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１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(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 ％

19年３月期 39,926 4.9 5,751 20.4 6,310 23.1 3,694 33.8

18年３月期 38,051 1.5 4,776 △2.4 5,128 △14.9 2,761 △20.1

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 ％ ％ ％

19年３月期 112 10 112 04 10.8 13.0 14.4

18年３月期 83 81 83 74 8.6 11.9 12.6

（参考）持分法投資損益 19年３月期 －百万円 18年３月期 －百万円

(2）連結財政状態

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

19年３月期 52,859 35,193 66.6 1,067 55

18年３月期 44,139 33,263 75.4 1,009 46

（参考）自己資本 19年３月期 35,193百万円 18年３月期 33,263百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

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

19年３月期 5,501 △5,628 4,942 6,895

18年３月期 4,369 △3,116 △1,581 1,962

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 － － 10 00 － － 35 00 45 00 1,482 53.7 5.4

19年３月期 － － 10 00 － － 38 00 48 00 1,582 42.8 4.6

20年３月期（予想） － － 10 00 － － 38 00 48 00 － 35.6 －

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 18,000 5.9 350 136.1 650 82.6 120 6.5 3 60

通期 42,500 6.4 7,200 25.2 7,500 18.9 4,500 21.8 134 90
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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）　有

新規 １社 （社名　HOKTO KINOKO COMPANY） 除外 －社  

（注）詳細は、６ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、18ページ「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）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 33,359,040株 18年３月期 33,359,040株

②　期末自己株式数 19年３月期 392,218株 18年３月期 408,483株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、32ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(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 ％

19年３月期 34,575 7.5 5,499 12.9 6,201 16.1 3,307 7.9

18年３月期 32,174 0.1 4,872 5.6 5,341 △8.1 3,063 △8.1

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

19年３月期 100 36 100 30

18年３月期 92 99 92 92

(2）個別財政状態

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

19年３月期 50,882 34,932 68.7 1,059 64

18年３月期 42,381 33,441 78.9 1,014 88

（参考）自己資本 19年３月期 34,932百万円 18年３月期 33,441百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 15,000 4.9 200 620.7 500 27.6 50 △76.5 1 50

通期 37,000 7.0 6,900 25.5 7,200 16.1 4,300 30.0 128 90

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で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。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の３ページを参照して下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  当連結会計年度におけるわが国経済は、輸出関連企業を中心とした企業業績の回復に支えられ、設備投資の増加や

雇用の改善が進み、全体として景気は拡大傾向に向かいました。しかし、年度後半にかけて米国景気の不透明感が増

したことや、原材料の高止まりが続くなど今後の景気の維持、拡大に一部不安材料も見受けられる状況で推移いたし

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。中核のきのこ事業において、生産面では平成18年８月に赤沼きのこセンター（長野市）が操業を開始し、エリン

ギの生産量が増加しました。

  また、業績に大きな影響を与えるきのこの販売単価でありますが、年度前半は野菜全般の価格が安定的に推移した

こともあり、ほぼ計画に近い業績で推移いたしました。また、需要期となる年度の後半におきましては、記録的な暖

冬によるきのこの単価への影響が懸念されましたが、積極的な営業活動により大きな影響は受けませんでした。

  化成品事業におきましては、原材料の高止まりに伴う商品の値上げ等厳しい状況で推移しました。

  また、健康食品関連事業は、平成18年11月より「やまぶしたけ」の錠剤の販売を開始し、業績の回復を図っており

ますが、厳しい状況で推移いたしました。

  この結果、当連結会計年度の業績は、売上高399億26百万円（前年同期比4.9％増）、営業利益57億51百万円（同

20.4％増）、経常利益63億10百万円（同23.1％増）、当期純利益36億94百万円（同33.8％増）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。

生産面においては前述した通り、平成18年８月より赤沼きのこセンターが出荷を開始し、エリンギの生産量は増加い

たしました。また、平成18年11月に長野県上田市にぶなしめじ（年間生産量3,200ｔ）の生産工場の建設を発表いたし

ました。この工場の出荷開始は平成19年９月を予定しております。

  以上の結果、当連結会計年度の生産量は、ぶなしめじがブナピーを含め32,887ｔ（同0.5％減）、エリンギ14,265ｔ

（同12.9％増）、まいたけ10,578ｔ（同4.0％増）となりました。

  また、販売面におきましては、業績に大きな影響を与えるきのこの販売単価でありますが、年度前半は前期のよう

な野菜全般の値崩れからくる単価の下落や低迷もなくほぼ計画に近い業績で推移いたしました。需要期となる年度の

後半におきましては、全国的に起こった記録的な暖冬による鍋商材の需要の後退や、野菜全体の価格の低迷による、

きのこの単価への影響が懸念されましたが、品質の維持や、積極的な営業活動により暖冬による影響は最小限にとど

まりました。 

  以上の結果、きのこ事業の売上高は345億14百万円（同7.4％増）となりました。

[化成品事業]

  当事業の包装資材関係は、原材料の高止まりによる商品の値上げ等厳しい状況で推移しましたが、積極的な新規開

拓や、深耕開拓に努めました。また、農業資材関係におきましては、農家の設備投資の減退が続く中、買い替え需要

を中心に営業展開を図ってまいりました。しかしながら包装資材関係において、一部大手スーパーがトレー等包装資

材を資材製造メーカーより直接購入する方法を採用したため、当業務は商品管理及び物流のみとなり当事業の売上は

減少いたしました。

  以上の結果、当部門の売上高は52億29百万円（同8.7％減）となりました。

[健康食品関連事業]

  一方健康食品関連事業は、アガリクスの安全性の問題がいまだに尾を引いており、なかなか新規受注に結びつかな

い状況であります。また、平成18年11月よりヤマブシタケの錠剤（記憶の素）の販売を開始し、業績の回復を図って

まいりましたが、厳しい状況で推移いたしました。

  以上の結果、当部門の売上高は１億83百万円（同4.7％減）となりました。 

 (2）次期の見通し

  当面の経済情勢は米国経済の減速などを映し、製造業の景況感が足元でやや悪化してきておりますが、サービス業等

内需型の消費関連に明るさが見え始めるなど、景気は全体として足踏み感となる状況で推移するものと思われます。

  このような環境下において当社グループといたしましては、きのこ事業を中心に事業の拡大及び収益の向上に努めて

まいります。

  きのこ事業におきましては、現在建設中の上田きのこセンター（長野県上田市）が平成19年９月よりぶなしめじの出

荷を開始いたします。この工場の稼動により、次期のきのこの生産量は、ブナピーを含めぶなしめじが34,380ｔ（同

4.5％増）、エリンギが15,239ｔ（同6.8％増）、まいたけが10,470ｔ（同1.0％減）を計画しております。販売面にお

きましては、前期に続き不需要期の販売戦略をより一層強化すると共に、加工品の販路拡大も図ってまいります。

  化成品事業におきましては、原材料の高止まりが続いており、収益を圧迫する懸念がありますが、新たな市場開拓や
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きめ細やかな営業展開を行い、収益の向上に努める所存であります。

  健康食品関連事業は、引き続き厳しい状況で推移することが予想されますが、健康志向の高まりを背景にヤマブシタ

ケの錠剤（記憶の素）を中心に顧客の拡大を図る所存であります。

  以上により次期の見通しは売上高425億円（同6.4％増）、営業利益72億円（同25.2増）、経常利益75億円（同18.9％

増）を見込んでおります。

(3）財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末における資産総額は528億59百万円となり、前連結会計年度末より87億19百万円増加いたしまし

た。これは主に、現金及び預金51億33百万円並びに売掛金５億48百万円等による流動資産の増加及び設備投資による

有形固定資産30億79百万円の増加等によるものであります。 

負債総額は176億65百万円となり、前連結会計年度末より67億89百万円増加いたしました。これは主に、短期借入

金64億円等による流動負債の増加によるものであります。 

  純資産につきましては351億93百万円となり、前連結会計年度末より19億30百万円の増加となりました。これは主

に、当期純利益36億94百万円等による利益剰余金の増加によるものであります。

② キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物「以下「資金」という。）は68億95百万円となり、前連結会計年度末

より49億33百万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）

営業活動により増加した資金は55億１百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益63億５百万円、

減価償却費19億96百万円等による増加と、売上債権の増加額５億81百万円、法人税等の支払額23億70百万円等による

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56億28百万円となりました。これは主に、投資有価証券の売却額５億99百万円等に

よる増加と、有形固定資産の取得による支出50億54百万円等による減少であります。

（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49億42百万円となりました。これは主に、短期借入れ725億円による増加と、短期借

入金返済661億円、配当金の支払額14億81百万円等による減少であります。

(参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 

自己資本比率（％) 74.7 75.4 66.6 

時価ベースの自己資本比率（％) 149.3 136.7 130.3

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％) 0.7 0.7 1.7 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍) 159.7 139.6 72.4

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・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

(注１）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。

(注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

(注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

(注４）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。
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(4）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

  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、研究に投入してまいります。

　当期の配当は、中間配当10円を含め年間で48円（前期より３円増配）の配当を予定しております。

(5）事業等のリスク

  当社グループのきのこ生産はすべて空調等栽培管理の整った室内栽培で行われ、年間を通して生産量は安定してお

り、突発的な事故や異変がない限り、生産量に大きな変動はありません。

  一方、販売面におきましては、夏場は需要が低調に推移することから単価は安く、逆に冬場は需要が好調で単価は

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、当社のきのこの生産は安定しておりますが、きのこの販売単価は

その野菜相場に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、当連結会計年度において86.4％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まる中、日々万全の管理体制をとっております

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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２．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飲料及びヤマブシタケの錠剤を製造、販売をしております。

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。

[事業系統図]

   以上の当社グループの状況について、事業系統図によって示すと次のとおりであります。

 

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 

種菌 

  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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３．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、開発はもとより、き

のこの成分を主体とする健康食品関連の事業に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）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、新たに発足した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、水野正幸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、水野雅義取締役副社長

が、代表取締役社長に就任し、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上田きのこセンターを

建設中であり、平成19年９月よりぶなしめじを出荷する予定であります。また、平成19年２月にきのこ生産のより一

層の拡大を図るため佐久きのこセンター（長野県佐久市）の建設を発表いたしました。なお、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３月からの出荷に向け、現在カリフォルニア州に工場を建設中であります。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おりま

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、新たに開発したヤ

マブシタケの錠剤（記憶の素）を中心に今後販売の向上を図ってまいります。

  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。

(3）会社の対処すべき課題

  食品業界におきまし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か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、より安全で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。

  化成品事業におきましては、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容拡大に邁進する所存であります。

  また、健康食品関連事業におきましては現在、非常に厳しい状況が続いておりますが、高齢化が進む中健康志向の

高まりを背景にアガリクスドリンク及びヤマブシタケの錠剤（記憶の素）を中心に販路の拡大に努めてまいる所存で

あります。

  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あります。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

対前年比

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)

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金  2,002   7,135   

２．受取手形及び売掛金 ※４  1,986   2,566   

３．たな卸資産  3,742   3,666   

４. 繰延税金資産  411   454   

５．その他  175   98   

貸倒引当金  △11   △11   

流動資産合計  8,305 18.8  13,910 26.3 5,604

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物及び構築物 ※１ 27,551   29,002    

減価償却累計額 9,337 18,214  10,312 18,689   

(2）機械装置及び運搬具 6,888   8,500    

減価償却累計額 3,849 3,038  4,785 3,715   

(3）土地 ※１  8,752   10,015   

(4）建設仮勘定  685   1,268   

(5）その他 828   946    

    減価償却累計額 673 155  710 236   

有形固定資産合計  30,845 69.9  33,924 64.2 3,079

２．無形固定資産  74 0.2  82 0.2 7

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券  4,323   4,295   

(2）繰延税金資産  －   2   

(3）その他  607   662   

貸倒引当金  △17   △18   

投資その他の資産合計  4,913 11.1  4,942 9.3 28

固定資産合計  35,834 81.2  38,949 73.7 3,114

資産合計  44,139 100.0  52,859 100.0 8,719
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前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

対前年比

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)

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．支払手形及び買掛金  3,120   3,095   

２．短期借入金 ※１  3,100   9,500   

３．未払法人税等   2,274   2,568   

４．賞与引当金  529   585   

５．その他  1,596   1,909   

流動負債合計  10,620 24.0  17,658 33.4 7,038

Ⅱ　固定負債        

１．繰延税金負債  247   －   

２．その他  8   6   

固定負債合計  255 0.6  6 0.0 △249

負債合計  10,876 24.6  17,665 33.4 6,789

        

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※２  5,500 12.5  － － △5,500

Ⅱ　資本剰余金   5,692 12.9  － － △5,692

Ⅲ　利益剰余金  22,252 50.4  － － △22,252

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

 686 1.6  － － △686

Ⅴ　自己株式 ※３  △868 △2.0  － － △868

資本合計  33,263 75.4  － － △33,263

負債及び資本合計  44,139 100.0  － － △44,139
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前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

対前年比

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)

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  5,500 10.4 5,500

２．資本剰余金   － －  5,692 10.8 5,692

３．利益剰余金   － －  24,452 46.3 24,452

４．自己株式   － －  △833 △1.6 △833

　　株主資本合計   － －  34,811 65.9 34,811

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  330 0.6 330

２．為替換算調整勘定   － －  52 0.1 52

　　評価・換算差額等合計   － －  382 0.7 382

純資産合計   － －  35,193 66.6 35,193

負債純資産合計   － －  52,859 100.0 52,859
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(2）連結損益計算書

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

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)

Ⅰ　売上高  38,051 100.0  39,926 100.0 1,875

Ⅱ　売上原価  25,863 68.0  26,489 66.3 626

売上総利益  12,188 32.0  13,437 33.7 1,249

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※１

※２
 7,411 19.4  7,686 19.3 274

営業利益  4,776 12.6  5,751 14.4 974

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息 4   166    

２. 受取配当金 28   38    

３. 受入助成金 254   126    

４. 投資有価証券売却益 40   169    

５．為替差益 －   76    

６．その他 60 388 1.0 69 646 1.6 258

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息 31   75    

２．投資事業組合損失 －   11    

３．その他 5 36 0.1 － 87 0.2 50

経常利益  5,128 13.5  6,310 15.8 1,182

Ⅵ　特別利益        

１．貸倒引当金戻入 6   4    

２．固定資産売却益 － 6 0.0 0 4 0.0 △1

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産売却損 －   0    

２．固定資産除却損 －   0    

３．投資有価証券評価損 5   8    

４．減損損失 ※３ 132   －    

５．貸倒損失 40   －    

６．その他 4 183 0.5 － 9 0.0 △173

税金等調整前当期純利益  4,951 13.0  6,305 15.8 1,353

法人税、住民税及び事業税 2,274   2,664    

法人税等調整額 △84 2,190 5.7 △53 2,611 6.5 420

当期純利益  2,761 7.3  3,694 9.3 932
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

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）

区分
注記
番号

金額（百万円）

（資本剰余金の部）   

Ⅰ　資本剰余金期首残高  5,692

Ⅱ　資本剰余金期末残高  5,692

（利益剰余金の部）   

Ⅰ　利益剰余金期首残高  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 1,250  

２．役員賞与 0  

３．自己株式処分差損 27 1,278

Ⅳ　利益剰余金期末残高  22,252

ホクト㈱（1379）平成 19 年３月期決算短信

－ 12 －



連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当（注）   △1,482  △1,482

役員賞与（注）   △0  △0

当期純利益   3,694  3,694

自己株式の取得    △7 △7

自己株式の処分   △10 42 31

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額（純額）
     

連結会計年度中の変動額合計

                      （百万円）
－ － 2,199 35 2,234

平成19年３月31日 残高 （百万円） 5,500 5,692 24,452 △833 34,811

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

連結会計年度中の変動額     

剰余金の配当（注）    △1,482

役員賞与（注）    △0

当期純利益    3,694

自己株式の取得    △7

自己株式の処分    31

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額（純額）
△356 52 △304 △304

連結会計年度中の変動額合計

                      （百万円）
△356 52 △304 1,930

平成19年３月31日 残高 （百万円） 330 52 382 35,193

 (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）連結キャッシュ・フロー計算書

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

   

税金等調整前当期純利
益

4,951 6,305  

減価償却費 1,887 1,996  

減損損失 132 －  

貸倒引当金の増減額 △8 0  

賞与引当金の増加額 91 56  

前払年金費用の増加額 △27 △36  

受取利息及び受取配当
金

△33 △205  

支払利息 31 75  

為替差益 △8 △76  

投資事業組合損 3 11  

投資有価証券売却益 △40 △169  

投資有価証券評価損 5 8  

有形固定資産売却損 0 0  

有形固定資産除却損 1 0  

売上債権の増加額 △135 △581  

たな卸資産の増減額 △687 75  

仕入債務の増減額 184 △24  

その他の流動資産増減
額

172 76  

その他の流動負債増減
額

305 230  

役員賞与の支払額 △0 △0  

小計 6,825 7,743 917

利息及び配当金の受取
額

33 205  

利息の支払額 △31 △75  

法人税等の支払額 △2,457 △2,370  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

4,369 5,501 1,131
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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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

   

定期預金の預入による
支出

－ △200  

有形固定資産の取得に
よる支出

△2,662 △5,054  

有形固定資産の売却に
よる収入

428 107  

投資有価証券の取得に
よる支出

△1,167 △1,018  

投資有価証券の売却に
よる収入

367 599  

その他の資産の取得に
よる支出

△233 △252  

その他の資産の売却に
よる収入

151 189  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△3,116 △5,628 △2,512

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 30,600 72,500  

短期借入金の返済によ
る支出

△31,000 △66,100  

自己株式の取得による
支出

△11 △7  

自己株式の売却による
収入

78 31  

配当金の支払額 △1,249 △1,481  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,581 4,942 6,524

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

8 117 108

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
減額

△319 4,933 5,253

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

2,282 1,962 △319

Ⅶ　現金及び現金同等物の期
末残高

1,962 6,895 4,933
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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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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  

    ホクト産業株式会社

    ホクトメディカル株式会社 

 

  ホクトメディカル株式会社については、

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。      

  連結子会社の数    ３社

  連結子会社名  

    ホクト産業株式会社

    ホクトメディカル株式会社 

    HOKTO KINOKO COMPANY

 

  HOKTO KINOKO COMPANY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

３．連結子会社の事業年度等に

関する事項

  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。

同左

４．会計処理基準に関する事項   

(1）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

   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

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

(2）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

械装置及び平成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。

  建物及び構築物       ５年～50年

  機械装置及び運搬具   ２年～10年

②無形固定資産

 定額法を採用しております。

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(3）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。

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連結会計年度期間対

応分を計上しております。

①貸倒引当金

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。

③退職給付引当金

同左

(4）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、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。

 

(5）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。

同左

(6）その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

  消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。

同左

５．連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項

  連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．利益処分項目等の取扱いに

関する事項

  連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について、連結会計年度中に確定した利

益処分に基づいて作成しております。

――――

７．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
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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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（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）

  当連結会計年度より、「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35,193百万

円であります。

  なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

表示方法の変更

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（連結損益計算書）

  「投資有価証券売却益」は、前連結会計年度は営業外収

益の「その他」に含めて表示しておりましたが、当連結会

計年度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、前連結会計年度の「投資有価証券売却益」は59百

万円であります。

（連結損益計算書）

１．「為替差益」は、前連結会計年度は営業外収益の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度

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、前連結会計年度の「為替差益」は８百万円であ

ります。

２．「投資事業組合損失」は、前連結会計年度は営業外費

用の「その他」に含めて表示しておりましたが、当連結

会計年度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、前連結会計年度の「投資事業組合損失」は３百

万円であります。 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

 ※１ 担保資産  ※１ 担保資産

  （1）担保に供している資産   （1）担保に供している資産

    建物及び構築物 2,222百万円

    土地 1,073百万円

計 3,295百万円

    建物及び構築物 2,093百万円

    土地 1,073百万円

計 3,166百万円

  （2）担保資産に対応する債務

         短期借入金                     3,000百万円

 ※２ 当社の発行済株式総数は、普通株式33,359,040株で

      あります。 

 ※３ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式408,483株

      であります。

  （2）担保資産に対応する債務

         短期借入金                     9,500百万円

 ※２                  ――――

 ※３                  ――――

 ※４ 連結会計年度末日満期手形

連結会計年度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、当連

結会計年度の末日は金融機関の休日であったため、次の

連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含ま

れております。

受取手形                           46百万円
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（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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。 

 ※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 

   

販売手数料 2,481百万円

運送費 2,277百万円

広告宣伝費 306百万円

給料手当 778百万円

賞与引当金繰入額 99百万円

退職給付費用 41百万円 

   

 ※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる試験研究費

試験研究費 134百万円

 ※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。

 ※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる試験研究費

試験研究費 158百万円

 ※３                  ――――
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31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）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

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 408,483 3,735 20,000 392,218

合計 408,483 3,735 20,000 392,218

 (注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加3,735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20,000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） 
当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社 平成15年新株予約権 普通株式 95,200 － 22,000 73,200 －

平成14年新株予約権 普通株式 64,400 － 3,000 61,400 －

合計 － － － － － －

 (注）１．平成15年新株予約権の当連結会計年度減少は、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年新株予約権の当連結会計年度減少は、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
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

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 1,153 35 平成18年３月31日 平成18年６月30日

平成18年11月16日

取締役会
普通株式 329 10 平成18年９月30日 平成18年12月11日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 1,252 利益剰余金 38 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

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記

されている科目の金額との関係

（平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 2,002百万円

預入期間が３ケ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

（平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 7,135百万円

預入期間が３ケ月を超える定期預金 △240百万円

現金及び現金同等物 6,895百万円

（リース取引関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

　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

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）

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

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

9,433 7,550 1,883

その他 127 71 56

合計 9,560 7,621 1,939

２.未経過リース料期末残高相当額 ２.未経過リース料期末残高相当額

１年内 2,443百万円

１年超 1,722百万円

合計 4,166百万円

１年内 1,187百万円

１年超 565百万円

合計 1,752百万円

３.支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 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 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

支払リース料 2,512百万円

減価償却費相当額 2,407百万円

支払利息相当額 59百万円

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

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
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（有価証券関係）

前連結会計年度（平成18年３月31日現在）

１．売買目的有価証券

  該当事項はありません。

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

３．その他有価証券で時価のあるもの

種類
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）

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの

(1）株式 1,954 3,099 1,145

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 354 401 46

小計 2,309 3,501 1,192

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの

(1）株式 443 415 △27

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 299 283 △16

小計 743 699 △43

合計 3,052 4,200 1,148

４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成17年４月１日　至 平成18年３月31日）

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

367 40 －

５．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

６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

　該当事項はありません。
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当連結会計年度（平成19年３月31日現在）

１．売買目的有価証券

  該当事項はありません。

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

３．その他有価証券で時価のあるもの

種類
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）

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの

(1）株式 1,415 2,109 693

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 10 10 0

③　その他 － － －

(3）その他 485 529 43

小計 1,911 2,650 738

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの

(1）株式 1,606 1,435 △170

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 102 86 △15

小計 1,708 1,521 △186

合計 3,620 4,172 552

４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成18年４月１日　至 平成19年３月31日）

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

430 169 －

５．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

６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

　該当事項はありません。
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（デリバティブ取引関係）

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）及び当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成

19年３月31日）

当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社グループは、確定給付型の制度として適格退職年金制度を採用しております。

なお、この制度は平成２年４月１日より採用し、100％移行しました。

２．退職給付債務に関する事項

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

退職給付債務（百万円）  1,162  1,273

(1）年金資産（百万円） 1,233 1,425

(2）前払年金費用（減算）（百万円） 117 153

(3）未認識数理計算上の差異（百万円） 46 2

３．退職給付費用に関する事項

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

退職給付費用（百万円）  134  147 

(1）勤務費用（百万円） 121 147

(2）利息費用（百万円） 24 △23

(3）期待運用収益（減算）（百万円） 23 30

(4）数理計算上の差異の費用処理額

（百万円） 13 △8

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

(1）割引率（％） 2.0 2.0

(2）期待運用収益率（％） 2.5 2.5

(3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

(4）数理計算上の差異の処理年数 平均残存勤務年数（13年） 平均残存勤務年数（13年）
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（ストック・オプション等関係）

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成14年
ストック・オプション

平成15年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
当社の取締役７名、監査役３名及び

従業員280名
当社の取締役６名及び従業員326名

ストック・オプション数 普通株式　　 　        61,400株 普通株式　　　        143,200株

付与日 平成15年１月31日 平成16年３月19日

権利確定条件

付与日（平成15年１月31日）以降、権利

確定日（平成16年７月１日）まで継続し

て勤務していること

付与日（平成16年３月19日）以降、権利

確定日（平成17年７月１日）まで継続し

て勤務していること

対象勤務期間
平成15年１月31日から

平成16年７月１日まで

平成16年３月19日から

平成17年７月１日まで

権利行使期間
平成16年７月１日から

平成19年６月30日まで            

平成17年７月１日から

平成20年６月30日まで

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

平成14年
ストック・オプション

平成15年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）   

前連結会計年度末 － －

付与 － －

失効 － －

権利確定 － －

未確定残 － －

権利確定後　　　　　　（株）   

前連結会計年度末 64,400 95,200

権利確定 － －

権利行使 － 20,000

失効 3,000 2,000

未行使残 61,400 73,200

②　単価情報

平成14年
ストック・オプション

平成15年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 2,230 1,578

行使時平均株価　　　　　（円） － 1,952

公正な評価単価（付与日）（円） － －
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳

（繰延税金資産）

①　流動の部

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳

（繰延税金資産）

①　流動の部

未払事業税 170百万円

賞与引当金繰入超過額 212百万円

その他 27百万円

繰延税金資産計 411百万円

未払事業税 191百万円

賞与引当金繰入超過額 235百万円

その他 32百万円

繰延税金資産小計 460百万円

評価性引当金 △6百万円

繰延税金資産計 454百万円

②　固定の部 ②　固定の部

投資有価証券評価損 122百万円

減損損失 53百万円

税務上の繰越欠損金 141百万円

その他 38百万円

  繰延税金資産小計 354百万円

評価性引当額 △141百万円

繰延税金負債（固定）との相殺 △213百万円

繰延税金資産計 －百万円

投資有価証券評価損 122百万円

減損損失 53百万円

その他 48百万円

  繰延税金資産小計 225百万円

評価性引当額 △0百万円

繰延税金負債（固定）との相殺 △221百万円

繰延税金資産計 2百万円

（繰延税金負債）

固定の部

その他有価証券評価差額金 △461百万円

繰延税金資産（固定）との相殺 213百万円

繰延税金負債計 △247百万円

２. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の差異の原因となった主な項目別の内訳

 (％)

法定実効税率 40.2

（調整）  

  評価性引当額 2.8

  その他 1.2

税効果適用後の法人税等の負担率 44.2

（繰延税金負債）

固定の部

その他有価証券評価差額金 △221百万円

繰延税金資産（固定）との相殺 221百万円

繰延税金負債計 －百万円

２. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下である

ため注記を省略しております。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

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）

Ⅰ．売上高及び営業利益       

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

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失及び資

本的支出
      

資産 40,047 2,445 1,646 44,139 － 44,139

減価償却費 1,801 31 54 1,887 － 1,887

減損損失 132 － － 132 － 132

資本的支出 1,448 16 1,293 2,759 － 2,759

  （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。

４. 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。

５. 当連結会計年度より開始した「健康食品関連事業」については新規の事業区分としております。
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当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19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）

Ⅰ．売上高及び営業利益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 34,514 5,229 183 39,926  39,926

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高
37 194 9 241 △241  

計 34,551 5,423 193 40,168 △241 39,926

営業費用 29,046 5,139 243 34,429 △254 34,175

営業利益 5,505 283 △50 5,738 12 5,751

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失及び資

本的支出
      

資産 49,670 2,833 355 52,859 － 52,859

減価償却費 1,954 27 14 1,996 － 1,996

資本的支出 4,940 26 7 4,974 － 4,974

  （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、ヤマブシタケ

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。

４. 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。

ｂ．所在地別セグメント情報

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）

　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31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

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）及び当連結会計年度（自平成18年４月１日　至

平成19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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（関連当事者との取引）

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）親会社及び法人主要株主等

　該当事項はありません。

(2）役員及び個人主要株主等

属性
氏名又は会
社等の名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目 期末残高
役員の
兼任等

事業上
の関係

役員及びそ

の近親者
水野　正幸 － －

当社代表

取締役社

長

（財）水

野美術館

理事長

(被所有)

直接 6.5
－ －

（財）水野美

術館入場券の

購入

（注１）

7 － －

当社代表

取締役社

長

（財）ホ

クト生物

科学振興

財団理事

長

(被所有)

直接 6.5
－ －

寄付金

 （注２）
9 － －

役員及び近

親者が議決

権の過半数

を所有して

いる会社等

（当該会社

等の子会社

を含む）

㈲九州興産

（注３）

長野県

長野市
3

設備賃貸

業
－ なし

きのこ

栽培設

備の賃

借（注

４）

設備賃借料の

支払
173 － －

　（注）　上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。

取引条件及び取引条件決定方法等

１．一般の入場者と同様の条件によっています。

２. 毎期10百万円を上限としております。

３．当社役員水野雅義が議決権の100％を直接所有しております。

４．設備賃借はリース会社より当社がリースを受けていたきのこ栽培設備を㈲九州興産が買い取り当社に賃貸し

ているもので、取引条件は、リース会社が再リースを行った場合における再リース料相当額を上限として、

両社協議の上決定しております。

(3）子会社等

　該当事項はありません。

(4）兄弟会社等

　該当事項はありません。
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当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

　該当事項はありません。

(2）役員及び個人主要株主等

属性
氏名又は会
社等の名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目 期末残高
役員の
兼任等

事業上
の関係

役員及びそ

の近親者
水野　正幸 － －

当社代表

取締役会

長兼ＣＥ

Ｏ

（財）水

野美術館

理事長

(被所有)

直接 6.5
－ －

（財）水野美

術館入場券の

購入

（注１）

10 － －

当社代表

取締役会

長兼ＣＥ

Ｏ

（財）ホ

クト生物

科学振興

財団理事

長

(被所有)

直接 6.5
－ －

寄付金

 （注２）
10 － －

役員及び近

親者が議決

権の過半数

を所有して

いる会社等

（当該会社

等の子会社

を含む）

㈲九州興産

（注３）

長野県

長野市
3

設備賃貸

業
－ なし

きのこ

栽培設

備の賃

借（注

４）

設備賃借料の

支払
164 － －

　（注）　上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。

取引条件及び取引条件決定方法等

１．一般の入場者と同様の条件によっています。

２. 毎期10百万円を上限としております。

３．当社代表取締役社長水野雅義が議決権の100％を直接所有しております。

４．設備賃借はリース会社より当社がリースを受けていたきのこ栽培設備を㈲九州興産が買い取り当社に賃貸し

ているもので、取引条件は、リース会社が再リースを行った場合における再リース料相当額を上限として、

両社協議の上決定しております。

(3）子会社等

　該当事項はありません。

(4）兄弟会社等

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

１株当たり純資産額 1,067.55円

１株当たり当期純利益金額 112.10円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額
112.04円

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり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）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり当期純利益金額

当期純利益（百万円） 2,761 3,694

普通株主に帰属しない金額（百万円） 0 －

（うち役員賞与） (0) －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 2,760 3,694

期中平均株式数（千株） 32,936 32,953

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 24 18

（うち商法第280条ノ20及び第280ノ21の

規定に基づく新株予約権）
24 18

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

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）

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（614個）

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

対前年比

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)

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 1,515 1,455  

２．受取手形  0 0  

３．売掛金 1,015 1,595  

４．製品 981 882  

５．原材料 1 4  

６．仕掛品 2,101 2,055  

７．貯蔵品 115 123  

８．繰延税金資産 384 429  

９．その他 147 371  

10．貸倒引当金 △4 △9  

流動資産合計 6,259 14.8 6,909 13.6 649

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物 ※１ 24,437 25,718

減価償却累計額 8,027 16,409 8,832 16,885  

２．構築物 1,655 1,788

減価償却累計額 1,013 642 1,122 665  

３．機械装置 6,244 7,825

減価償却累計額 3,339 2,905 4,225 3,599  

４．車輌運搬具 547 584

減価償却累計額 441 106 479 105  

５．工具器具備品 548 657

減価償却累計額 434 113 459 197  

６．土地 ※１ 7,996 9,259  

７．建設仮勘定 685 919  

８．貸与資産 ※１ 2,219  2,256   

減価償却累計額 297 1,921 359 1,896  

有形固定資産合計 30,780 72.6 33,529 65.9 2,749
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

対前年比

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)

(2）無形固定資産

１．借地権 13 13  

２．商標権 5 4  

３．ソフトウェア 12 18  

４．電話加入権 8 8  

無形固定資産合計 39 0.1 45 0.1 5

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 4,323 4,295  

２．関係会社株式 400 2,472  

３．出資金 13 13  

４．破産更生債権等 1 2  

５．長期前払費用 135 120  

６．関係会社長期貸付金 － 3,001  

７．その他 444 526  

８．貸倒引当金 △17 △33  

投資その他の資産合計 5,301 12.5 10,398 20.4 5,097

固定資産合計 36,121 85.2 43,973 86.4 7,852

資産合計 42,381 100.0 50,882 100.0 8,501

ホクト㈱（1379）平成 19 年３月期決算短信

－ 34 －



前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

対前年比

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)

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 1,285 1,331  

２．買掛金 131 226  

３．短期借入金 ※１ 3,000 9,500  

４．未払金 1,051 1,572  

５．未払消費税等 297 90  

６．未払費用 119 131  

７．未払法人税等 2,228 2,521  

８．預り金 20 19  

９．賞与引当金 480 533  

10．設備支払手形 72 15  

流動負債合計 8,687 20.5 15,942 31.3 7,254

Ⅱ　固定負債

１．繰延税金負債 251 7  

固定負債合計 251 0.6 7 0.0 △244

負債合計 8,939 21.1 15,949 31.3 7,010

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※２ 5,500 13.0 － － △5,500

Ⅱ　資本剰余金

資本準備金 5,692 －

資本剰余金合計 5,692 13.4 － － △5,692

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 761 －

２．任意積立金

別途積立金 18,500 －

３．当期未処分利益 3,169 －

利益剰余金合計 22,431 52.9 － － △22,431

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

686 1.6 － － △686

Ⅴ　自己株式 ※３ △868 △2.0 － － 868

資本合計 33,441 78.9 － － △33,441

負債資本合計 42,381 100.0 － － △42,381
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

対前年比

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)

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  5,500 10.8 5,500

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  －   5,692    

資本剰余金合計   － －  5,692 11.2 5,692

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  －   761    

(2）その他利益剰余金         

別途積立金  －   20,000    

繰越利益剰余金  －   3,482    

利益剰余金合計   － －  24,244 47.6 24,244

４．自己株式   － －  △833 △1.6 △833

株主資本合計   － －  34,602 68.0 34,602

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  330 0.6 330

評価・換算差額等合計   － －  330 0.6 330

純資産合計   － －  34,932 68.7 34,932

負債純資産合計   － －  50,882 100.0 50,882
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

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)

Ⅰ　売上高

 １. 製品売上高 32,174 32,174 100.0 34,575 34,575 100.0 2,400

Ⅱ　売上原価

１．製品期首たな卸高 565 981

２．当期製品製造原価 21,753 22,342

合計 22,319 23,324

３．他勘定振替高 ※１ 356 355

４．製品期末たな卸高 981 20,980 65.2 882 22,085 63.9 1,105

売上総利益 11,194 34.8 12,489 36.1 1,294

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．販売手数料 2,247 2,480

２．運送費 2,012 2,199

３．広告宣伝費 270 299

４．販売促進費 272 252

５．給料手当 565 682

６．賞与引当金繰入額 53 58

７．旅費交通費 76 77

８．消耗品費 14 19

９．減価償却費 62 53

10．試験研究費 ※２ 134 158

11．租税公課 91 105

12．その他 519 6,321 19.6 603 6,989 20.2 667

営業利益 4,872 15.2 5,499 15.9 627
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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

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)

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 ※３ 3 107

２．受取配当金 ※３ 88 183

３．投資有価証券売却益 40 169

４．受入助成金 248 125

５. 受取家賃 ※３ 142 159

６．その他 31 555 1.7 105 851 2.5 296

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 30 75

２．貸与資産減価償却費 52 62

３．その他 3 85 0.3 11 149 0.4 64

経常利益 5,341 16.6 6,201 17.9 859

Ⅵ　特別利益

１．貸倒引当金戻入 6   －    

２．固定資産売却益 － 6 0.0 0 0 0.0 △6

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 － 0

２．投資有価証券評価損 5 8

３．減損損失 ※４ 132 －

４．貸倒損失 40 －

５．子会社債権放棄損 － 400

６．その他 4 182 0.6 0 409 1.2 226

税引前当期純利益 5,165 16.0 5,792 16.8 626

法人税、住民税及び事業税 2,191 2,533

法人税等調整額 △89 2,101 6.5 △48 2,484 7.2 383

当期純利益 3,063 9.5 3,307 9.6 243

前期繰越利益 463 －  

自己株式処分差損 27 －  

中間配当額 329 －  

当期未処分利益 3,169 －  
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製造原価明細書

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

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)

Ⅰ　材料費 3,156 14.5 3,272 14.7  

Ⅱ　労務費 ※２ 5,781 26.7 6,266 28.1  

Ⅲ　経費 ※３ 12,749 58.8 12,756 57.2  

当期総製造費用 21,687 100.0 22,295 100.0 608

期首仕掛品たな卸高 2,167 2,101  

計 23,855 24,397 542

期末仕掛品たな卸高 2,101 2,055  

当期製品製造原価 21,753 22,342 589

（脚注）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．原価計算の方法

　きのこについては組別実際総合原価計算を採用して

おります。

１．原価計算の方法

同左

※２．労務費の主な内訳 ※２．労務費の主な内訳

給料手当 4,149百万円

賞与引当金繰入額 420百万円

給料手当 4,350百万円

賞与引当金繰入額 466百万円

※３．経費の主な内訳 ※３．経費の主な内訳

荷造包装費 2,230百万円

減価償却費 1,738百万円

リース料 3,394百万円

荷造包装費 2,250百万円

減価償却費 1,849百万円

リース料 2,378百万円
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

前事業年度
株主総会承認日

（平成18年６月29日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ　当期未処分利益 3,169

Ⅱ　利益処分額

１．配当金 1,153

２．役員賞与金 0

（内監査役賞与金） (0)

３．任意積立金

別途積立金 1,500 2,654

Ⅲ　次期繰越利益 515
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株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高
（百万円）

5,500 5,692 5,692 761 18,500 3,169 22,431 △868 32,755

事業年度中の変動額

別途積立金の積立（注）     1,500 △1,500    

剰余金の配当（注）      △1,482 △1,482  △1,482

役員賞与（注）      △0 △0  △0

当期純利益      3,307 3,307  3,307

自己株式の取得        △7 △7

自己株式の処分      △10 △10 42 31

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

         

事業年度中の変動額合計
（百万円）

    1,500 312 1,812 35 1,847

平成19年３月31日　残高
（百万円）

5,500 5,692 5,692 761 20,000 3,482 24,244 △833 34,602

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

686 686 33,441

事業年度中の変動額

別途積立金の積立（注）    

剰余金の配当（注）   △1,482

役員賞与（注）   △0

当期純利益   3,307

自己株式の取得   △7

自己株式の処分   31

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

△356 △356 △356

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△356 △356 1,491

平成19年３月31日　残高
（百万円）

330 330 34,932

(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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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

 (1）子会社株式

移動平均法による原価法

(2）その他有価証券

時価のあるもの

　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、売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

 (1）子会社株式

同左

(2）その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（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）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法

(3）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。

時価のないもの

同左

(3）投資事業有限責任組合への出資

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）製品及び仕掛品

総平均法に基づく原価法

(2）原材料

総平均法に基づく原価法

(3）貯蔵品

最終仕入原価法

(1）製品及び仕掛品

同左

(2）原材料

同左

(3）貯蔵品

同左

３．固定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、機械装置及び平成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。

(1）有形固定資産

同左

 

 

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。

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

定額法を採用しております。

(3）長期前払費用

同左
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項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

４．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。

(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期期間対応分を

計上しております。

(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、当期

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、当事業年度末においては、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

５. 外貨建の資産及び負債の本

邦通貨への換算基準

――――

 

 

  外貨建金銭債権債務は、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。

６．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

７．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の処理方法

税抜方式によっております。

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

 当事業年度より、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

り税引前当期純利益は、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、改正後の財務諸表等

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）

  当事業年度より、「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34,932百万

円であります。

  なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 １.損益計算書

  前期まで営業外収益の「その他」に含めて表示しており

ました「受取家賃」は、営業外収益の総額の100分の10を

超えたため区分掲記しました。

  なお、前期における「受取家賃」の金額は96百万円であ

ります。

――――
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

※１ 担保に供している資産

    建    物 2,060百万円

    土    地 754百万円

    貸与資産 480百万円

計 3,295百万円

上記に対応する債務は次のとおりであります。

短期借入金                       3,000百万円

※１ 担保に供している資産

    建    物 1,925百万円

    土    地 754百万円

    貸与資産 486百万円

計 3,166百万円

上記に対応する債務は次のとおりであります。

短期借入金                       9,500百万円

※２　会社が発行する株式の総数 ※２                  ――――

普通株式 50,000,000株

発行済株式の総数

普通株式 33,359,040株

※３　自己株式 ※３                  ――――

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式408,483

株であります。

  ４  配当制限

  有価証券の時価評価により、純資産額が686百万円

増加しております。

  なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号の規

定により、配当に充当することが制限されております。

 

 

   ４                  ――――
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　他勘定振替高の内容は材料費への振替であります。 ※１　他勘定振替高の内容は材料費への振替であります。

※２　販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費は134

百万円であります。主なものは次のとおりであります。

※２　販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費は158

百万円であります。主なものは次のとおりであります。

給料手当 48百万円

支払手数料 29百万円

支払手数料 52百万円

給料手当 50百万円

※３　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

関係会社よりの受取配当金            60百万円

関係会社よりの受取家賃             118百万円

※３　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

関係会社よりの受取配当金           145百万円

関係会社よりの受取家賃             123百万円

関係会社からの受取利息             102百万円

※４  減損損失

  当事業年度において、当社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

    当社の資産グループ化の単位は以下のとおりです。

    きのこ事業用資産

    貸与資産

    その他の資産

  グルーピングの単位であるきのこ事業用資産及び貸与

資産においては、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。

※４                   ――――

ホクト㈱（1379）平成 19 年３月期決算短信

－ 46 －



（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式             （注） 408,483 3,735 20,000 392,218

合計 408,483 3,735 20,000 392,218

(注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるものであり、減少は、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。

（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

　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

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）

機械装置 16,080 12,177 3,902

工具器具備品 126 49 77

合計 16,207 12,226 3,980

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 9,433 7,550 1,883

工具器具備品 127 71 56

合計 9,560 7,621 1,939

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 2,337百万円

１年超 1,285百万円

合計 3,623百万円

１年内 1,187百万円

１年超 565百万円

合計 1,752百万円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 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 3,419百万円

減価償却費相当額 3,292百万円

支払利息相当額 103百万円

支払リース料 2,439百万円

減価償却費相当額 2,339百万円

支払利息相当額 51百万円

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

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
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（有価証券関係）

前事業年度（自 平成17年４月１日  至 平成18年３月31日）及び当事業年度（自 平成18年４月１日  至 平成

19年３月31日）

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。

（税効果会計関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳

（繰延税金資産）

①　流動の部

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳

（繰延税金資産）

①　流動の部

未払事業税 166百万円

未払事業所税 1百万円

賞与引当金繰入超過額 193百万円

未払費用 22百万円

繰延税金資産計 384百万円

未払事業税 187百万円

未払事業所税 1百万円

賞与引当金繰入超過額 214百万円

未払費用 25百万円

繰延税金資産計 429百万円

②　固定の部 ②　固定の部

有価証券評価損 122百万円

その他 87百万円

繰延税金負債（固定）との相殺 △210百万円

繰延税金資産計 －百万円

有価証券評価損 126百万円

その他 87百万円

繰延税金負債（固定）との相殺 △214百万円

繰延税金資産計 －百万円

（繰延税金負債）

固定の部

その他有価証券評価差額金 △461百万円

繰延税金資産（固定）との相殺 210百万円

繰延税金負債計 △251百万円

（繰延税金負債）

固定の部

その他有価証券評価差額金 △221百万円

繰延税金資産（固定）との相殺 214百万円

繰延税金負債計 △7百万円
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 1,014.88円

１株当たり当期純利益 92.99円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 92.92円

１株当たり純資産額 1,059.64円

１株当たり当期純利益 100.36円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 100.30円

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり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。

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり当期純利益金額

当期純利益（百万円） 3,063 3,307

普通株主に帰属しない金額（百万円） 0 －

（うち役員賞与） (0) －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 3,062 3,307

期中平均株式数（千株） 32,936 32,953

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 24 18

（うち商法第280条ノ20及び第280ノ21の

規定に基づく新株予約権）
24 18

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

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）

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（614個）

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

６．その他
(1）役員の異動

該当事項はありません。

(2）その他

該当事項はありません。
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