890 8,336 10,599

持分法による投資損益(法人税等控除後) (注記①) 37 △11 42

中間(当期)純利益  5,927 8,325 10,641

 

１株当たり金額 (注記①)  

中間(当期)純利益   

基本的  25.96円 36.46円 46.61円

希薄化後  25.61円 36.46円 46.32円

   

「中間連結財務諸表に対する注記」参照 
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③ 【中間連結資本勘定増減表】 

 

  
前中間期 

(平成15年４月１日 
～平成15年９月30日)

当中間期 
(平成16年４月１日 
～平成16年９月30日) 

前期 
(平成15年４月１日 
～平成16年３月31日)

区分 注記番号 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

資本金 (注記①)  

期首残高  24,166 24,166 24,166

中間期末(期末)残高  24,166 24,166 24,166

資本剰余金 (注記①)  

期首残高  50,438 50,438 50,438

ストックオプションの付与  ― 40 ―

中間期末(期末)残高  50,438 50,478 50,438

利益準備金   

期首残高  6,562 6,616 6,562

その他の利益剰余金からの振替額  53 21 54

中間期末(期末)残高  6,615 6,637 6,616

その他の利益剰余金   

期首残高  191,248 198,181 191,248

中間(当期)純利益  5,927 8,325 10,641

合計  197,175 206,506 201,889

処分額   

現金配当支払額  3,653 3,653 3,653

利益準備金への振替額  54 20 55

合計  3,707 3,673 3,708

中間期末(期末)残高  193,468 202,833 198,181

その他の包括利益(△損失)累計額   

売却可能有価証券未実現評価損益 (注記①及び②)  

期首残高  177 4,143 177

中間(当期)変動額  2,454 △975 3,966

中間期末(期末)残高  2,631 3,168 4,143

デリバティブ未実現評価損益 (注記⑤)  

期首残高  △1 8 △1

中間(当期)変動額  △41 △1 9

中間期末(期末)残高  △42 7 8

年金債務調整勘定   

期首残高  △24,683 △19,390 △24,683

中間(当期)変動額  ― ― 5,293

中間期末(期末)残高  △24,683 △19,390 △19,390

外貨換算調整勘定   

期首残高  △799 △1,923 △799

中間(当期)変動額  △616 690 △1,124

中間期末(期末)残高  △1,415 △1,233 △1,923

その他の包括利益(△損失) 
累計額中間期末(期末)残高 

 △23,509 △17,448 △17,162

自己株式   

期首残高  △127 △143 △127

中間(当期)変動額  △8 △24 △16

中間期末(期末)残高  △135 △167 △143

資本合計  251,043 266,499 262,096

「中間連結財務諸表に対する注記」参照 
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④ 【中間連結包括利益計算書】 

 

  
前中間期 

(平成15年４月１日 
～平成15年９月30日)

当中間期 
(平成16年４月１日 
～平成16年９月30日) 

前期 
(平成15年４月１日 
～平成16年３月31日)

区分 注記番号 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

中間(当期)純利益  5,927 8,325  10,641

その他の包括利益(△損失) 
(法人税等控除後) 

   

売却可能有価証券未実現評価(△損)益    

未実現評価(△損)益の中間(当期) 
変動額 

   

法人税等控除額 前中間期 △1,562 
        当中間期     689 
        前  期 △2,545 

 2,237 △960  3,662 

中間(当期)純利益に含まれている 
実現売却損(△益) 

   

法人税等控除額 前中間期 △ 152 
        当中間期     10 
        前  期 △ 220 

 217 2,454 △15 △975 304 3,966

デリバティブ未実現評価(△損)益    

法人税等控除額 前中間期    28 
        当中間期       1 
        前  期 △  6 

 △41 △1  9

年金債務調整勘定    

法人税等控除額 前  期 △3,678  ― ―  5,293

外貨換算調整勘定  △616 690  △1,124

その他の包括利益(△損失)合計  1,797 △286  8,144

中間(当期)包括利益  7,724 8,039  18,785

「中間連結財務諸表に対する注記」参照 
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⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

 

  
前中間期 

(平成15年４月１日
～平成15年９月30日)

当中間期 
(平成16年４月１日 
～平成16年９月30日) 

前期 
(平成15年４月１日
～平成16年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額(百万円) 金額(百万円) 

営業活動からの 
キャッシュ・フロー： 

  

中間(当期)純利益  5,927 8,325 10,641

調整項目：   

減価償却費  11,967 11,669 24,336

繰延税金  △3,062 △276 △1,429

受取手形及び売掛金の 
(△増)減 

 △3,880 △2,104 828

棚卸資産の増  △8,717 △12,264 △529

支払手形及び買掛金の増  8,716 7,136 1,849

未払法人税等の増(△減)  2,203 △2,534 3,112

その他―純額  △7,436 △855 △3,768

営業活動からの純キャッシュ増  5,718 9,097 35,040

投資活動からの 
キャッシュ・フロー： 

  

有形固定資産の取得  △8,455 △9,749 △19,626

有形固定資産の売却  764 1,280 1,430

定期預金の(△増)減  3,207 △377 4,461

有価証券及びその他の 
投資有価証券の取得 

 △198 △408 △555

有価証券及びその他の 
投資有価証券の売却 

 1,106 491 2,690

企業買収に伴う現金及び預金 
の純増(△減) 

（注記⑥） 4,698 △366 4,645

その他の投資の減  512 451 1,099

その他―純額  △506 △1,146 △1,228

投資活動からの 
純キャッシュ増(△減) 

 1,128 △9,824 △7,084
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前中間期 

(平成15年４月１日
～平成15年９月30日)

当中間期 
(平成16年４月１日 
～平成16年９月30日) 

前期 
(平成15年４月１日
～平成16年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

財務活動からの 
キャッシュ・フロー： 

  

現金配当  △3,660 △3,669 △3,660

短期借入金の増(△減)  △8,374 7,039 △29,650

長期債務の借入  19,600 20,110 23,120

長期債務の返済  △20,203 △26,494 △31,013

その他―純額  98 △24 90

財務活動からの 
純キャッシュ減 

 △12,539 △3,038 △41,113

純キャッシュ減  △5,693 △3,765 △13,157

期首現金及び預金残高  86,745 73,588 86,745

中間期末(期末)現金及び預金残高  81,052 69,823 73,588

補足情報：   

年間キャッシュ支払額   

支払利息  1,553 1,463 2,876

法人税等  4,999 8,277 7,320

企業買収   

取得資産  18,043 642 18,158

承継負債   △15,591  △176 
 

 △15,647

取得純資産  2,452 466 2,511

取得対価を超える取得純資産  △2,452 ― △2,457

取得資産に含まれる現金及び 
預金 

 △4,698 △100
 

△4,699

現金及び預金支出（△収入）
額 

 △4,698 366
 

△4,645

「中間連結財務諸表に対する注記」参照 
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⑥ 【中間連結財務諸表の作成方法等について】 

当中間連結財務諸表は、米国会計基準に基づいて作成しております。米国会計基準は、「会計

研究公報」(Accounting Research Bulletins)、「会計原則審議会意見書」(Opinions of the 

Accounting Principles Board)及び「財務会計基準審議会基準書」(以下「基準書」とい

う。)(Statements of Financial Accounting Standards Board)等からなっております。さらに米

国証券取引委員会(SEC)の財務諸表規則(Regulation S-X)の規定も斟酌しております。 

当社はヨーロッパでの時価発行による公募増資を行なうため、ルクセンブルグ証券取引所にお

いて昭和51年12月17日に預託証券形式の普通株式を発行しました。上場に際し預託契約により、

「米国会計基準」に基づく連結財務諸表を作成・開示していたことを事由として、昭和53年６月

２日に「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則取扱要領」第86条に基づく承認申

請書を大蔵大臣へ提出し、同年６月６日付蔵証第853号により承認を受けました。その後も継続し

て「米国会計基準」に基づく連結財務諸表を作成・開示しております。なお、当社は米国証券取

引委員会に登録しておりません。 

当社が採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法のうち、わが国の中間連結財務諸

表原則及び中間連結財務諸表規則に準拠した場合と異なるもので、重要なものは以下のとおりで

す。 

 

[中間連結財務諸表の構成について] 

当中間連結財務諸表は、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結資本勘定増減表、

中間連結包括利益計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書により構成されております。 

 

[会計処理の基準及び表示の方法について] 

(イ)新株発行費 

新株発行費は、わが国では商法施行規則第38条に従って費用に計上されますが、当中間連結

財務諸表では、米国会計基準に準拠して、費用計上されることなく資本剰余金から控除して表

示しております。 

(ロ)新株引受権付社債 

新株引受権付社債の発行手取金のうち新株引受権の価額は、米国会計基準に準拠して、発行

時に負債額から控除し、資本剰余金に計上しております。 

(ハ)金融派生商品 

金融派生商品の公正価値の変動額は金融派生商品の使用目的に応じて当期純利益またはその

他の包括利益として認識されます。すなわち、未認識確定契約及び認識済債権債務の公正価値

ヘッジとして適格な先物外国為替契約の公正価値の変動は、当期損益として認識されます。未

認識確定契約及び認識済債権債務のキャッシュフローヘッジとして適格な先物外国為替契約の

公正価値の変動は、その他の包括利益として報告され、当該金額は、ヘッジ対象物が損益に影

響を及ぼす期間と同期間に損益勘定に振替えられます。 
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(ニ)株式に基づく報酬制度 

株式報酬制度について、付与日におけるストックオプションの公正価値を測定し、報酬費用

として権利が確定する期間にわたって認識しております。 

(ホ)販売促進費 

特定の販売促進費及びリベートは販売費及び一般管理費に計上されず売上高から控除してお

ります。 

(へ)リース 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引に

ついては、わが国では一般に賃貸借取引に準じた会計処理を行っておりますが、米国会計基準

に準拠してキャピタル・リースについてはリース物件の公正価値で資産計上し、それに対応す

る債務を未払計上しております。 
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中間連結財務諸表に対する注記 

① 中間連結財務諸表の作成基準及び重要な会計方針の要約 

[事業活動の内容] 

連結会社(下記(イ)にて定義)は、主としてハム・ソーセージ・加工食品及び食肉の生産・販

売という食肉関連事業を行っております。また、連結会社は主として日本国内で事業を行って

おります。 

 

[中間連結財務諸表の作成基準] 

当中間連結財務諸表は、米国において一般に公正妥当と認められている会計原則に準拠して

作成しております。したがって、当中間連結財務諸表の作成に当たっては、主としてわが国の

会計慣行に準拠して作成された会計帳簿に記帳された数値に対していくつかの修正を加えてお

ります。 

米国で一般に公正妥当と認められている会計原則に準拠した財務諸表の作成に当たり、期末

日現在の資産・負債の金額、偶発的な資産・負債の開示及び報告対象期間の収益・費用の金額

に影響を与える様々な見積りや仮定を用いております。実際の結果は、これらの見積りなどと

異なる場合があります。 

また、当中間期の表示に合わせて、前中間期及び前期の数値を組替えて表示しております。 

なお、注記⑧に記載しているセグメント情報は、中間連結財務諸表規則に基づいて作成して

おり、基準書第131号に基づくセグメント情報は作成しておりません。 

 

[重要な会計方針の要約] 

当中間連結財務諸表の作成に当たって採用した重要な会計方針の要約は下記のとおりです。 

(イ)連結方針及び投資勘定 

当中間連結財務諸表は、当社と当社が直接・間接に議決権の過半数を所有している子会社の

すべて(以下、当社及び子会社を総称して「連結会社」という。)の各勘定を連結したものです。

各会社間の重要な内部取引項目は相殺消去しております。 

当中間連結財務諸表に含まれている連結子会社数の内訳は次のとおりです。 

 

区分 
前中間期 

平成15年９月30日 
当中間期 

平成16年９月30日 
前期 

平成16年３月31日 

国内子会社 93 87 85 

在外子会社 26 28 28 

合計 119 115 113 

(注) １ 主要な連結子会社名は㈱宝幸、Day-Lee Foods,Inc.、Nippon Meat Packers Australia Pty.Ltd.、日本

ホワイトファーム㈱、日本スワイン農場㈱、マリンフーズ㈱、日本ハム食品㈱、静岡日本ハム㈱、関東

日本フード㈱です。 

２ 当中間期の連結子会社数の変動の内訳は以下のとおりです。 

   ・国内子会社  

     (増加) 取得による増加3社 

     (減少) 合併による減少1社 



ファイル名:080_0661300501612.doc 更新日時:2004/12/14 9:29 印刷日時:04/12/14 9:58 

― 27 ― 

全ての関連会社(議決権の20％から50％を実質的に所有する会社)に対する投資は、持分法の

適用によって計算した価額をもって表示しております。 

持分法適用会社数の内訳は次のとおりです。 

 

区分 
前中間期 

平成15年９月30日 
当中間期 

平成16年９月30日 
前期 

平成16年３月31日 

国内関連会社 7 7 7 

在外関連会社 3 3 3 

合計 10 10 10 

 

 

連結会社の有価証券及びその他の投資有価証券を売却可能有価証券又は満期保有目的有価証

券に区分し、売却可能有価証券は公正価値で評価するとともに未実現保有損益は法人税等控除

後の金額を資本の内訳項目として独立掲記し、満期保有目的有価証券は償却原価で評価してお

ります。また、その他の投資は、取得原価又は評価減後の価額で表示しております。 

連結会社は負債証券及び市場性のある持分証券の減損の可能性について、公正価値が帳簿価

額を下回っている程度、その公正価値の下落期間、保有能力及び保有意図等を含む判断基準に

基づき定期的に検討を行っております。 

(ロ)現金及び預金 

現金及び預金は、現金及び当座性預金であります。 

(ハ)売上債権 

連結会社の販売先は主として国内の小売業者及び卸売業者であります。 

(ニ)棚卸資産 

棚卸資産は、平均法による原価又は時価のいずれか低い価額で表示しております。時価は正

味実現可能価額によっております。 

(ホ)減価償却 

減価償却は、取得原価ベースで、前中間期約57％、当中間期約56％及び前期約56％の有形固

定資産について定率法、残りについては定額法によっております。なお、減価償却費には、キ

ャピタル・リース資産の償却も含まれております。減価償却の算定に用いた耐用年数は次のと

おりです。 

    建物      15から38年 

    機械及び装置   5から12年 

(ヘ)長期性資産 

基準書第144号「長期性資産の減損又は処分の会計処理」を適用しております。この基準書は、

長期性資産の減損又は処分について統一された会計処理方法を規定しています。また売却予定

資産の区分の基準を規定し、非継続事業として報告される廃止事業の範囲を拡大し、そのよう

な事業から生じる損失の認識時期を規定しています。 

長期性資産の減損については、資産の帳簿価格の回収が困難となる兆候が発生していないか

の判定を行っています。もし、帳簿価格の回収が不可能と判断された場合には、当該資産につ

いて適切な方法により減損を認識しています。 



ファイル名:080_0661300501612.doc 更新日時:2004/12/14 9:29 印刷日時:04/12/14 9:58 

― 28 ― 

(ト)営業権及びその他の無形固定資産 

基準書第142号「営業権及びその他の無形固定資産」を適用しております。この基準書では、

営業権の会計処理について償却に代えて少なくとも年１回の減損の判定を行うことを要求して

います。また、耐用年数の認識が可能な無形固定資産は利用可能期間にわたり償却され、同時

に減損判定も実施します。耐用年数が不確定な無形固定資産は償却されず、耐用年数が不確定

の間は減損の判定のみを行うことを要求しています。 

(チ)企業結合 

基準書第141号「企業結合」を適用しております。この基準書は、企業結合についてパーチェ

ス法の適用を要求しています。前中間期及び当中間期に行った企業買収については同基準書に

従い、パーチェス法によって会計処理しております（注記⑥参照）。 

(リ)退職金及び年金債務 

当社は退職金及び年金制度に対して基準書第87号「雇用主の年金会計」を適用しております。 

また当社は基準書第88号「給付建年金制度の清算及び削減並びに退職給付に関する雇用者の

会計」に基づき、退職給付債務の清算額が勤務費用と利息費用の合計額未満の場合には清算損

益の認識を行っておりません。 

平成15年１月に、米国緊急問題専門委員会（以下「EITF」）は基準書03-2号「厚生年金基金

の代行部分の日本政府への返上に関する会計」について 終合意に至りました。基準書03-2号

は、代行部分の給付債務と関連する年金資産の政府への返上が完了した時点で、単一の清算取

引が完結したものとして会計処理することを要求しています。年金資産が完全に政府に返上さ

れた時点で取引は完結したものとみなされ、その時点で代行部分の全ての給付債務は清算され

たものとみなされます。清算された給付債務と政府に返上された資産の差額は損益として認識

されます。 

前期において当社は、代行部分に係る従業員の将来勤務期間に関する支払義務の免除申請に

ついて政府の認可を受けました。今後発生が予定される代行部分に係る退職給付債務と年金資

産の返還による連結財務諸表への影響額はまだ算定されておりません。 

(ヌ)金融商品の公正価値 

金融派生商品以外の金融商品について、当該金融商品の帳簿価額と公正価値が相違している

場合に連結財務諸表に対する注記において公正価値を開示しております。但し、帳簿価額と公

正価値が近似している場合には、公正価値の開示を省略しております。公正価値は、各期末日

現在の入手可能な市場価格、取引業者の見積り及びその他の評価方式に基づいて見積り計算し

ております。 

(ル)法人税等 

基準書第109号「法人所得税の会計処理」を適用しております。この基準によれば繰延税金資

産及び負債は、中間貸借対照表日現在の実効税率を使用して、会計上と税務上との間の資産及

び負債の一時的差異をもとに計算されます。また繰延税金費用及び収益は、将来の実現可能性

の評価に基づき決定された繰延税金資産及び負債の変動額として算定されます。 

当社は子会社の未配分利益について、再投資のため今後とも留保すると考えている場合、あ

るいは配当金として受領するとしても現行のわが国税法のもとでは課税されない場合には、そ

の子会社の未配分利益について法人税等を計上しておりません。 
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(ヲ)株式に基づく報酬制度 

当社は役員のストックオプション制度について、基準書第123号「株式に基づく報酬の会計処

理」の規定する公正価値法を採用しております。この基準書では、付与日におけるストックオ

プションの公正価値を測定し、報酬費用として権利が確定する期間にわたって認識します。付

与したストックオプションの公正価値を見積もるため、オプション価格決定モデルを用いてお

ります。 

(ワ)一株当たりの金額 

基本的一株当たり純利益は、純利益を発行済株式の加重平均株式数で除して算定します。 

希薄化後一株当たり純利益は、転換社債の支払利息(税効果考慮後)を修正した純利益を発行

済株式の加重平均株式数と、転換社債の転換及びストックオプションの付与による希薄化効果

を加味した株式数の合計で除して算定します。 

基本的及び希薄化後一株当たり純利益に使用した純利益及び株式数は以下のとおりです。 

 

項目 
前中間期 

平成15年４月１日 
～平成15年９月30日

当中間期 
平成16年４月１日 
～平成16年９月30日 

前期 
平成15年４月１日 
～平成16年３月31日

純利益(分子)：    

  中間(当期)純利益(百万円) 5,927 8,325 10,641 

  転換社債の影響(百万円) 49 ― 49 

  転換を加味した中間(当期)純利益 
  (百万円) 

5,976 8,325 10,690 

株式数(分母)：    

  基本的１株当たり純利益算定のための 
  加重平均株式数(千株) 

228,328 228,309 228,324 

  転換社債の希薄化の影響(千株) 4,991 ― 2,496 

  ストックオプションの付与による希薄化
の影響(千株) 

― 16 ― 

  希薄化後の１株当たり純利益算定のため 
  の平均株式数(千株) 

233,319 228,325 230,820 

 

(カ)収益の認識 

一般的に所有権及び危険負担が移転し、顧客が製品を受領したときに収益を認識しておりま

す。 

(ヨ)販売促進費 

EITF基準書00-14号「特定の販売促進費に関する会計」及び同基準書00-25号「供給者の製品

の購入または販売促進に関連して供給者から小売業者に供与される報奨金に関する会計」を適

用しております。なお、これらの基準書は現在同基準書01-9号「販売者が商品の購入者(再販売

者を含む)に支払う対価に関する会計」に集約されています。 

EITF基準書01-9号は特定の販売促進費及びリベートを販売費及び一般管理費に計上するので

はなく売上高からの控除として処理することを要求しております。 
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(タ)金融派生商品 

基準書第133号「金融派生商品とヘッジ活動会計処理」、基準書第138号「特定の金融派生商

品及び特定のヘッジ活動の会計処理－基準書133号の修正」及び基準書第149号「金融派生商品

及びヘッジ活動に関する基準書第133号の修正」を適用しております。これらの基準書はすべて

の金融派生商品を公正価値で貸借対照表上、資産または負債として認識することを要求してい

ます。金融派生商品の公正価値の変動額は金融派生商品の使用目的に応じて当期純利益または

その他包括利益として認識されます。すなわち、未認識確定契約及び認識済債権債務の公正価

値ヘッジとして適格な先物外国為替契約の公正価値の変動は、当期損益として認識されます。

未認識確定契約及び認識済債権債務のキャッシュフローヘッジとして適格な先物外国為替契約

の公正価値の変動は、その他の包括利益として報告され、当該金額は、ヘッジ対象物が損益に

影響を及ぼす期間と同一会計期間に、損益勘定に振替えられます。 

(レ)債務保証に関する会計処理と開示 

財務会計基準審議会解釈指針第45号「第三者の負債に対する間接保証を含む保証に関する保

証者の会計処理及び開示」(以下「解釈指針第45号」)を適用しております。解釈指針第45号は、

債務保証を行うことに伴う債務保証者の義務に関する開示を規定しています。また、同解釈指

針はある種の保証については、保証開始時に債務認識を要求しており、その債務は保証開始時

の公正価値で認識されます。 

 

② 市場性のある有価証券及び投資 

前中間期末日、当中間期末日及び前期末日現在における有価証券及びその他の投資有価証券に

含まれている負債証券及び市場性のある持分証券の取得原価、未実現の保有損益及び公正価値は

次のとおりです。 

 

前中間期 
平成15年９月30日 

当中間期 
平成16年９月30日 

前期 
平成16年３月31日 

区分 取得
原価

(百万円) 

未実現 
利益 

(百万円) 

未実現
損失 

(百万円)

公正
価値

(百万円)

取得
原価

(百万円)

未実現
利益

(百万円)

未実現
損失

(百万円)

公正
価値

(百万円)

取得 
原価 

(百万円) 

未実現 
利益 

(百万円) 

未実現
損失

(百万円)

公正
価値

(百万円)

売却可能有価証券     

 持分証券 13,783 5,099 △728 18,154 12,980 5,582 △273 18,289 12,985 7,038 △143 19,880

 負債証券 
 ( 社債及び投資信託) 

1,824 125 △23 1,926 1,221 106 △31 1,296 1,318 142 0 1,460

満期保有目的有価証券 1,156 ― ― 1,156 1,041 6 0 1,047 1,051 1 0 1,052

合計 16,763 5,224 △751 21,236 15,242 5,694 △304 20,632 15,354 7,181 △143 22,392
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③ 担保提供資産及び担保付債務 

前中間期末日、当中間期末日及び前期末日現在の担保差入資産は次のとおりです。 
 

科目 
前中間期 

平成15年９月30日 
当中間期 

平成16年９月30日 
前期 

平成16年３月31日 

有形固定資産(百万円) 
(減価償却累計額控除後) 

29,582 28,154 29,836 

 

これらの担保差入資産は下記の債務に対応するものです。 
 

科目 
前中間期 

平成15年９月30日 
当中間期 

平成16年９月30日 
前期 

平成16年３月31日 

短期借入金(百万円) 2,400 1,900 2,600 

長期債務(百万円) 23,085 19,730 21,451 

合計 25,485 21,630 24,051 

 

④ 金融商品 

前中間期末日、当中間期末日及び前期末日現在の金融商品の公正価値は次のとおりです。 
 

前中間期 
平成15年９月30日

当中間期 
平成16年９月30日 

前期 
平成16年３月31日

区分 
帳簿価額
(百万円)

公正価値
(百万円)

帳簿価額
(百万円)

公正価値 
(百万円) 

帳簿価額 
(百万円) 

公正価値
(百万円)

 市場性のある持分証券及び負債証券(注記②) 21,236 21,236 20,626 20,632 22,391 22,392

 長期債務 87,909 88,210 75,380 75,675 81,138 81,682

 外国為替予約（未実現利益(△損失)） △1,449 △1,449 1,062 1,062 △373 △373

 

上記以外の金融商品の公正価値は取得価額とほぼ近似しております。長期債務の公正価値は市

場金利を利用した見積りによっています。異なった仮定又は方法を使用すれば公正価値の見積り

は変動することもあり得ます。 
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⑤ 金融派生商品とヘッジ活動 

連結会社は、いくつかの種類の通貨による外貨建の輸出入業務を行なっています。外貨建の仕

入債務、売上債権、確定仕入契約及び予定取引(主として米ドル)から生ずる為替変動リスクを軽

減するために、先物外国為替契約を締結しております。大部分の為替予約は貸借対照表日より12

ヶ月以内に期限が到来します。 

連結会社は、外国通貨ヘッジ取引を行なうための戦略を含むリスク管理方針を文書化しており、

先物外国為替契約は、これらの目的と戦略及び関連する詳細な規定に基づいて実行されています。

また、ヘッジ目的以外には金融派生商品を利用しないことをその方針としています。先物外国為

替契約とヘッジ対象物との決定的な条件が同一である場合は、ヘッジされたリスクに関する公正

価値又はキャッシュ・フローの変動は、取引開始時及びその後も継続して完全に相殺されると予

想されます。決定的な条件がヘッジ対象物と相違する先物外国為替契約は時価で評価され、発生

した損益は、損益計算書に計上されます。先物為替契約に関わるその他の包括利益(損失)累計額

に計上している利益7百万円は、当中間期末より12ヶ月以内に損益に振替えられると予想されます。 

当中間期末日現在、連結会社には重要な与信リスクはありません。 

 

⑥ 企業買収 

[平成16年３月31日に終了する事業年度] 

宝幸水産株式会社（乳製品、加工食品の製造・販売及び水産品の輸入・販売業）は平成15年６

月30日に更生計画の認可を受けるとともに社名を株式会社宝幸に変更しました。株式会社宝幸は

平成15年７月24日に認可前の発行済株式全部を無償で償却すると同時に、当社が第三者割当増資

による新株式3,000百万円の引受払込を実施し、当社の100％子会社となりました。この買収は連

結会社の事業領域の拡大を目的として実施しました。なお、株式会社宝幸の更生手続は平成16年3

月22日に終結しております。 

 

⑦ 契約残高及び偶発債務 

当社及び一部の子会社は関連会社の借入債務及び一部従業員の住宅ローンについて保証を行っ

ています。各期末日現在における当該保証によって当社が潜在的に負う 大支払額は前中間期は

755百万円、当中間期は762百万円、前期は749百万円となっております。 

各期末日現在における固定資産の購入契約残高は前中間期は約494百万円、当中間期は約489百

万円、前期は約2,200百万円です。 
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⑧ 中間連結財務諸表規則に基づくセグメント情報 

(イ)事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間(平成15年４月１日～平成15年９月30日) 
 

 
食肉関連 
事業 

(百万円) 

その他の 
事業 

(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円) 

  売上高  

 (1) 外部顧客に対する売上高 402,518 54,163 456,681 ― 456,681

 (2) セグメント間の 
   内部売上高 

8,809 932 9,741 (9,741) ―

計 411,327 55,095 466,422 (9,741) 456,681

  営業費用 400,608 54,119 454,727 (9,736) 444,991

  営業利益 10,719 976 11,695 (5) 11,690

(注) １ 事業区分は、製品の種類・性質の類似性をもとに区分しておりますが、食肉関連事業以外のいずれの事

業の売上高及び営業利益とも全セグメントに占める売上高及び営業利益の合計額の10％未満であるため、

その他の事業として表示しております。 

２ 各事業に属する主要な製品は、以下のとおりであります。 

食肉関連事業・・・ハム・ソーセージ、加工食品及び食肉等 

その他の事業・・・水産物及び乳製品等 

 

当中間連結会計期間(平成16年４月１日～平成16年９月30日) 
 

 
食肉関連 
事業 

(百万円) 

その他の 
事業 

(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円) 

  売上高  

 (1) 外部顧客に対する売上高 407,063 62,616 469,679 ― 469,679

 (2) セグメント間の 
   内部売上高 

10,743 1,247 11,990 (11,990) ―

計 417,806 63,863 481,669 (11,990) 469,679

  営業費用 401,273 63,554 464,827 (11,971) 452,856

  営業利益 16,533 309 16,842 (19) 16,823

(注) １ 事業区分は、製品の種類・性質の類似性をもとに区分しておりますが、食肉関連事業以外のいずれの事

業の売上高及び営業利益とも全セグメントに占める売上高及び営業利益の合計額の10％未満であるため、

その他の事業として表示しております。 

２ 各事業に属する主要な製品は、以下のとおりであります。 

食肉関連事業・・・ハム・ソーセージ、加工食品及び食肉等 

その他の事業・・・水産物及び乳製品等 
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前連結会計年度(平成15年４月１日～平成16年３月31日) 
 

 
食肉関連 
事業 

(百万円) 

その他の 
事業 

(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円) 

  売上高  

 (1) 外部顧客に対する売上高 809,140 116,879 926,019 ― 926,019

 (2) セグメント間の 
   内部売上高 

16,692 2,039 18,731 (18,731) ―

計 825,832 118,918 944,750 (18,731) 926,019

  営業費用 803,461 117,664 921,125 (18,731) 902,394

  営業利益 22,371 1,254 23,625 (0) 23,625

(注) １ 事業区分は、製品の種類・性質の類似性をもとに区分しておりますが、食肉関連事業以外のいずれの事

業の売上高、営業利益及び資産とも全セグメントに占める売上高、営業利益及び資産の合計額の10％未

満であるため、その他の事業として表示しております。 

２ 各事業に属する主要な製品は、以下のとおりであります。 

食肉関連事業・・・ハム・ソーセージ、加工食品及び食肉等 

その他の事業・・・水産物及び乳製品等 
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(ロ)所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間(平成15年４月１日～平成15年９月30日) 

 

 
日本 

(百万円) 

その他の 
地域 

(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円) 

  売上高  

 (1) 外部顧客に対する売上高 423,034 33,647 456,681 ― 456,681

 (2) セグメント間の 
   内部売上高 

221 31,921 32,142 (32,142) ―

計 423,255 65,568 488,823 (32,142) 456,681

  営業費用 411,231 65,930 477,161 (32,170) 444,991

  営業利益(△損失) 12,024 △362 11,662 28 11,690

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっておりますが、日本以外のいずれの国又は地域の売上高が全

セグメントの売上高合計額の10％未満であるため、その他の地域として表示しております。 

２ その他の地域の主なものは、オーストラリア、アメリカ及びタイであります。 

 

当中間連結会計期間(平成16年４月１日～平成16年９月30日) 

 

 
日本 

(百万円) 

その他の 
地域 

(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円) 

  売上高  

 (1) 外部顧客に対する売上高 433,664 36,015 469,679 ― 469,679

 (2) セグメント間の 
   内部売上高 

269 36,982 37,251 (37,251) ―

計 433,933 72,997 506,930 (37,251) 469,679

  営業費用 420,067 69,985 490,052 (37,196) 452,856

  営業利益 13,866 3,012 16,878 (55) 16,823

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっておりますが、日本以外のいずれの国又は地域の売上高が全

セグメントの売上高合計額の10％未満であるため、その他の地域として表示しております。 

２ その他の地域の主なものは、オーストラリア、アメリカ及びタイであります。 
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前連結会計年度(平成15年４月１日～平成16年３月31日) 

 

 
日本 

(百万円) 

その他の 
地域 

(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円) 

  売上高  

 (1) 外部顧客に対する売上高 858,398 67,621 926,019 ― 926,019

 (2) セグメント間の 
   内部売上高 

563 60,623 61,186 (61,186) ―

計 858,961 128,244 987,205 (61,186) 926,019

  営業費用 835,854 127,777 963,631 (61,237) 902,394

  営業利益 23,107 467 23,574 51 23,625

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっておりますが、日本以外のいずれの国又は地域の売上高が全

セグメントの売上高合計額の10％未満であるため、その他の地域として表示しております。 

２ その他の地域の主なものは、オーストラリア、アメリカ及びタイであります。 

 

(ハ)海外売上高 

前中間連結会計期間(平成15年４月１日～平成15年９月30日) 

海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しました。 

 

当中間連結会計期間(平成16年４月１日～平成16年９月30日) 

海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しました。 

 

前連結会計年度(平成15年４月１日～平成16年３月31日) 

海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しました。 
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(2) 【その他】 

該当事項はありません。 
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２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

 

  
前中間会計期間末 

(平成15年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成16年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金 ※３ 43,409 30,615 37,687 

２ 受取手形  1,058 878 917 

３ 売掛金  72,526 72,977 68,148 

４ 有価証券 ※３ 209 250 149 

５ 棚卸資産  40,778 40,330 31,516 

６ 繰延税金資産  1,492 1,493 1,884 

７ 短期貸付金  29,955 40,070 36,453 

８ その他  5,177 4,533 4,144 

貸倒引当金  △340 △360 △360 

流動資産合計   194,268 51.7 190,790 51.7  180,542 49.8

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※1,2   

(1) 建物  25,669 24,823 25,492 

(2) 機械及び装置  13,049 12,833 13,016 

(3) 土地  35,358 35,143 35,306 

(4) その他  5,194 4,966 4,816 

有形固定資産合計   79,271 21.1 77,766 21.1  78,631 21.7

２ 無形固定資産   2,092 0.6 2,403 0.6  1,803 0.5

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 ※３ 20,553 19,466 21,231 

(2) 関係会社株式  29,829 30,812 30,341 

(3) 長期貸付金  35,340 33,547 35,346 

(4) 繰延税金資産  11,645 12,544 11,924 

(5) その他  5,100 4,978 5,088 

貸倒引当金  △2,605 △3,193 △2,697 

投資その他の資産 
合計 

  99,865 26.6 98,155 26.6  101,234 28.0

固定資産合計   181,229 48.3 178,325 48.3  181,669 50.2

資産合計   375,497 100.0 369,116 100.0  362,211 100.0
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前中間会計期間末 

(平成15年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成16年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形  2,117 2,195 2,201 

２ 買掛金  79,423 73,897 59,383 

３ １年内償還予定社債  5,000 5,000 5,000 

４ １年内返済予定 
  長期借入金 

※２ 1,533 3,933 3,333 

５ 未払法人税等  3,360 1,799 6,027 

６ その他  20,885 19,370 20,335 

流動負債合計   112,321 29.9 106,195 28.8  96,281 26.6

Ⅱ 固定負債    

１ 社債  24,700 19,700 24,700 

２ 長期借入金 ※２ 16,973 18,040 15,006 

３ 退職給付引当金  14,758 16,173 16,259 

４ 役員退職慰労引当金  393 ― 395 

５ 長期未払金  ― 301 ― 

固定負債合計   56,825 15.1 54,215 14.7  56,360 15.5

負債合計   169,146 45.0 160,410 43.5  152,642 42.1

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   24,165 6.4 24,165 6.5  24,165 6.7

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  43,083 43,083 43,083 

資本剰余金合計   43,083 11.5 43,083 11.7  43,083 11.9

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  6,041 6,041 6,041 

２ 任意積立金  124,379 124,341 124,379 

３ 中間(当期)未処分 
  利益 

 6,538 8,828 8,690 

利益剰余金合計   136,959 36.5 139,211 37.7  139,111 38.4

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  2,276 0.6 2,411 0.6  3,350 0.9

Ⅴ 自己株式   △134 △0.0 △166 △0.0  △142 △0.0

資本合計   206,351 55.0 208,705 56.5  209,569 57.9

負債資本合計   375,497 100.0 369,116 100.0  362,211 100.0
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② 【中間損益計算書】 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   302,578 100.0 306,490 100.0  607,022 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１  257,178 85.0 261,264 85.2  514,894 84.8

売上総利益   45,399 15.0 45,226 14.8  92,128 15.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  40,867 13.5 39,165 12.8  83,690 13.8

営業利益   4,532 1.5 6,060 2.0  8,438 1.4

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  537 557 1,077 

２ その他  2,131  2,043 3,385 

営業外収益計   2,668 0.9 2,601 0.8  4,462 0.7

Ⅴ 営業外費用 ※１   

１ 支払利息  507 371 905 

２ その他  851 796 1,451 

営業外費用計   1,358 0.5 1,167 0.4  2,357 0.4

経常利益   5,842 1.9 7,494 2.4  10,542 1.7

Ⅵ 特別利益 ※２  203 0.1 270 0.1  418 0.1

Ⅶ 特別損失 ※３  564 0.2 1,967 0.6  1,728 0.3

税引前中間(当期) 
純利益 

  5,481 1.8 5,796 1.9  9,232 1.5

法人税、住民税 
及び事業税 

 3,200 1,620 6,150 

法人税等調整額  △794 2,405 0.8 424 2,044 0.7 △2,145 4,004 0.6

中間(当期)純利益   3,075 1.0 3,752 1.2  5,228 0.9

前期繰越利益   3,462 5,076  3,462

中間(当期)未処分 
利益 

  6,538 8,828  8,690
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) たな卸資産 

  評価基準：原価法 

  評価方法：総平均法 

       (但し、貯

蔵品につい

ては、月次

移 動 平 均

法) 

(1) たな卸資産 

同左 

(1) たな卸資産 

同左 

 (2) 有価証券 

  満期保有目的の債券 

   …償却原価法(定額

法) 

  子会社株式及び関連会

社株式 

   …総平均法による原

価法 

(2) 有価証券 

同左 

(2) 有価証券 

  満期保有目的の債券 

   …償却原価法(定額

法) 

  子会社株式及び関連会

社株式 

   …総平均法に基づく

原価法 

   その他有価証券 

  ①時価のあるもの 

   …中間期決算日の市

場価格等に基づく

時価法(評価差額

は全部資本直入法

により処理し、売

却原価は総平均法

により算定) 

   その他有価証券 

  ①時価のあるもの 

   …期末日の市場価格

等に基づく時価法

(評価差額は全部

資本直入法により

処理し、売却原価

は総平均法により

算定) 

   ②時価のないもの 

   …総平均法による原

価法 

   ②時価のないもの 

   …総平均法に基づく

原価法 

２ 減価償却資産の減

価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

  定率法(ただし、兵庫

工場、徳島工場及び一部

の貸与資産並びに平成10

年４月１日以降に取得し

た建物(建物附属設備は

除く)については定額法)

を採用しております。 

  なお、主な耐用年数は

以下のとおりです。 

  建物及び構築物 

        15～38年

  機械及び装置 

        ５～９年

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

  定額法。なお、自社利

用のソフトウェアについ

ては、社内における利用

可能期間(５年)に基づく

定額法 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒損失に備え

るため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収

可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しており

ます。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基

づき、当中間会計期間末

において発生していると

認められる額を計上して

おります。 

  なお、過去勤務債務

は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(13年)によ

る定額法により費用処理

しております。また、数

理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の

年数(16年又は13年)によ

る定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理する

こととしております。 

(追加情報) 

当社は、確定給付企業年

金法の施行に伴い、厚生年

金基金の代行部分につい

て、平成15年10月29日に厚

生労働大臣から将来分支給

義務免除の認可を受けまし

た。 

当社は「退職給付会計に

関する実務指針(中間報

告)」(日本公認会計士協会

制度委員会報告13号)第44

－２項を適用する予定で

す。 

この為、現時点では損

益に与える影響額を算出

することは困難でありま

す。 

(2) 退職給付引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (追加情報) 

同左 

(2) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基

づき計上しております。

  なお、過去勤務債務

は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(13年)によ

る定額法により費用処理

しております。また、数

理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の

年数(16年又は13年)によ

る定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理する

こととしております。 

 

 

 

(追加情報) 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

 

(3) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支
出に充てるため、内規に
基づく基準額を引当計上
しております。 

(3) 役員退職慰労引当金 

役員等の報酬制度改正の
一環として、平成16年６月

 25日の定時株主総会の日を
もって役員退職慰労金制度

 を廃止しました。 
なお、当該総会までの期

間に対応する役員退職慰労
金相当額は長期未払金に振
替えております。 

(3) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支
出に充てるため、内規に
基づく基準額を引当計上
しております。なお、期
末現在の引当額につい
て、取締役会の決議及び
監査役の協議で基準額の
減額を行ったことに伴
い、その額を役員退職慰
労引当金取崩益として特
別利益に計上しておりま
す。 

４ リース取引の処理

方法 

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。 

同左 同左 

５ ヘッジ会計の方法 ① 為替予約のヘッジ会計

の方法 

  為替予約が付されてい

る外貨建買入債務につい

ては、振当処理を行って

おります。 

① 為替予約のヘッジ会計

の方法 

同左 

① 為替予約のヘッジ会計

の方法 

同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対

象 

  ヘッジ手段…デリバテ

ィブ取引

(為替予

約取引) 

  ヘッジ対象…キャッシ

ュ・フロ

ーが固定

されその

変動が回

避される

もの 

② ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

 ③ ヘッジ方針 

  為替予約取引は為替リ

スク管理方針に基づき、

取引権限及び取引限度額

を定めた社内規程で運用

しております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

③ ヘッジ方針 

同左 

 ④ ヘッジ有効性評価の方

法 

  為替予約の契約締結時

に為替リスク管理方針に

従っていることを確認す

ることで、有効性評価の

方法としております。 

④ ヘッジ有効性評価の方

法 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方

法 

同左 
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前中間会計期間 

(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

６ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成の

ための基本となる重

要な事項 

   

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、

税抜方式によっておりま

す。 

同左 同左 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 

項目 
前中間会計期間末 
(平成15年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

前事業年度末 
(平成16年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償

却累計額 

76,745百万円 78,965百万円 78,306百万円

※２ 担保差入資産    

  工場財団抵当に供してい

る有形固定資産 

建物・構築物 4,209百万円

機械及び装置 611百万円

土地 2,103百万円

計 6,924百万円
 

建物・構築物 4,192百万円

機械及び装置 473百万円

土地 2,103百万円

計 6,769百万円
 

建物・構築物 4,112百万円

機械及び装置 533百万円

土地 2,103百万円

計 6,750百万円
 

  上記に対応する債務 長期借入金 3,502百万円
 

長期借入金 3,170百万円
 

長期借入金 3,336百万円
 

※３ 取引保証担保差入    

    有価証券 ― ― 50百万円

    投資有価証券 350百万円 300百万円 300百万円

    定期預金 110百万円 110百万円

  

110百万円

偶発債務 
保証先 

種類 
(百万円)

金額
(百万円)

Texas Farm,LLC. 借入保証 7,184

Nippon Meat 
Packers 
Australia 
Pty.Ltd. 

借入保証 6,680

日本ホワイト 
ファーム㈱ 

借入保証 2,122

日本スワイン 
農場㈱ 

借入保証 1,237

その他9件 
借入、
取引保証

3,176

計 ― 20,400

 

保証先 
種類 

(百万円)
金額

(百万円)

Texas Farm,LLC. 借入保証 4,930

Nippon Meat 
Packers 
Australia 
Pty.Ltd. 

借入保証 4,897

日本ホワイト 
ファーム㈱ 

借入保証 1,684

日本ファイン 
フード㈱ 

借入保証 965

その他 7件 
借入、
取引保証

2,468

計 ― 14,945

 

保証先 
種類 

(百万円)
金額

(百万円)

Texas Farm,LLC. 借入保証 6,828

Nippon Meat  
Packers  
Australia  
Pty. Ltd. 

借入保証 2,341

日本ホワイト 
ファーム㈱ 

借入保証 1,903

M.Q.F.Pty.Ltd. 借入保証 994

その他7件 
借入、
取引保証

2,870

計 ― 14,937

 
消費税等の取扱い  仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動負債のその他

に含めて表示しております。 

同左 ――― 
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(中間損益計算書関係) 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

※１ 減価償却実施額    

    有形固定資産 2,575百万円 2,492百万円 5,347百万円

    無形固定資産 414百万円 363百万円 846百万円

※２ 特別利益の主な内
訳 

 

固定資産売却益 
主なものは土地196百万

円であります。 
主なものは土地269百万円

であります。 
 主なものは土地359百万円
であります。 

役員退職慰労引当金 
取崩益      ― ― 52百万円

※３ 特別損失の主な内
訳 

   

  固定資産廃棄損 

建物及び構築物 74百万円

機械及び装置 69百万円

その他 21百万円

計 165百万円

建物及び構築物 117百万円

機械及び装置 101百万円

その他 5百万円

計 224百万円

建物及び構築物 154百万円

機械及び装置 121百万円

その他 38百万円

計 314百万円

  投資有価証券 
  売却損・評価損 

57百万円 ― 27百万円

  関係会社株式 
  評価損 

293百万円 ― 898百万円

  特別退職金 41百万円 1,152百万円 114百万円

  調整保管事業等関連
損失 

      ― ― 301百万円

  貸倒引当金繰入額       ― 538百万円 ― 
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(リース取引関係) 

 

項目 

前中間会計期間 

(自 平成15年４月１日 

至 平成15年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 

至 平成16年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成15年４月１日 

至 平成16年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引 

１ リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

 

取得 
価額 
相当額 
(百万円) 

減価
償却

累計額相
当額

(百万円)

中間
期末
残高
相当額
(百万円)

車輌 
運搬具 

2,675 1,628 1,046

工具・器具 
及び備品 

3,473 2,353 1,119

その他 148 115 33

合計 6,297 4,096 2,199

 

１ リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額 

 

取得
価額
相当額
(百万円)

減価
償却

累計額相
当額

(百万円)

中間
期末
残高
相当額
(百万円)

車輌 
運搬具 

1,047 621 426

工具・器具
及び備品 

2,703 1,999 703

その他 147 134 12

合計 3,898 2,755 1,143

 

１ リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額 

 

取得 
価額 
相当額 
(百万円) 

減価
償却

累計額相
当額

(百万円)

期末
残高
相当額
(百万円)

車輌 
運搬具 

2,746 1,858 887

工具・器具 
及び備品 

3,457 2,641 816

その他 168 142 26

合計 6,372 4,642 1,730

 
  (注) 取得価額相当額は、未経

過リース料中間期末残高

が有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み

法により算定しておりま

す。 

同左  なお、取得価額相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

 ２ 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 1,025百万円

１年超 1,174百万円

合計 2,199百万円

 (注) 未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残

高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法に

より算定しております。

２ 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年内 591百万円

１年超 551百万円

合計 1,143百万円

同左 

２ 未経過リース料期末残高相当

額 

１年内 855百万円

１年超 874百万円

合計 1,730百万円

 なお、未経過リース料期末残高

相当額は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定してお

ります。 

 ３ 当中間会計期間の支払リース

料等 

(1) 
支払 
リース料 

610百万円

(2) 
減価償却費 
相当額 

610百万円

 

３ 当中間会計期間の支払リース

料等 

(1)
支払 
リース料 

376百万円

(2)
減価償却費
相当額 

376百万円

 

３ 当期の支払リース料及び減価

償却費相当額 

(1) 
支払 
リース料 

1,181百万円

(2) 
減価償却費 
相当額 

1,181百万円

 
 ４ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左 

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左 
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(有価証券関係) 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株

式で時価のあるものはありません。 

 

(１株当たり情報) 

１株当たり情報は、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

 

(重要な後発事象) 

 

該当事項はありません。 

 

(2) 【その他】 

特記事項はありません。 
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第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

 

(1) 
有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第59期) 

自 平成15年４月１日
至 平成16年３月31日

 
平成16年６月28日 
関東財務局長に提出。 

 

(2) 
自己株券 
買付状況報告書 

   
平成16年４月８日 

     平成16年５月13日 

     
平成16年６月10日 
平成16年７月12日 
関東財務局長に提出。 
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 
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独立監査人の中間監査報告書 
 

 

平成15年12月11日 

日本ハム株式会社 

取締役会 御中 

新日本監査法人 

 
代表社員
関与社員

 公認会計士  小  山     彪  ㊞ 

 

関与社員  公認会計士  岩  﨑     淳  ㊞ 

 

関与社員  公認会計士  井  上  雅  至  ㊞ 

 

監査法人 トーマツ 

 
代表社員
関与社員

 公認会計士  西  浦  孝  充  ㊞ 

 
 

関与社員  公認会計士  新  免  和  久  ㊞ 

 

我々監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げ
られている日本ハム株式会社の平成15年４月１日から平成16年３月31日までの連結会計年度の中間連結
会計期間(平成15年４月１日から平成15年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結
貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結資本勘定増減表、中間連結包括利益計算書及び中間連結キ
ャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、
我々監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 
我々監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、

我々監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間
監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。
我々監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得
たと判断している。 
我々監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準(中間連結財務諸表注記事項①参照)に準拠して、日本ハム株式会社及び連結子会社の平成15年９月
30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平成15年４月１日から平成15年９月
30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
ただし、中間連結財務諸表注記①に記載のとおり、セグメント情報については、米国財務会計基準審議
会基準書第131号にかえて「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵
省令第24号)第14条に準拠して作成されている。 
会社と我々監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 
 

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出

会社)が別途保管している。 
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独立監査人の中間監査報告書 
 

 

平成16年12月13日 

日本ハム株式会社 

取締役会 御中 

新日本監査法人 

 
指定社員 
業務執行社員

公認会計士  小  山     彪  ㊞ 

 
 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  井  上  雅  至  ㊞ 

 

監査法人 トーマツ 

 
指定社員 
業務執行社員

公認会計士  西  浦  孝  充  ㊞ 

 
 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  新  免  和  久  ㊞ 

 

我々監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げ
られている日本ハム株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの連結会計年度の中間連結
会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結
貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結資本勘定増減表、中間連結包括利益計算書及び中間連結キ
ャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、
我々監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 
我々監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、

我々監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間
監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。
我々監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得
たと判断している。 
我々監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準(中間連結財務諸表注記①参照)に準拠して、日本ハム株式会社及び連結子会社の平成16年９月30日
現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日
まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。ただ
し、中間連結財務諸表注記①に記載のとおり、セグメント情報については、米国財務会計基準審議会基
準書第131号にかえて「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令
第24号)第14条に準拠して作成されている。 
会社と我々監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。 
監査法人トーマツは、会社に対し、監査証明との同時提供が認められる公認会計士法第2条第2項の業

務を継続的に行っている。 

以 上 

 
 

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出

会社)が別途保管している。 
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独立監査人の中間監査報告書 
 

 

平成15年12月11日 

日本ハム株式会社 

取締役会  御中 

新日本監査法人 

 

代表社員
関与社員

 公認会計士  小  山     彪  ㊞ 

 

関与社員  公認会計士  岩  﨑     淳  ㊞ 

 

関与社員  公認会計士  井  上  雅  至  ㊞ 

 

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている日本ハム株式会社の平成15年４月１日から平成16年３月31日までの第59期事業年度の中間会計

期間(平成15年４月１日から平成15年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及

び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法

人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当

監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的

手続等を中心とした監査手続きに必要に応じて追加の監査手続きを適用して行われている。当監査法人

は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的基礎を得たと判断している。 

 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作

成基準に準拠して、日本ハム株式会社の平成15年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中

間会計期間(平成15年４月１日から平成15年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示してい

るものと認める。 

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 
 

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出

会社)が別途保管している。 
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独立監査人の中間監査報告書 
 

 

平成16年12月13日 

日本ハム株式会社 

取締役会  御中 

新日本監査法人 

 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  小  山     彪  ㊞ 

 

 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  井  上  雅  至  ㊞ 

 

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている日本ハム株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第60期事業年度の中間会計

期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及

び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法

人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当

監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的

手続等を中心とした監査手続きに必要に応じて追加の監査手続きを適用して行われている。当監査法人

は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的基礎を得たと判断している。 

 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作

成基準に準拠して、日本ハム株式会社の平成16年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中

間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示してい

るものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

以 上 

 
 

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出

会社)が別途保管している。 
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