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

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 16,605 △2.3 △41 － 318 △10.6 △277 －

18年９月中間期 16,996 10.2 148 － 355 － 112 －

19年３月期 39,926 － 5,751 － 6,310 － 3,694 －

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

円 銭 円 銭

19年９月中間期 △8 42 － －

18年９月中間期 3 42 3 42

19年３月期 112 10 112 04

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年９月中間期 －百万円 19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９月中間期 56,569 33,492 59.2 1,015 65

18年９月中間期 52,271 32,006 61.2 971 34

19年３月期 52,859 35,193 66.6 1,067 55

（参考）自己資本 19年９月中間期 33,492百万円 18年９月中間期 32,006百万円 19年３月期 35,193百万円

(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９月中間期 △3,182 △3,393 5,763 5,978

18年９月中間期 △2,472 △2,639 9,750 6,724

19年３月期 5,501 △5,628 4,942 6,895

２．配当の状況

１株当たり配当金

（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

19年３月期  － 10 00  － 38 00 48 00

20年３月期  － 10 00 － －

20年３月期（予想） － －  － 38 00 48 00

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）

（％表示は対前期増減率）

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

通期 41,500 3.9 6,800 18.2 7,200 14.1 4,100 11.0 122 91
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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）　無

新規 －社 （社名　－） 除外 －社 （社名　－）

（注）詳細は、6ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）中間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（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、15ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」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９月中間期 33,359,040株 18年９月中間期 33,359,040株 19年３月期 33,359,040株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 382,170株 18年９月中間期 408,285株 19年３月期 392,218株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、29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９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 13,797 △3.5 △169 － 316 △19.1 △181 －

18年９月中間期 14,296 15.8 27 － 391 － 212 －

19年３月期 34,575 － 5,499 － 6,201 － 3,307 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 △5 52

18年９月中間期 6 46

19年３月期 100 36

(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９月中間期 54,908 33,375 60.8 1,012 10

18年９月中間期 50,762 32,235 63.5 978 29

19年３月期 50,882 34,932 68.7 1,059 64

（参考）自己資本 19年９月中間期 33,375百万円 18年９月中間期 32,235百万円 19年３月期 34,932百万円

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）

（％表示は対前期増減率）

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

通期 36,000 4.1 6,500 18.2 7,000 12.9 4,000 20.9 119 91

※　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

  当中間連結会計期間におけるわが国経済は、好調な企業業績を背景に設備投資の増加や、雇用情勢の改善が進み、

景気は穏やかながら拡大を続けております。

このような環境の中、当社グループは各事業におきまして収益の拡大を目指し、効率的な経営に努めてまいりまし

た。

  中核を占めますきのこ事業においては、昨年８月操業を開始した赤沼きのこセンターが、今期フルに寄与し、また

平成19年９月より新たに建設した上田きのこセンター（ぶなしめじ年間生産量3,200ｔ）が生産を開始したことにより、

ぶなしめじ、エリンギともに生産量は増加いたしました。

　しかしながら、業績に大きな影響をあたえる販売単価は５月下旬から続いた野菜全般の価格の低迷や、８月、９月

の記録的な暑さや残暑の厳しさなどにより、きのこの単価および販売量が低迷し、きのこ事業におきましては、厳し

い中間期となりました。

  化成品事業におきましては、原油高に伴う原材料や資材の値上げ等厳しい環境ではありましたが、積極的な営業展

開を行い、ほぼ計画通りの業績となりました。

  また、健康食品事業におきましては、昨年より販売を開始した「記憶の素」を中心に販売に努めておりますが、厳

しい状況が続いております。

  なお、きのこ事業におきましては、上半期はきのこの需要が低調のため、価格は安く、下半期は逆にきのこの需要

が拡大し価格が高くなるという季節的要因が利益に大きく影響いたします。

  以上の結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高166億5百万円（前年同期比2.3％減）、営業損失41百万円、経常

利益318百万円（10.6％減）、中間純損失277百万円となりました。

事業の種類別セグメントの業績は次の通りであります。

 

[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。

生産面におきましては、昨年操業を開始した赤沼きのこセンターが今上半期エリンギの生産量の増加に寄与し、また

この９月より上田きのこセンターがぶなしめじの生産を開始したことにより、当中間期の生産量はブナピーを含めぶ

なしめじが16,046ｔ（前年同期比1.4％増）、エリンギ7,396ｔ（前年同期比12.8％増）、まいたけ5,061ｔ（前年同期

比1.7％減）となりました。

しかし、販売面におきまして、５月以降続いた野菜の価格の低迷や、８月、９月の猛暑及び厳しい残暑によりきのこ

の需要が落ち込み、販売量、価格とも計画を下回りました。

以上の結果、きのこ事業全体の売上高は137億73百万円（前年同期比3.4％減）となりました。

[化成品事業]

当事業の包装資材関係は原油高をはじめとする原材料の値上げ等厳しい状況で推移しましたが、経費の削減や、新規

市場の開拓、きめ細やかな営業に徹し業績の向上に努めました。

また、農業資材関係は、買い替え需要を中心に営業展開を図り、売上の拡大を目指してまいりました。

以上の結果、当事業の売上高は27億62百万円（前年同期比4.3％増）となりました。

[健康食品関連事業]

当事業におきましては、依然としてアガリクスの販売が回復せず、また「記憶の素」の販売も低調に推移し、厳しい

状況が続いております。

以上の結果、当事業部門の売上高は68百万円（前年同期比16.1％減）となりました。

 

（2）通期の見通し

 当面の経済情勢は米国経済の減速に伴い輸出の伸びが鈍化し、またサブプライムローン問題や、個人消費の伸び悩み

などにより、景気の先行きに不透明感が増してきております。

 このような環境下において、当社グループ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、上田きのこセンターが９月より生産を開始したことにより、ぶなしめじの生産量が増加い

たします。また現在きのこ生産全体におきましても、生産は順調で生産量はほぼ計画通りの推移となっております。

販売面におきましては、上期前述しました通り、厳しい状況で推移したことを受け業績の修正を行ないましたが、需

要期に入りました下期、販売のより一層の拡大を図り、また、生産部門をはじめ、全社的に経費の削減に努め利益の

回復を図る所存であります。

 化成品事業及び健康食品関連事業におきましても、収益の向上を図るべく、きめ細やか営業を展開してまいります。

以上により通期の見通しは売上高415億円（同3.9％増）営業利益68億円（同18.2％増）、経常利益72億円（同14.1％

増）、当期純利益41億円（同11,0％増）を見込んでおります。
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(3）財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

  当中間連結会計期間末における資産総額は565億69百万円となり、前中間連結会計期間末より42億98百万円増加いた

しました。これは主に、設備投資による有形固定資産33億97百万円の増加等によるものであります。

負債総額は230億76百万円となり、前中間連結会計期間末より28億11百万円の増加となりました。これは主に、短期借

入金25億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334億92百万円となり、前中間連結会計期間末より14億86百万円の増加となりました。これは

主に、別途積立金18億円等による株主資本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59億78百万円となり、前連結会計年

度末より9億16百万円減少いたしました。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31億82百万円となりました。これは主に、減価償却費11億12百万円等による増加と

売上債権の増加額6億36百万円、法人税等の支払額24億78百万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33億93百万円となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出6億81百

万円、有形固定資産の取得による支出26億14百万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57億63百万円となりました。これは主に、短期借入れ220億円による増加と、短期

借入金返済150億円、配当金の支払額12億50百万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18年３月期 平成19年３月期 平成19年９月中間期

 自己資本比率（％） 75.4 66.6 59.2

 時価ベースの自己資本比率（％） 136.7 130.3 110.3

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 0.7 1.7 －

 インタレスト・ガバレッジ・レシオ(倍） 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

インスタント・ガバレッジ・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。

(4）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

  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。

　当中間期の配当は、１株当たり10円の配当といたします。

 

(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なわれ、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、上半期は下半期と比べ売上高、利益ともに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。
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  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、当中間連結会計年度において83％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でる可能性

があります。

  また、海外事業においては、現地の政治、経済情勢や法律、税制の問題、またテロ等紛争など予期せぬ事態により

当社グループの経営成績に影響を与え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

     主要な事業は、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の製造、販売を行ってお 

  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 
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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

業体質が作れるものと考えております。

 

(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、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、事業区分も明確化しており、より迅速で効率的な経

営を目指しております。

  今後の経営戦略については、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19年３月に長野県佐久市に

工場用地を確保いたしました。この工場を含め、今後の工場建設につきましては、きのこの需要動向をみながら検討

してまいります。

　その他、現在進めております新たな品種の開発もより一層スピードをもって取り組んでまいる所存であります。

また、海外事業においては、現在建設中であります米国工場は来年夏より生産を開始する予定であり、海外進出の足

掛かりと位置づけております。米国市場におきましては、健康志向の高まりから低カロリーでかつ繊維質の豊富なき

のこが日本食ブームとあいまって、今後販売面においても拡大していくものと考えております。

　当社グループは今後の展開として、生鮮品としてのきのこ販売だけでなく、加工用としての市場の開拓や、健康志

向の高まりによるバイオ事業への参入など、将来へのきのこ産業の拡大を見据え、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

 現在の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ご利用いただける健康

食品としてのきのこの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の徹底した体制を強化し、消費者の皆様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、食の多様化に伴い付加価値の高い新品種の開発をスピードをもって行なってまいります。

今後のきのこ事業の展開といたしまして、きのこの需要の拡大を図る上で現在進めております加工用としての販売も、

今後より一層積極的に取り組み事業の拡大を目指します。

　化成品事業におきましては、業界内の競争がますます激化しており、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。

　その他、健康食品関連事業につきましては、依然として厳しい環境が続いておりますが、製品及び販売面において

検討を行い業績の回復を目指してまいります。

 また、経営面においては、経営の効率化を目指し経営資源を集中し組織変革や業務の見直し等を行い収益の向上に努

めてまいります。

 

 

ホクト㈱（1379） 平成 20 年３月期 中間決算短信

－ 7 －



４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19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19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   6,764   6,218    7,135  

２ 受取手形及び売掛
金

※3  3,368   3,201    2,566  

３ たな卸資産   3,736   4,028    3,666  

４ 繰延税金資産   265   474    454  

５ その他   198   526    98  

貸倒引当金   △16   △7    △11  

流動資産合計   14,316 27.4  14,442 25.5 125  13,910 26.3

Ⅱ　固定資産            

１ 有形固定資産 ※1           

(1）建物及び構築
物

※2 19,047   19,783    18,689   

(2）機械装置及び
運搬具

 3,561   4,414    3,715   

            

(3）土地 ※2 8,752   10,086    10,015   

(4）建設仮勘定  1,430   1,842    1,268   

(5）その他  208 33,000 63.1 271 36,397 64.3 3,397 236 33,924 64.2

２ 無形固定資産   80 0.2  140 0.3 60  82 0.2

３ 投資その他の資産            

(1）投資有価証券  4,280   4,707    4,295   

(2) 繰延税金資産  －   139    2   

(3）その他  626   760    662   

貸倒引当金  △33 4,873 9.3 △18 5,588 9.9 714 △18 4,942 9.3

固定資産合計   37,954 72.6  42,127 74.5 4,172  38,949 73.7

資産合計   52,271 100.0  56,569 100.0 4,298  52,859 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19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19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

  3,232   3,392    3,095  

２ 短期借入金 ※2  14,000   16,500    9,500  

３ 未払金   1,584   1,526    1,616  

４ 未払法人税等   155   133    2,568  

５ 賞与引当金   563   520    585  

６ 設備支払手形   471   711    15  

７ その他   187   195    277  

流動負債合計   20,194 38.6  22,980 40.6 2,785  17,658 33.4

Ⅱ　固定負債            

１ その他   70   96    6  

固定負債合計   70 0.1  96 0.2 26  6 0.0

負債合計   20,265 38.8  23,076 40.8 2,811  17,665 33.4

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１ 資本金   5,500 10.5  5,500 9.7   5,500 10.4

２ 資本剰余金   5,692 10.9  5,692 10.1   5,692 10.8

３ 利益剰余金   21,210 40.6  22,915 40.5 1,704  24,452 46.3

４ 自己株式   △867 △1.7  △812 △1.4 55  △833 △1.6

株主資本合計   31,534 60.3  33,295 58.9 1,760  34,811 65.9

Ⅱ　評価・換算差額等            

１ その他有価証券評
価差額金

  421 0.8  192 0.3 △229  330 0.6

２ 為替換算調整勘定   49 0.1  4  △45  52 0.1

評価・換算差額等合計   471 0.9  197 0.3 △274  382 0.7

純資産合計   32,006 61.2  33,492 59.2 1,486  35,193 66.6

負債純資産合計   52,271 100.0  56,569 100.0 4,298  52,859 100.0
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19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18年４月１日
至　平成19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  16,996 100.0  16,605 100.0 △391  39,926 100.0

Ⅱ　売上原価   13,252 78.0  12,940 77.9 △311  26,489 66.3

売上総利益   3,743 22.0  3,664 22.1 △79  13,437 33.7

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

※1  3,595 21.1  3,706 22.3 110  7,686 19.3

営業利益又は営
業損失（△）

  148 0.9  △41 △0.3 △189  5,751 14.4

Ⅳ　営業外収益            

１ 受取利息  45   109    166   

２ 投資有価証券売
却益

 64   －    169   

３ 受入助成金  18   297    126   

４ 為替差益  74   －    76   

５ その他  45 248 1.4 90 496 3.0 248 107 646 1.6

Ⅴ　営業外費用            

１ 支払利息  29   65    75   

２ 投資事業組合損
失

 11   －    11   

３ 為替差損  － 41 0.2 72 137 0.8 96 － 87 0.2

経常利益   355 2.1  318 1.9 △38  6,310 15.8

Ⅵ  特別利益            

１ 貸倒引当金戻入  3   3    4   

２ その他  0 3 0.0 23 26 0.2 22 0 4 0.0

Ⅶ　特別損失            

１ 投資有価証券評
価損

 8   3    8   

２ 役員退職慰労金  －   519    －   

３ その他  0 9 0.0 45 568 3.4 558 0 9 0.0

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
（△）

  350 2.1  △223 △1.3 △574  6,305 15.8

法人税、住民税
及び事業税

 98   122    2,664   

法人税等調整額  139 237 1.4 △68 53 0.3 △208 △53 2,611 6.5

中間（当期）純
利益又は中間純
損失（△）

  112 0.7  △277 △1.7 △390  3,694 9.3

            

ホクト㈱（1379） 平成 20 年３月期 中間決算短信

－ 10 －



(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（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（純額）
     

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（純額）
△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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当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日  至 平成19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19年３月31日 残高 （百万円） 5,500 5,692 24,452 △833 34,811

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）   △1,252  △1,252

中間純損失   △277  △277

自己株式の取得    △4 △4

自己株式の処分   △6 25 18

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）
－ － △1,536 21 △1,515

平成19年９月30日 残高 （百万円） 5,500 5,692 22,915 △812 33,295

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19年３月31日 残高 （百万円） 330 52 382 35,193

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当（注）    △1,252

中間純損失    △277

自己株式の取得    △4

自己株式の処分    18

株主資本以外の項目の中間連結会

計期間中の変動額
△137 △47 △185 △185

中間連結会計期間中の変動額合計

                      （百万円）
△137 △47 △185 △1,700

平成19年９月30日 残高 （百万円） 192 4 197 33,492

(注）平成19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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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（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
     

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
△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) 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18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19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18年４月１日

至　平成19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）純利益又

は税金等調整前中間純損失（△）
350 △223  6,305

減価償却費 941 1,112  1,996

貸倒引当金の増減額 20 △3  0

賞与引当金の増減額 34 △64  56

前払年金費用の増減額 △17 △11  △36

受取利息及び受取配当金 △66 △136  △205

支払利息 29 65  75

為替差損益 △74 72  △76

受入損害補償金 － △23  －

役員退職慰労金 － 519  －

投資事業組合損益 11 2  11

投資有価証券売却益 △64 －  △169

投資有価証券評価損 8 3  8

有形固定資産売却損 0 9  0

有形固定資産除却損 0 0  0

売上債権の増加額 △1,382 △636  △581

たな卸資産の増減額 5 △361  75

仕入債務の増減額 112 297  △24

その他の流動資産増減額 △22 △403  76

その他の流動負債増減額 △177 △564  230

役員賞与の支払額 △0 －  △0

小計 △292 △347 △56 7,743

利息及び配当金の受取額 66 136  205

利息の支払額 △29 △65  △75

法人税等の支払額 △2,217 △2,478  △2,370

役員退職慰労金の支払  △427   

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,472 △3,182 △709 5,501

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 △2,357 △2,614  △5,054

有形固定資産の売却による収入 100 35  107

投資有価証券の取得による支出 △646 △681  △1,018

投資有価証券の売却による収入 290 36  599

貸付による支出 － △97  －

その他の資産取得 △108 △167  △252

その他の資産売却 81 96  189

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,639 △3,393 △753 △5,628

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 45,000 22,000  72,500

短期借入金の返済による支出 △34,100 △15,000  △66,100

自己株式の取得による支出 △2 △4  △7

自己株式の売却による収入 2 18  31

配当金の支払額 △1,149 △1,250  △1,481

財務活動によるキャッシュ・フロー 9,750 5,763 △3,986 4,942

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 124 △105 △229 117

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 4,762 △916 △5,678 4,933

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,962 6,895 4,933 1,962

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期

末）残高
※ 6,724 5,978 △745 6,895
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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  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  ３社

  連結子会社名

   ホクト産業㈱

   ホクトメディカル㈱

   HOKTO KINOKO COMPANY

  

 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）

(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）

(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

移動平均法による原価法

その他有価証券で時価のないもの

同左

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

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。

投資事業有限責任組合への出資

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

総平均法に基づく原価法  

貯蔵品

最終仕入原価法

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

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

(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

 

 

 

 

 

 

 

 

(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

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 （会計方針の変更）

    当社及び国内連結子会社は、法

人税法の改正に伴い、当中間連結

会計期間より、平成19年４月１日

以降に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく

減価償却の方法に変更しておりま

す。

 これにより営業損失、税金等調整

前中間純損失はそれぞれ13百万円

増加し、経常利益は13百万円減少
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 

 

 

 しております。

 （追加情報）

  当社及び国内連結子会社は、法人

税法改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した資産については、

改正前の法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により取得価額の

５％に到達した連結会計年度の翌

連結会計年度より、取得価額の５％

相当額と備忘価額との差額を５年

間にわたり均等償却し、減価償却

費に含めて計上しております。

  これにより営業損失、税金等調

整前中間純損失はそれぞれ14百万

円増加し、経常利益は14百万円減

少しております

 

 

 

 

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

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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

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。

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)重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

同左　　

 (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、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。

(ホ)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

(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

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

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
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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の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（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。

―――――

   

（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）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

（中間連結損益計算書） 

１．前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「受

取配当金」（当中間連結会計期間は20百万円）は、営業

外収益の総額の100分の10以下となったため、営業外収

益の「その他」に含めて表示することにしました。

２．「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。

３．「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。 

                      ―――――
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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18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

※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、

16,715百万円であります。

※１ 有形固定資産減価償却累計額は、

15,808百万円であります。

※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　　2,152百万円

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　　2,025百万円

土　　 　地　　1,073百万円

　　　　　　　計　　　　3,099百万円

担保付債務は、次のとおりであり

ます。

　　短期借入金　　16,500百万円

※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　  2,093百万円

土　　 　地　  1,073百万円

　　　　　　　計　　　  3,166百万円

担保付債務は、次のとおりであり

ます。

　　短期借入金　　 9,500百万円

※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

※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

※３ 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

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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。  

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

  貸倒引当金繰入額    24百万円

※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           1,139百万円

  販売手数料         969百万円

  広告宣伝費         281百万円

  給料手当           416百万円

  賞与引当金繰入額    78百万円

  退職給付費用     　 18百万円

  

※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       2,481百万円

  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  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。

※２  売上高の季節的変動

同左

 

 

 

※２  売上高の季節的変動

――――
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（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     

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．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 
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当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日  至 平成19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     

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）１，２ 392,218 1,952 12,000 382,170

合計 392,218 1,952 12,000 382,170

(注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加1,952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12,000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．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19年６月28日

定時株主総会
普通株式

百万円

1,252 
 円      銭

38   00 平成19年３月31日 平成19年６月29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19年11月13日

取締役会
普通株式

百万円

329 利益剰余金
 円   銭

10  00 平成19年９月30日 平成19年12月10日 
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前連結会計年度（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  （注）１，２ 408,483 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．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 

平成18年11月16日

取締役会 
 普通株式

 

329 
 

10   00 平成18年９月30日 平成18年12月11日 

(２) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

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19年６月28日

定時株主総会
普通株式

百万円

1,252 利益剰余金
 円   銭

38  00 平成19年３月31日 平成19年６月29日 
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（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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在）

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 6,218百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△240百万円

現金及び現金同等物 5,978百万円

現金及び預金勘定 7,135百万円

預入期間が３ヶ月を

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
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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

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

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)

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

3,288 2,453 835

その他 133 87 46

合計 3,421 2,540 881

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

２．未経過リース料連結会計年度末残高相当額

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 592百万円

１年超 310百万円

合計 902百万円

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

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 1,524百万円

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 785百万円

減価償却費相当額 751百万円

支払利息相当額 15百万円

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

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

当額との差額を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
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（有価証券関係）

前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

当中間連結会計期間末（平成19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 3,503 3,788 284

その他 761 796 34

合計 4,265 4,584 319

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19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 3,022 3,545 523

その他 598 627 28

合計 3,620 4,172 552

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

ホクト㈱（1379） 平成 20 年３月期 中間決算短信

－ 25 －



（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間　（自 平成18年４月１日  至 平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成19年４月

１日  至 平成19年９月30日）及び前連結会計年度（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行っておりませんので、該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

前中間連結会計期間（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。

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日  至 平成19年９月30日）

該当事項はありません。

前連結会計年度（自 平成18年４月１日  至 平成19年３月31日）

該当事項はありません。
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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。

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日  至 平成19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 13,773 2,762 68 16,605 － 16,605

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
12 391 31 435 △435 －

計 13,786 3,154 100 17,040 △435 16,605

営業費用 13,948 2,948 175 17,072 △425 16,646

営業利益（又は営業損失） △162 205 △75 △31 △10 △41

(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）

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

(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。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日  至 平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成19年４月

１日  至 平成19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。

前連結会計年度（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。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日  至 平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成19年４月

１日  至 平成19年９月30日）及び前連結会計年度（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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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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 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 1,015.65円

１株当たり中間純利益金

額
△8.42円

  なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、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 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18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(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）
112 △277 3,694

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

  （うち役員賞与） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益又は

中間純損失（百万円）
112 △277 3,694

期中平均株式数（千株） 32,949 32,972 32,953

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） － － －

普通株式増加数（千株） 16 － 18

（うち、旧商法第280条ノ20及び第280条

ノ21の規定に基づく新株予約権）
16 － 18

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

平成15年１月31日付で付

与された旧商法第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15年１月31日付で付

与された旧商法第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．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19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 1,380 996 1,455

２ 受取手形 2 1 0

３ 売掛金 2,264 2,144 1,595

４ たな卸資産 3,225 3,569 3,066

５ 繰延税金資産 242 448 429

６ その他 380 770 371

貸倒引当金 △13 △5 △9

流動資産合計 7,481 14.7 7,924 14.4 443 6,909 13.6

Ⅱ　固定資産

１ 有形固定資産 ※１

（1）建物 ※２ 17,190 17,927 17,551

（2）機械装置  3,421 4,278 3,599

（3）土地 ※２ 7,996 9,330 9,259

（4）その他 ※２ 4,285 4,365 3,119

計 32,894 64.8 35,902 65.4 3,007 33,529 65.9

２ 無形固定資産 45 0.1 106 0.2  45 0.1

３ 投資その他の資産

（1）投資有価証券 4,280 4,707 4,295

（2）関係会社長期貸
付金

2,997 2,934 3,001

（3）その他 3,096 3,357 3,135

貸倒引当金 △33 △24 △33

計 10,341 20.4 10,974 20.0 633 10,398 20.4

固定資産合計 43,281 85.3 46,983 85.6 3,701 43,973 86.4

資産合計 50,762 100.0 54,908 100.0 4,145 50,882 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１ 支払手形 1,334 1,436 1,331

２ 買掛金 221 259 226

３ 短期借入金 ※２ 14,000 16,500 9,500

４ 未払金 1,672 1,847 1,572

５ 未払法人税等 85 50 2,521

６ 賞与引当金 514 472 533

７ 設備支払手形 471 711 15

８ その他 156 162 240

流動負債合計 18,456 36.4 21,440 39.0 2,983 15,942 31.3

Ⅱ　固定負債

１ 繰延税金負債  70 － 7

２ その他  － 91 －

固定負債合計 70 0.1 91 0.2 21 7 0.0

負債合計 18,527 36.5 21,532 39.2 3,004 15,949 31.3
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前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19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
（％）

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１ 資本金   5,500 10.8  5,500 10.0 0  5,500 10.8

２ 資本剰余金            

（1）資本準備金  5,692   5,692    5,692   

資本剰余金合計   5,692 11.2  5,692 10.4 0  5,692 11.2

３ 利益剰余金            

（1）利益準備金  761   761    761   

（2）その他利益剰余
金

           

別途積立金  20,000   21,800    20,000   

繰越利益剰余金  727   241    3,482   

利益剰余金合計   21,489 42.3  22,802 41.5 1,313  24,244 47.6

４ 自己株式   △867 △1.7  △812 △1.5 55  △833 △1.6

株主資本合計   31,813 62.7  33,182 60.4 1,369  34,602 68.0

Ⅱ　評価・換算差額等            

１ その他有価証券評
価差額金

  421 0.8  192 0.4 △229  330 0.6

評価・換算差額等合計   421 0.8  192 0.4 △229  330 0.6

純資産合計   32,235 63.5  33,375 60.8 1,140  34,932 68.7

負債純資産合計   50,762 100.0  54,908 100.0 4,145  50,882 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19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 ※１ 14,296 100.0 13,797 100.0 △498 34,575 100.0

Ⅱ　売上原価 ※２ 11,018 77.1 10,602 76.8 △416 22,085 63.9

売上総利益 3,278 22.9 3,195 23.2 △82 12,489 36.1

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

※２ 3,250 22.7 3,365 24.4 114 6,989 20.2

営業利益又は営業
損失（△）

27 0.2 △169 △1.2 △197 5,499 15.9

Ⅳ　営業外収益 ※３ 435 3.0 652 4.7 216 851 2.5

Ⅴ　営業外費用 ※４ 71 0.5 166 1.2 94 149 0.4

経常利益 391 2.7 316 2.3 △74 6,201 17.9

Ⅵ　特別利益  0 0.0 36 0.3 36 0 0.0

Ⅶ　特別損失 ※５ 9 0.0 567 4.1 558 409 1.2

税引前中間（当
期）純利益又は税
引前中間純損失
（△）

382 2.7 △214 △1.6 △597 5,792 16.8

法人税、住民税及
び事業税

30  29  2,533  

法人税等調整額 139 169 1.2 △62 △32 △0.2 △202 △48 2,484 7.2

中間（当期）純利
益又は中間純損失
（△）

212 1.5 △181 △1.3  3,307 9.6
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（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
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

中間会計期間中の変動額          

別途積立金の積立（注）     1,500 △1,500 －  －

剰余金の配当（注）      △1,153 △1,153  △1,153

役員賞与（注）      △0 △0  △0

中間純利益      212 212  212

自己株式の取得        △2 △2

自己株式の処分      △0 △0 3 2

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額
         

中間会計期間中の変動額合計

                      （百万円）
－ － － － 1,500 △2,442 △942 0 △941

平成18年９月30日 残高 （百万円） 5,500 5,692 5,692 761 20,000 727 21,489 △867 31,813

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

中間会計期間中の変動額    

別途積立金の積立（注）   －

剰余金の配当（注）   △1,153

役員賞与（注）   △0

中間純利益   212

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会計期

間中の変動額
△264 △264 △264

中間会計期間中の変動額合計

                      （百万円）
△264 △264 △1,206

平成18年９月30日 残高 （百万円） 421 421 32,235

(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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当中間会計期間（自 平成19年４月１日  至 平成19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
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

中間会計期間中の変動額          

別途積立金の積立（注）     1,800 △1,800 －  －

剰余金の配当（注）      △1,252 △1,252  △1,252

中間純損失      △181 △181  △181

自己株式の取得        △4 △4

自己株式の処分      △6 △6 25 18

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額
         

中間会計期間中の変動額合計

                      （百万円）
－ － － － 1,800 △3,234 △1,441 21 △1,419

平成19年９月30日 残高 （百万円） 5,500 5,692 5,692 761 21,800 241 22,802 △812 33,182

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19年３月31日 残高 （百万円） 330 330 34,932

中間会計期間中の変動額    

別途積立金の積立（注）   －

剰余金の配当（注）   △1,252

中間純利益   △181

自己株式の取得   △4

自己株式の処分   18

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額
△137 △137 △137

中間会計期間中の変動額合計

                      （百万円）
△137 △137 △1,557

平成19年９月30日 残高 （百万円） 192 192 33,375

(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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前事業年度の株主資本等変動計算書（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
         

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
△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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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価方

法

(1）有価証券

子会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

中間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）

(1）有価証券

子会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

中間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）

(1）有価証券

子会社株式

同左

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

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

投資事業有限責任組合への出資

同左

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 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産

製品及び仕掛品

総平均法に基づく原価法

製品及び仕掛品

同左

製品及び仕掛品

同左

原材料

総平均法に基づく原価法

原材料

同左

原材料

同左

貯蔵品

最終仕入原価法

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左

２．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

附属設備を除く）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

(1）有形固定資産

  同左

建物 ５年～50年

機械装置 ２年～10年

  

  

（会計方針の変更） 

  当社は、法人税法の改正に伴

い、当中間会計期間より、平成

19年４月１日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の

法人税法に基づく減価償却の方

法に変更しております。

  これにより営業損失、税金等

調整前中間純損失はそれぞれ13

百万円増加し、経常利益は13百

万円減少しております。

  

  

（追加情報）

  当社は、法人税法改正に伴い、

平成19年３月31日以前に取得し

た資産については、改正前の法

人税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の５％に
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

  

  

到達した会計年度の翌会計年度

より、取得価額の５％相当額と

備忘価額との差額を５年間にわ

たり均等償却し、減価償却費に

含めて計上しております。

  これにより営業損失、税金等

調整前中間純損失はそれぞれ13

百万円増加し、経常利益は13百

万円減少しております。

 

(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

(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

(3）長期前払費用

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

３．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

(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、

賞与支給見込額のうち当中間会計

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

  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。

(3）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。

  ただし、当中間会計期間末にお

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。

４．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、中間決算

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。

 同左   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。

５．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

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。なお、仮受

消費税等と仮払消費税等は相殺し、

流動資産の「その他」に含めてお

ります。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

  税抜方式によっております。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（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32,235百万円でありま

す。

  なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。

―――――

  

（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。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

14,460百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

16,381百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

15,479百万円

※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。

※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。

※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 1,994百万円

土    地 754 

そ の 他 476 

計 3,225

建    物 1,862百万円

土    地 754 

そ の 他 482 

計 3,099

建    物 1,925百万円

土    地 754 

そ の 他 486 

計 3,166

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 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

計 14,000

短期借入金 16,500百万円

計 16,500

短期借入金 9,500百万円

計 9,500

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．売上高の季節的変動

　当社の売上高は、特にきのこ生産部門にお

いて上半期と下半期の売上高との間に季節的

変動による著しい差異があります。

※１．売上高の季節的変動

同左

※１．売上高の季節的変動

─────

※２．減価償却実施額

有形固定資産 912百万円

無形固定資産 5

※２．減価償却実施額

有形固定資産 1,082百万円

無形固定資産 4

※２．減価償却実施額

有形固定資産 1,938百万円

無形固定資産 9

※３．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 28百万円

受取配当金 165

受取家賃 77

為替差益 74

※３．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 78百万円

受取配当金 152

受取家賃 115

※３．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 107百万円

受入助成金 125

受取家賃 159

※４．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 29百万円

貸与資産減価償却費 30 

※４．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 65百万円

貸与資産減価償却費 28 

※４．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 75百万円

貸与資産減価償却費 62 

※５．

――――

※５．特別損失のうち主要なもの

役員退職慰労金 519百万円

※５．特別損失のうち主要なもの

子会社債権放棄損 400百万円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自 平成18年４月１日  至 平成18年９月30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）

当中間会計期間増加

株式数      （株）

当中間会計期間減少

株式数      （株）

当中間会計期間末

株式数      （株）

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

合計 408,483 1,402 1,600 408,285

(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。

当中間会計期間（自 平成19年４月１日  至 平成19年９月30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）

当中間会計期間増加

株式数      （株）

当中間会計期間減少

株式数      （株）

当中間会計期間末

株式数      （株）

普通株式    （注） 392,218 1,952 12,000 382,170

合計 392,218 1,952 12,000 382,170

(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。

前事業年度（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。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（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

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

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

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)

中間期末
残高相当
額
(百万円)

機械装置

その他

9,674

133

7,375

61

2,299

71

合計 9,807 7,436 2,370

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)

機械装置

その他

3,288

133

2,453

87

835

46

合計 3,421 2,540 881

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

その他

9,433

127

7,550

71

1,883

56

合計 9,560 7,621 1,939

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,700百万円

１年超 497百万円

合計 2,197百万円

１年内 592百万円

１年超 310百万円

合計 902百万円

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

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 1,462百万円

減価償却費相当額 1,406百万円

支払利息相当額 28百万円

支払リース料 785百万円

減価償却費相当額 751百万円

支払利息相当額 15百万円

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

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

額との差額を利息相当額とし、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

ホクト㈱（1379） 平成 20 年３月期 中間決算短信

－ 42 －



（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）

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。
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