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１．平成19年３月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）連結経営成績 (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 16,996 10.2 148 － 355 －

17年９月中間期 15,416 △2.4 △1,235 － △1,111 －

18年３月期 38,051 4,776 5,128

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 112 － 3 42 3 42

17年９月中間期 △792 － △24 06 － －

18年３月期 2,761 83 81 83 74

(注)①持分法投資損益 18年９月中間期 －百万円 17年９月中間期 －百万円 18年３月期 －百万円

②期中平均株式数(連結) 18年９月中間期 32,949,869株 17年９月中間期 32,921,577株 18年３月期 32,936,575株

③会計処理の方法の変更  無

④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）連結財政状態 (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

18年９月中間期 52,271 32,006 61.2 971 34

17年９月中間期 43,365 29,788 68.7 904 06

18年３月期 44,139 33,263 75.4 1,009 46

(注)期末発行済株式数(連結) 18年９月中間期 32,950,755株 17年９月中間期 32,949,876株 18年３月期 32,950,557株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

18年９月中間期 △2,472 △2,639 9,750 6,724

17年９月中間期 △3,057 △1,307 3,649 1,570

18年３月期 4,369 △3,116 △1,581 1,962

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 ３社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） １社　 （除外） －社 持分法（新規） －社　 （除外） －社

２．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 40,500 6,700 3,800

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  113円91銭

※　上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を

含んでおります。実際の業績は、業況の変化等により大きく異なる結果となる可能性があります。なお、上記予想に

関する事項は添付資料の６ページを参照して下さい。

－ 1 －



１．企業集団の状況
　当社グループはホクト株式会社と子会社３社により構成されており、ぶなしめじ、エリンギ、まいたけの生産販売を

主な事業とし、子会社においては、包装資材など化成品の製造販売、飲料製品の生産販売等を行っております。

　当社グループの事業内容及び関係会社の当該事業に関わる位置付けは次のとおりです。

(1）きのこ事業

　主要な製品は、ぶなしめじ、エリンギ、まいたけの生鮮品の生産、販売であります。

(2）化成品事業

  子会社のホクト産業株式会社において包装資材の販売、農業資材の製造、販売を行っております。

(3）健康食品関連事業

  子会社のホクトメディカル株式会社においてアガリクスの抽出液を飲料製品として製造、加工及び販売を行ってお

ります。この他、生鮮品としてのきのこ生産、販売もあわせて行っております。

　以上の当社グループの状況について、事業の系統図を示すと次の通りであります。

 

お  客  様 

ホクト株式会社 
（きのこ生産、販売、研究開発） 

（連結子会社） 

ホクトメディカル㈱ 
（きのこ生産、清涼飲料の販売） 

（連結子会社） 

ホクト産業㈱ 
（化成品の製造、販売） 

（連結子会社） 
HOKTO KINOKO COMPANY 
（きのこ生産、販売） 

飲
料
製
品 

きのこ製品 

種 

菌 

きのこ製品 農
業
資
材 

包
装
資
材 

き
の
こ
製
品 

農業資材 

包
装
資
材 

　当社は平成18年７月３日に米国国内におけるきのこの生産販売を目的とする、HOKTO KINOKO COMPANY（資本金 US$ 

18,000,000  ホクト株式会社100％出資）を設立いたしました。
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２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

 当社グループは、消費者、取引先、地域社会、株主の皆様の信頼と期待に応え満足していただけることを経営の基本

方針としております。それをふまえ、健康で豊かな食文化の創造を目指し、消費者の皆様に満足していただける良質

なきのこ生産に努めてまいりました。

　高齢化が進むなかで、より安全で安心して食べていただける健康食品としてのきのこの研究、開発に今後も積極的

に取り組んでまいります。

　また、当社グループは、株主の皆様にとっての価値向上を最重要施策のひとつとして位置づけており、当社の株式

が投資家の皆様にとって魅力あるものにする必要があると考えております。こうした事により長期的な成長と発展が

できる企業体質を作ることを目指しております。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社グループは、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営目標と位置づけ増配、株式分割等の利益還元を前向き

に取り組んでまいりました。この方針は、今後も推進してまいりたいと考えております。

　また、内部留保資金につきましては、将来における株主の皆様への利益拡大のために新工場の建設や、合理化のた

めの設備投資、新品種の開発、研究等に投入してまいります。

　当中間期の配当は、一株当たり10円の配当といたします。

(3）中長期的な会社の経営戦略

  当社グループは、きのこの生産、販売事業及び化成品事業に加え、平成17年より健康食品関連事業を展開し業容の

拡大と収益の向上を図ってまいりました。これらの事業はそれぞれ分社独立しており、それにより事業区分を明確化

し、より迅速で効率的な経営をめざしております。

  経営面におきましては、平成18年７月１日付けをもちまして、代表取締役社長が代表取締役会長兼ＣＥＯ（経営最

高責任者）として経営全般を統括するほか、海外事業及び健康食品関連事業を担当、取締役副社長が、代表取締役社

長として、国内きのこ部門を担当する新体制といたしました。代表取締役を２名にすることで、経営や管理機能の強

化を図り、「社員が一体となり、スピード感をもった経営」、「新商品の開発」、「顧客本位の体制」との新社長の

方針のもと効率経営に徹する所存でおります。

  今後の経営戦略につきましては、まずきのこ事業において、きのこの生産の拡大を図るため平成18年11月より長野

県上田市にぶなしめじの工場を建設し、平成19年９月からの出荷を予定しております。今後の工場建設及び増設につ

きましては、需要動向を視ながら検討していく所存でおります。

  また、以前より計画を進めてまいりました米国でのきのこ生産販売事業ですが、平成18年７月に米国内に子会社を

設立し、平成20年１月からの出荷に向け準備を急いでおります。その他、きのこ事業におきましては、加工用として

の市場の開拓や、消費者のニーズに対応できる新しいきのこの開発に取り組んでまいります。

  健康食品関連事業におきましては、健康志向が高まる中、アガリクスの販売の拡大のみならず、新たに開発した「や

まぶしたけ」の錠剤を今後販売を予定しております。

  当社グループは将来へのきのこ産業及び健康食品関連事業の拡大を見据え、これらの分野に積極的に取り組んでま

いる所存であります。

(4）会社の対処すべき課題

　食品業界において今では食の安全安心はもとより健康、本物を志向する動きが一段と高まってきております。

  このような中、当社グループは健康で豊な食文化の創造を目指し消費者の皆様に安心して、また消費者の皆様が真

に求め、ご満足いただける健康食品としてのきのこ生産及び関連事業に取り組んでまいりました。今後もより品質管

理体制を強化し、より安全安心なそして消費者のニーズにお応えできる製品の生産に取り組んでまいる所存でありま

す。また、食の多様化にともない付加価値の高い新品種等の開発をスピードをもって行ってまいります。

  きのこ事業の中で新たに取り組みに着手しました米国での生産、販売につきましては、平成18年７月に現地法人を

立ち上げ、平成20年１月からの生産、販売開始を目指しております。ここ数年、米国内の健康志向の高まりと共に寿

司をはじめ、日本食が大きなブームとなっております。当社グループもこの機会を捉え、海外での事業展開を確立し

今後のきのこ事業の拡大を図る所存であります。

  化成品事業においては、業界内の競争が益々激化しており、業績の拡大には新たな市場の開拓が急務となってきて

おります。今後は既存市場のみならずあらゆる市場を対象として業務に邁進する所存であります。

  健康食品関連事業におきましては、厚生労働省の「アガリクスの安全性に関する報告書」の発表から販売面におい

て厳しい状況が続いておりますが、今後11月より販売を開始した新商品の「やまぶしたけ」の投入により業績の回復

を目指してまいります。

  当社グループといたしましては、各事業において経営の効率化を図るべく、経営資源を集中しスピードをもって業

務執行を行い業績の向上に努める所存です。
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(5）内部管理体制の整備・運用状況

　当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え

方及びその整備状況」に記載しております。

(6）親会社等に関する事項

  該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態
(1) 経営成績

当中間連結会計期間の概況

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、米欧の景気拡大を追い風にデジタル家電が好調な電気や、資源高で

潤う商社が牽引し景気は拡大傾向に向かいました。また、円安効果も加わり輸出関連企業を中心に業績も順調な伸

びとなりました。このような経済環境の中、当社グループは業績の拡大を目指し、各事業に於いて効率的な経営に

努めてまいりました。

  業績面では、中核のきのこ事業において当中間期は、野菜全般の価格が安定していたこともありきのこの単価も

堅調に推移し売上高、営業利益につきましてはほぼ計画通りとなりました。経常利益におきましては、営業外の利

益として海外子会社への貸付金による為替換算の差益が発生し、また配当金及び有価証券売却益等もあり計画を大

きく上回りました。化成品事業においては、原材料高に伴う商品の値上げ等厳しい環境で推移しましたが、積極的

な営業展開によりほぼ計画通りの状況となりました。一方、健康食品関連事業は、前期に報道されたアガリクスの

安全性に関する報告等の問題が尾を引き厳しい状況が続きました。

  以上の結果、当中間連結会計期間の業績は売上高169億96百万円（前年同期比10.2％増）、経常利益３億55百万円、

中間純利益１億12百万円となりました。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

〔きのこ事業〕

　当事業におきましては、引き続き生産の拡大と品質の向上、販売の強化を中心に業績の拡大に努めてまいりま

した。生産面においては、新たな工場として昨年より長野市に建設中でありました赤沼きのこセンター（年間生

産量2,500ｔ）が完成し、８月よりエリンギの出荷を開始いたしました。また、この11月に長野県上田市に全国で

25番目の工場となる上田きのこセンター建設の発表を行いました。この工場では、ぶなしめじを年間3,200ｔ生産

し、平成19年９月からの出荷を予定しております。当中間期の生産量は、ぶなしめじがブナピーを含め15,820ｔ

（同1.0％減）、エリンギ6,556ｔ（同4.4％増）、まいたけ5,146ｔ（同2.8％増）とほほ計画通りの生産量となり

ました。販売面においては、当中間期野菜全体の価格が安定していたこともあり、きのこの販売単価も堅調に推

移し売上高もほぼ計画通りとなりました。

  以上の結果、きのこ事業全体の売上高は142億64百万円（同15.8％増）となりました。

〔化成品事業〕

　当事業の包装資材関係は原材料高による商品の値上げ等厳しい状況で推移しましたが、経費の削減や、販路の

拡大に努めました。また、農業資材関係は、農家の設備投資需要の減退が続く中、新たな買い替え需要の開拓等

きめ細かい営業に取組みほぼ計画通りとなりましたが、厳しい状況が続いていることにはかわりがありません。

  以上の結果、当事業部門の売上高は26億50百万円（同12.7％減）となりました。

〔健康食品関連事業〕

  当事業におきましては、前期に報道されたアガリクスの安全性に関する報告等の問題が尾を引き新規顧客の開

拓や、継続的取引において厳しい状況が続いた結果、81百万円（同35.5％増）となりました。（前中間期売上高

は８月より販売を開始した関係で、販売期間は８月、９月の２ヶ月間のみです。）なお、当事業において、11月

よりやまぶしたけ及びやまぶしたけの錠剤の販売を開始し、業績の回復を目指してまいる所存であります。

(2）財政状態

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は67億24百万円となり、前連結会計

年度末より47億62百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動により減少した資金は24億72百万円となりました。これは主に、減価償却費９億41百万円の増加と売上

債権の増加額13億82百万円、法人税等の支払額22億17百万円の減少であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動により減少した資金は26億39百万円となりました。これは主に、投資有価証券売却による収入２億90百

万円による増加と、有形固定資産の取得による支出23億57百万円、投資有価証券取得による支出６億46百万円によ

るものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動により増加した資金は97億50百万円となりました。これは主に、短期借入金による収入450億円による増

加と、短期借入金の返済による支出341億円、配当金の支払額11億49百万円によるものであります。
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当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

中間 期末  中間 期末 中間 

自己資本比率(％) 66.6 74.7 68.7 75.4 61.2

時価ベースの自己資本比率(％) 137.5 149.3 152.0 136.7 123.6

債務償還年数(年) － 0.7 － 0.7 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) －  159.7 －  139.6 －

時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産

債務償還年数 ： 有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ ： 営業キャッシュ・フロー／利払い

※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

※有利子負債は、連結（中間連結）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。

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結（中間連結）キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動に

よるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

※「債務償還年数」および「インタレスト・カバレッジ・レシオ」については、営業キャッシュ・フローがマイナスの

場合は記載しておりません。

(3）通期の見通し

　国内景気は、11月に戦後最長といわれた「いざなぎ景気」を超え順調な景気が続いております。しかし、景気の

牽引役を果たしていた米国景気の先行きの不透明感や、個人消費の伸び悩み等懸念材料が垣間見られるようになっ

てきております。

  このような環境下の中当社グループは、引き続ききのこの生産拡大をはじめ品質の向上、経費の削減、合理化等、

収益の拡大に努めてまいります。

  きのこ事業におきましては、赤沼きのこセンターの出荷の開始によりエリンギの生産量が増加するなど、通期の

きのこの生産量はぶなしめじがブナピーを含め32,600ｔ（前年同期比1.3％減）、エリンギ13,830ｔ（同9.4％増）、

まいたけ10,480ｔ（同3.0％増）を見込んでおります。

  販売面につきましては、需要期に入りました下期、販売のより一層の拡大を図ると共に、加工品の販路の拡大に

努め収益の向上を図る所存であります。

  また、化成品事業におきましては、引き続き新規顧客の開拓等、きめ細やかな営業を展開してまいります。

  厳しい状況が続いております健康食品関連事業でありますが、下期新たな商品として、やまぶしたけの錠剤の販

売を開始し収益の回復を目指してまいります。

  以上により通期の見通しは、売上高405億円（同6.4％増）、経常利益67億円（同30.7％増）、当期純利益38億円

（同37.6％増）を見込んでおります。

(4）事業等のリスク

　当社グループのきのこ生産はすべて室内栽培で行われ、年間を通して生産量は安定しており、量的に大きな変動

はありません。

  一方、販売価格におきましては、夏場は需要が低調であることから価格は安く、逆に冬場は需要が好調で価格は

高く推移します。従って、上半期の売上高、利益は例年低調であります。また、露地栽培で収穫される野菜は気候

等に作柄が影響され、相場が変動します。そのため、当社のきのこは安定した生産の上で経営しておりますが、き

のこの販売単価は左右され経営成績が変動することがあります。なお、当社グループのきのこ販売の売上高が全売

上高に占める割合は、当中間連結会計期間において83.9％となっております。

  食品衛生問題につきましては、食の安全、安心といったニーズが高い中、日々万全の管理を行っておりますが、

予期せぬ食品衛生問題が発生し、消費動向に影響を与える事象が発生した場合は当社の経営成績に影響が出る可能

性があります。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

対前中間期比
前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18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
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１ 現金及び預金   1,610   6,764    2,002  

２ 受取手形及び売掛金 ※3  2,594   3,368    1,986  

３ たな卸資産   3,484   3,736    3,742  

４ 繰延税金資産   816   265    411  

５ その他   99   198    175  

貸倒引当金   △13   △16    △11  

流動資産合計   8,592 19.8  14,316 27.4 5,724  8,305 18.8

Ⅱ　固定資産            

１ 有形固定資産 ※1           

(1）建物及び構築物 ※2 18,609   19,047    18,214   

(2）機械装置及び運搬
具

 3,332   3,561    3,038   

(3）土地 ※2 8,506   8,752    8,752   

(4）建設仮勘定  426   1,430    685   

(5）その他  150 31,024 71.5 208 33,000 63.1 1,975 155 30,845 69.9

２ 無形固定資産   70 0.2  80 0.2 9  74 0.2

３ 投資その他の資産            

(1）投資有価証券  3,118   4,280    4,323   

(2) 繰延税金資産  4   －    －   

(3）その他  572   626    607   

貸倒引当金  △19 3,677 8.5 △33 4,873 9.3  △17 4,913 11.1

固定資産合計   34,772 80.2  37,954 72.6 3,182  35,834 81.2

資産合計   43,365 100.0  52,271 100.0 8,906  44,139 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

対前中間期比
前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18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
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１ 支払手形及び買掛金   3,256   3,232    3,120  

２ 短期借入金 ※2  8,000   14,000    3,100  

３ 未払金   1,179   1,584    1,066  

４ 未払法人税等   84   155    2,274  

５ 賞与引当金   457   563    529  

６ 設備支払手形   339   471    72  

７ その他   166   187    457  

流動負債合計   13,483 31.1  20,194 38.6 6,711  10,620 24.0

Ⅱ　固定負債            

１ その他   92   70    255  

固定負債合計   92 0.2  70 0.1 △22  255 0.6

負債合計   13,576 31.3  20,265 38.8 6,688  10,876 24.6

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   5,500 12.7  － － △5,500  5,500 12.5

Ⅱ　資本剰余金   5,692 13.1  － － △5,692  5,692 12.9

Ⅲ　利益剰余金   19,030 43.9  － － △19,030  22,252 50.4

Ⅳ  その他有価証券評価差
額金

  434 1.0  － － △434  686 1.6

Ⅴ  自己株式   △868 △2.0  － － 868  △868 △2.0

資本合計   29,788 68.7  － － △29,788  33,263 75.4

負債、資本合計   43,365 100.0  － － △43,365  44,139 100.0

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１ 資本金   － －  5,500 10.5 5,500  － －

２ 資本剰余金   － －  5,692 10.9 5,692  － －

３ 利益剰余金   － －  21,210 40.6 21,210  － －

４ 自己株式   － －  △867 △1.7 △867  － －

株主資本合計   － －  31,534 60.3 31,534  － －

Ⅱ　評価・換算差額等            

１ その他有価証券評価
差額金

  － －  421 0.8 421  － －

２ 為替換算調整勘定   － －  49 0.1 49  － －

評価・換算差額等合計   － －  471 0.9 471  － －

純資産合計   － －  32,006 61.2 32,006  － －

負債・純資産合計   － －  52,271 100.0 52,271  － －
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

対前中間期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18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
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 ※2  15,416 100.0  16,996 100.0 1,579  38,051 100.0

Ⅱ　売上原価   13,087 84.9  13,252 78.0 165  25,863 68.0

売上総利益   2,329 15.1  3,743 22.0 1,414  12,188 32.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1  3,564 23.1  3,595 21.1 31  7,411 19.4

営業利益又は営業損失
（△）

  △1,235 △8.0  148 0.9 1,383  4,776 12.6

Ⅳ　営業外収益            

１ 受取利息  1   45    4   

２ 受取配当金  19   20    28   

３ 投資有価証券売却益  －   64    40   

４ 受入助成金  77   18    254   

５ 為替差益  －   74    －   

６ その他  46 144 0.9 24 248 1.4 133 60 388 1.0

Ⅴ　営業外費用            

１ 支払利息  16   29    31   

２ 投資事業組合損失  －   11    －   

３ その他  3 20 0.1 － 41 0.2 49 5 36 0.1

経常利益又は経常損失
（△）

  △1,111 △7.2  355 2.1 1,467  5,128 13.5

Ⅵ  特別利益            

１ 貸倒引当金戻入  5   3    6   

２ その他  － 5 0.0 0 3 0.0 △1 － 6 0.0

Ⅶ　特別損失            

１ 投資有価証券評価損  －   8    5   

２ 減損損失 ※3 132   －    132   

３ その他  3 136 0.9 0 9 0.0 △126 44 183 0.5

税金等調整前中間（当
期）純利益又は税金等
調整前中間純損失
（△）

  △1,242 △8.1  350 2.1 1,592  4,951 13.0

法人税、住民税及び事
業税

 39   98    2,274   

法人税等調整額  △489 △450 △2.9 139 237 1.4 687 △84 2,190 5.7

中間（当期）純利益又
は中間純損失（△）

  △792 △5.1  112 0.7 904  2,761 7.3
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）     

Ⅰ　資本剰余金期首残高  5,692  5,692

Ⅱ　資本剰余金中間期末（期末）残高  5,692  5,692

     

（利益剰余金の部）     

Ⅰ　利益剰余金期首残高  20,770  20,770

Ⅱ　利益剰余金増加高     

１．当期純利益 － － 2,761 2,761

Ⅲ　利益剰余金減少高     

１．配当金 921  1,250  

２．役員賞与 0  0  

３. 自己株式処分差損 26  27  

４. 中間純損失 792 1,740 － 1,278

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期末）残高  19,030  22,252
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中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日  至 平成18年９月30日）

株 主 資 本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 （百万円） 5,500 5,692 22,252 △868 32,576

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）   △1,153  △1,153

役員賞与（注）   △0  △0

中間純利益   112  112

自己株式の取得    △2 △2

自己株式の処分   △0 3 2

株主資本以外の項目の中間連結会

計期間中の変動額
     

中間連結会計期間中の変動額合計

                      （百万円）
－ － △1,042 0 △1,041

平成18年９月30日 残高 （百万円） 5,500 5,692 21,210 △867 31,534

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券

評価差額金 

為替換算調整勘

定

評価・換算差額

等合計

平成18年３月31日 残高 （百万円） 686 － 686 33,263

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当（注）    △1,153

役員賞与（注）    △0

中間純利益    112

自己株式の取得    △2

自己株式の処分    2

株主資本以外の項目の中間連結会

計期間中の変動額
△264 49 △215 △215

中間連結会計期間中の変動額合計

                      （百万円）
△264 49 △215 △1,256

平成18年９月30日 残高 （百万円） 421 49 471 32,006

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

区分
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円）

増減

（百万円）
金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間（当期）純損益 △1,242 350  4,951

減価償却費 930 941  1,887

減損損失 132 －  132

貸倒引当金の増減額 △4 20  △8

賞与引当金の増加額 20 34  91

前払年金費用の増減額 0 △17  △27

受取利息及び受取配当金 △21 △66  △33

支払利息 16 29  31

為替差益 △3 △74  △8

投資事業組合損益 1 11  3

投資有価証券売却益 △16 △64  △40

投資有価証券評価損 － 8  5

有形固定資産売却損 0 0  0

有形固定資産除却損 0 0  1

売上債権の増加額 △746 △1,382  △135

たな卸資産の増減額 △429 5  △687

仕入債務の増加額 320 112  184

その他の流動資産増減額 247 △22  172

その他の流動負債増減額 144 △177  305

役員賞与の支払額 △0 △0  △0

小計 △648 △292 356 6,825

利息及び配当金の受取額 21 66  33

利息の支払額 △16 △29  △31

法人税等の支払額 △2,412 △2,217  △2,457

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,057 △2,472 584 4,369

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出 △1,659 △2,357  △2,662

有形固定資産の売却による収入 428 100  428

投資有価証券の取得による支出 △162 △646  △1,167

投資有価証券の売却による収入 130 290  367

その他の資産取得 △112 △108  △233

その他の資産売却 67 81  151

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,307 △2,639 △1,332 △3,116

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入れによる収入 21,000 45,000  30,600

短期借入金の返済による支出 △16,500 △34,100  △31,000

自己株式の取得による支出 △6 △2  △11

自己株式の売却による収入 75 2  78

配当金の支払額 △919 △1,149  △1,249

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,649 9,750 6,100 △1,581

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 3 124 120 8

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △711 4,762 5,473 △319

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,282 1,962 △319 2,282

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期

末）残高
※ 1,570 6,724 5,153 1,962
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する

事項

 連結子会社の数  ２社

  連結子会社名

   ホクト産業㈱

   ホクトメディカル㈱

 

  ホクトメディカル㈱については、

当中間連結会計期間において新たに

設立したため、連結の範囲に含めて

おります。

 連結子会社の数  ３社

  連結子会社名

   ホクト産業㈱

   ホクトメディカル㈱

   HOKTO KINOKO COMPANY

  HOKTO KINOKO COMPANYについては、

当中間連結会計期間において新たに

設立したため、連結の範囲に含めて

おります。

 連結子会社の数  ２社

  連結子会社名

   ホクト産業㈱

   ホクトメディカル㈱

 

  ホクトメディカル㈱については、

当連結会計年度において新たに設立

したため、連結の範囲に含めており

ます。

２．持分法の適用に関す

る事項

  該当事項はありません。 同左 同左

３．連結子会社の中間決

算日（決算日）等に

関する事項

  連結子会社の中間期の末日は、中

間連結決算日と一致しております。

同左   連結子会社の事業年度の末日は、

連結決算日と一致しております。

４．会計処理基準に関す

る事項

(イ)重要な資産の評価基準及び評価

方法 

①有価証券    

その他有価証券で時価のあるもの

中間連結決算日の市場価格等

による時価法（評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）

その他有価証券で時価のないもの

移動平均法による原価法

投資事業有限責任組合への出資

組合契約に規定される決算報

告日に応じて入手可能な最近の決

算報告書を基礎とし、持分相当額

を純額で取り込む方法によってお

ります。

②たな卸資産

商品・製品・原材料及び仕掛品

総平均法に基づく原価法  

貯蔵品

最終仕入原価法

(ロ)重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①有形固定資産

定率法を採用しております。

  ただし、機械装置と平成10年4月

１日以降に取得した建物（建物付属

設備を除く）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

りであります。

     建    物    ５年～50年

     機械装置    ２年～10年

②無形固定資産

定額法を採用しております。

(イ)重要な資産の評価基準及び評価

方法 

①有価証券    

その他有価証券で時価のあるもの

中間連結決算日の市場価格等

による時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）

その他有価証券で時価のないもの

同左

投資事業有限責任組合への出資

同左

 

 

 

 

②たな卸資産

商品・製品・原材料及び仕掛品

同左

貯蔵品

同左

(ロ)重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①有形固定資産

同左

 

 

 

 

 

 

 

 

②無形固定資産

同左

(イ)重要な資産の評価基準及び評価

方法 

①有価証券    

その他有価証券で時価のあるもの

連結決算日の市場価格等によ

る時価法（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）

その他有価証券で時価のないもの

同左

投資事業有限責任組合への出資

同左

 

 

 

 

②たな卸資産

商品・製品・原材料及び仕掛品

同左  

貯蔵品

同左

(ロ)重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①有形固定資産

同左

 

 

 

 

  

 

 

②無形固定資産

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(ハ)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

売上債権等の貸倒れによる損失に

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。

(ハ)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

同左

(ハ)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

同左

②賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、

翌期賞与支給見込額のうち当中間連

結会計期間対応分を計上しておりま

す。

②賞与引当金

同左

②賞与引当金

同左

③退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計期間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

当中間連結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。ただし、当中間連結会計

期間末においては、年金資産の見込

額が退職給付債務見込額から未認識

数理計算上の差異を控除した額を超

えているため、前払年金費用として

投資その他の資産の「その他」に含

め中間連結貸借対照表に計上してお

ります。

  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による

定額法により翌期から費用処理する

こととしております。

③退職給付引当金

同左

③退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計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。ただし、当連結

会計年度末においては、年金資産の

見込額が退職給付債務見込額から未

認識数理計算上の差異を控除した額

を超えているため、前払年金費用と

して投資その他の資産の「その他」

に含め連結貸借対照表に計上してお

ります。

  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による

定額法により翌連結会計年度から費

用処理することとしております。

 (ニ)重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、中間連結

決算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処理

しております。なお、在外子会社の

資産、負債、収益及び費用は中間連

結決算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は純資産の部に

おける為替換算調整勘定に含めて計

上しております。

(ニ)重要な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。

(ホ)重要なリース取引の処理方法

同左

(ニ)重要なリース取引の処理方法

同左

(ホ)その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる事項

消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。

(ヘ)その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる事項

同左

(ホ)その他連結財務諸表作成のため

の基本となる事項

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

５．中間連結キャッ

シュ・フロー計算書

（連結キャッシュ・

フロー計算書）にお

ける資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資からなっ

ております。

同左 同左

中間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

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

 当中間連結会計期間より、固定資産

の減損に係る会計基準（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会 平成14

年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成15年

10月31日）を適用しております。こ

れにより税金等調整前中間純損失は、

132百万円増加しております。

  なお、減損損失累計額については、

改正後の中間連結財務諸表規則に基

づき各資産の金額から直接控除して

おります。 

――――― （固定資産の減損に係る会計基準）

 当連結会計年度より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14年８

月９日））及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第６号 平成15年10月

31日）を適用しております。これに

より税金等調整前当期純利益は、132

百万円減少しております。

  なお、減損損失累計額については、

改正後の連結財務諸表規則に基づき

各資産の金額から直接控除しており

ます。 

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

    当中間連結会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号 平

成17年12月９日）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号 平成17年12月９日）を

適用しております。

  従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は32,006百万円でありま

す。

  なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の部

については、中間連結財務諸表規則

の改正に伴い、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しております。

―――――
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

――――― （中間連結損益計算書） 

１．「為替差益」は、前中間連結会計期間は営業外収益の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間連結

会計期間において営業外収益の総額の100分の10を超え

たため区分掲記いたしました。

  なお、前中間連結会計期間の「為替差益」は３百万円

であります。

２．「投資事業組合損失」は、前中間連結会計期間は営業

外費用の「その他」に含めて表示しておりましたが、当

中間連結会計期間において営業外費用の総額の100分の

10を超えたため区分掲記いたしました。

  なお、前中間連結会計期間の「投資事業組合損失」は

１百万円であります。 

注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

※１ 有形固定資産減価償却累計額は、

12,939百万円であります。

※１ 有形固定資産減価償却累計額は、

14,779百万円であります。

※１ 有形固定資産減価償却累計額は、

13,861百万円であります。

※２ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のと

おりであります。

　　　 　建       物　　2,300百万円

土　　 　地　　1,073百万円

　　　　　　　計　　　　3,374百万円

担保付債務は、次のとおりであり

ます。

　　短期借入金　　 8,000百万円

※２ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のと

おりであります。

　　　 　建       物　　2,152百万円

土　　 　地　　1,073百万円

　　　　　　　計　　　　3,225百万円

担保付債務は、次のとおりであり

ます。

　　短期借入金　　14,000百万円

※２ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のと

おりであります。

　　　 　建       物　  2,222百万円

土　　 　地　  1,073百万円

　　　　　　　計　　　  3,295百万円

担保付債務は、次のとおりであり

ます。

　　短期借入金　　 3,000百万円

――― ※３ 中間連結会計期間末日満期手形

中間連結会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換日

をもって決済処理をしております。

なお、当中間連結会計期間の末日

は金融機関の休日であったため、

次の中間連結会計期間末日満期手

形が中間連結会計期間末残高に含

まれております。

受取手形          50百万円

―――
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１  販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおりであ

ります。  

運送費             992百万円

  販売手数料      　 834百万円

  広告宣伝費         500百万円

  給料手当           399百万円

  賞与引当金繰入額    66百万円

  退職給付費用     　 19百万円

※１  販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおりであ

ります。  

運送費           1,067百万円

  販売手数料         985百万円

  広告宣伝費         254百万円

  給料手当           396百万円

  賞与引当金繰入額    92百万円

  退職給付費用     　 20百万円

※１  販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおりであ

ります。  

販売手数料       2,249百万円

  運送費           2,076百万円

  広告宣伝費         631百万円

  給料手当           781百万円

  賞与引当金繰入額    91百万円

  退職給付費用      　41百万円

  貸倒引当金繰入額  　 3百万円

※２  売上高の季節的変動

    当社グループの売上高、特にきの

こ生産部門において上半期と下半期

との売上高に、季節的変動による著

しい差異があります。

 ※３  減損損失

    当中間連結会計期間において、当

社グループは以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 

 長野県長野市 遊休資産 土 地

 北海道芦別市 遊休資産 土 地

    当社グループは、事業の種類別セ

グメント単位にてグループ化を行なっ

ております。

  グルーピングの単位である各セグ

メントにおいては、減損の兆候はあ

りませんでしたが、その他の資産で

ある遊休土地の地価が大幅に下落し、

帳簿価額を回収可能価額まで減損し、

当該減少額を減損損失（132百万円）

として特別損失に計上しました。

  なお、その他の資産である遊休土

地の回収可能価額は正味売却可能価

額により測定しており、不動産鑑定

基準に基づいて合理的に算定された

価格によって評価しております。

※２  売上高の季節的変動

同左

 

 

 

 ※３  減損損失

――――

※２  売上高の季節的変動

――――

 

 

 

 ※３  減損損失

    当連結会計年度において、当社グ

ループは以下の資産グループについ

て減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 

 長野県長野市 遊休資産 土 地

 北海道芦別市 遊休資産 土 地

    当社グループは、事業の種類別セ

グメント単位にてグループ化を行

なっております。

  グルーピングの単位である各セグ

メントにおいては、減損の兆候はあ

りませんでしたが、その他の資産で

ある遊休土地の地価が大幅に下落し、

帳簿価額を回収可能価額まで減損し、

当該減少額を減損損失（132百万円）

として特別損失に計上しました。

  なお、その他の資産である遊休土

地の回収可能価額は正味売却可能価

額により測定しており、不動産鑑定

基準に基づいて合理的に算定された

価格によって評価しております。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日  至 平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末株

式数 (株)

当中間連結会計期間

増加株式数 (株)

当中間連結会計期間

減少株式数 (株)

当中間連結会計期間

末株式数 (株)

発行済株式数     

普通株式 33,359,040 － － 33,359,040

合計 33,359,040 － － 33,359,040

自己株式     

普通株式  （注）１，２ 408,483 1,402 1,600 408,285

合計 408,483 1,402 1,600 408,285

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加1,402株は、すべて単元未満株式の買取りによるものであります。

２．普通株式の自己株式の株式数の減少1,600株は、新株予約権の権利の行使による自己株式の処分によるものであ

ります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権

の目的とな

る株式の種

類

新株予約権の目的となる株式の数 (株) 当中間連結

会計期間末

残高（百万

円）

前連結会計

年度末

当中間連結

会計期間増

加 

当中間連結

会計期間減

少 

当中間連結

会計期間末 

提出会社 平成15年新株予約権（注）１ 普通株式 95,200 － 2,600 92,600 －

 平成14年新株予約権（注）２ 普通株式 64,400 － 2,200 62,200 －

合計 － － － － － －

（注）１．平成15年新株予約権の当中間連結会計期間減少は、新株予約権の行使及び権利の消滅によるものであります。

２．平成14年新株予約権の当中間連結会計期間減少は、新株予約権の権利の消滅によるものであります

３．配当に関する事項

(１) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式

百万円

1,153
 円      銭

 35   00 平成18年３月31日 平成18年６月30日 

(２) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日

平成18年11月16日

取締役会
普通株式

百万円

329 利益剰余金
 円   銭

10  00 平成18年９月30日 平成18年12月11日 

－ 18 －



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※現金及び現金同等物の中間連結会計

期間末残高と中間連結貸借対照表に

掲載されている科目の金額との関係

※現金及び現金同等物の中間連結会計

期間末残高と中間連結貸借対照表に

掲載されている科目の金額との関係

※現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲載されている科目

の金額との関係

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,610百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△40百万円

現金及び現金同等物 1,570百万円

現金及び預金勘定 6,764百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△40百万円

現金及び現金同等物 6,724百万円

現金及び預金勘定 2,002百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△40百万円

現金及び現金同等物 1,962百万円
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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18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、減損損失累計額相当額及び中

間連結会計期間末残高相当額

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、減損損失累計額相当額及び中

間連結会計期間末残高相当額

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)

中間連
結会計
期間末
残高相
当額

(百万円)

機械装置及
び運搬具

16,548 10,649 5,898

その他 126 36 89

合計 16,674 10,686 5,987

取得価
額相当
額

(百万円)

減価償
却累計
額相当
額

(百万円)

中間連
結会計
期間末
残高相
当額

(百万円)

機械装置及
び運搬具

10,351 7,506 2,844

その他 133 61 71

合計 10,484 7,568 2,916

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)

機械装置及
び運搬具

16,726 12,251 4,475

その他 126 49 77

合計 16,853 12,300 4,552

２．未経過リース料中間連結会計期間末残高相

当額等

未経過リース料中間連結会計期間末残高相

当額

２．未経過リース料中間連結会計期間末残高相

当額等

未経過リース料中間連結会計期間末残高相

当額

２．未経過リース料連結会計年度末残高相当額

１年内 3,126百万円

１年超 2,668百万円

合計 5,795百万円

１年内 1,813百万円

１年超 902百万円

合計 2,715百万円

１年内 2,443百万円

１年超 1,722百万円

合計 4,166百万円

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額及

び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額及

び減損損失

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払

利息相当額

支払リース料 1,818百万円

減価償却費相当額 1,752百万円

支払利息相当額 61百万円

支払リース料 1,524百万円

減価償却費相当額 1,464百万円

支払利息相当額 34百万円

支払リース料 3,497百万円

減価償却費相当額 3,366百万円

支払利息相当額 112百万円

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

５．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額は利息相当額とし各期への配

分方法については、利息法によっておりま

す。

５．利息相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

  リース資産に配分された減損損失はありませ

ん。

（減損損失について）

同左

（減損損失について）

同左
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②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

株式 1,902 2,617 714

その他 465 477 12

合計 2,367 3,095 727

２. 時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（百万円）

    その他有価証券  

          非上場株式 
23

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

株式 2,840 3,527 686

その他 611 630 18

合計 3,451 4,157 705

２. 時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（百万円）

    その他有価証券  

          非上場株式 
123

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

株式 2,397 3,514 1,118

その他 654 684 30

合計 3,052 4,200 1,148

２. 時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（百万円）

    その他有価証券  

          非上場株式 

 

123

③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間　（自 平成17年４月１日  至 平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成18年４月

１日  至 平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成17年４月１日  至 平成18年３月31日）

当社グループはデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

④  ストック・オプション等

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日  至 平成18年９月30日）

該当事項はありません。
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⑤　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日  至 平成17年９月30日）

きのこ事業
（百万円）

化成品事業
（百万円）

健康食品
関連事業
（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 12,320 3,035 60 15,416 － 15,416

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
22 40 0 62 △62 －

計 12,343 3,076 60 15,479 △62 15,416

営業費用 13,405 2,961 369 16,736 △84 16,651

営業利益（又は営業損失） △1,062 114 △309 △1,257 22 △1,235

  （注）１．事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

きのこ事業 ぶなしめじ、エリンギ、まいたけ

化成品事業 包装資材、農業資材

健康食品関連事業 清涼飲料、アガリクス

      なお、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「１.連結の範囲に関する事項」に記載

のとおり、当中間連結会計期間よりホクトメディカル㈱を連結の範囲に含めたことに伴い、新たに「健康食

品関連事業」の事業区分を設けております。

３. 当中間連結会計期間における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日  至 平成18年９月30日）

きのこ事業
（百万円）

化成品事業
（百万円）

健康食品
関連事業
（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 14,264 2,650 81 16,996 － 16,996

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
19 176 0 196 △196 －

計 14,284 2,826 81 17,193 △196 16,996

営業費用 14,257 2,661 120 17,039 △191 16,848

営業利益（又は営業損失） 27 165 △39 154 △5 148

  （注）１．事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

きのこ事業 ぶなしめじ、エリンギ、まいたけ

化成品事業 包装資材、農業資材

健康食品関連事業 清涼飲料、アガリクス

３. 当中間連結会計期間における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。
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前連結会計年度（自 平成17年４月１日  至 平成18年３月31日）

きのこ事業
（百万円）

化成品事業
（百万円）

健康食品
関連事業

（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 32,130 5,728 192 38,051 － 38,051

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高
44 76 5 126 △126 －

計 32,174 5,805 197 38,177 △126 38,051

営業費用 27,302 5,593 563 33,459 △185 33,274

営業利益 4,872 211 △366 4,717 58 4,776

  （注）１．事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

きのこ事業 ぶなしめじ、エリンギ、まいたけ

化成品事業 包装資材、農業資材

健康食品関連事業 清涼飲料、アガリクス

３. 当連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日  至 平成17年９月30日）、前連結会計年度（自 平成17年４月１

日  至 平成18年３月31日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日  至 平成18年９月30日）

本邦の売上高のみであるため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日  至 平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成18年４月

１日  至 平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成17年４月１日  至 平成18年３月31日）

海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 904.06円

１株当たり中間純損失金

額
24.06円

  なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については潜在株式は存在す

るものの、１株当たり中間純損失であ

るため記載しておりません。

１株当たり純資産額 971.34円

１株当たり中間純利益金

額
3.42円

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額
3.42円

１株当たり純資産額 1,009.46円

１株当たり当期純利益金

額
83.81円

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額
83.74円

（注）   １株当たり中間（当期）純利益金額又は１株当たり中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額又は

中間純損失金額

中間（当期）純利益又は中間純損失（△）

（百万円）
△792 112 2,761

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 0

  （うち役員賞与） － － (0)

普通株式に係る中間（当期）純利益又は

中間純損失（百万円）
△792 112 2,760

期中平均株式数（千株） 32,921 32,949 32,936

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額

中間（当期）純利益調整額（百万円） － 112 －

普通株式増加数（千株） － 16 24

（うち、商法第280条ノ20及び第280条ノ

21の規定に基づく新株予約権）
－ 16 24

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益については

潜在株式は存在するもの

の、１株当たり中間純損

失であるため記載してお

りません。

平成15年１月31日付で付

与された商法第280条ノ

20及び第280条ノ21の規

定に基づく新株予約権

（622個）

平成13年８月27日付で付

与された旧商法第210条

ノ２の規定に基づく株式

譲渡請求権（35,300株）

及び平成15年１月31日付

で付与された商法第280

条ノ20及び第280条ノ21

の規定に基づく新株予約

権（644個）
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