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１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20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 ％

20年３月期 42,277 5.9 7,056 22.7 7,216 14.4 3,619 △2.0

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

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 ％ ％ ％

20年３月期 109 77 109 73 10.1 13.4 16.7

19年３月期 112 10 112 04 10.8 13.0 14.4

（参考）持分法投資損益 20年３月期 －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

20年３月期 54,728 36,498 66.7 1,106 63

19年３月期 52,859 35,193 66.6 1,067 55

（参考）自己資本 20年３月期 36,498百万円 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

20年３月期 7,774 △7,672 △1,560 4,999

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 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 ％ ％

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

20年３月期 － － 10 00 － － 40 00 50 00 1,649 45.5 4.6

21年３月期（予想） － － 10 00 － － 40 00 50 00 － 38.8 －

３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期
連結累計期間

18,500 11.4 140 － 140 △56.0 80 － 2 40

通期 44,000 4.1 7,200 2.0 7,400 2.5 4,300 18.8 128 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）　無

新規 －社  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、15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」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） 20年３月期 33,359,040株 19年３月期 33,359,040株

②　期末自己株式数 20年３月期 377,629株 19年３月期 392,218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、33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20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20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 ％

20年３月期 36,780 6.4 6,800 23.7 7,121 14.8 3,667 10.9

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

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

20年３月期 111 23 111 20

19年３月期 100 36 100 30

(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

20年３月期 53,155 36,612 68.9 1,110 09

19年３月期 50,882 34,932 68.7 1,059 64

（参考）自己資本 20年３月期 36,612百万円 19年３月期 34,932百万円

２．平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期
累計期間

15,500 12.3 100 － 260 △18.0 150 － 4 50

通期 38,000 3.3 7,300 7.4 7,700 8.1 4,500 22.7 134 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、前半は輸出と設備投資等による企業業績に支えられ、緩やかながら拡大を

続けておりましたが、後半米国のサブプライムローン問題に端を発する金融、資本市場の混乱をはじめ、米国経済の

減速、原油、穀物相場の高騰や生産原材料の値上げ等により、景気の先行きに対する不透明感が強まってまいりまし

た。

  また、1月に起きました中国産冷凍ギョーザの中毒事件は食の安心、安全を第一に掲げている食品業界において大き

な衝撃が走りました。

  きのこ業界におきましても、中国産野菜の輸入減少や、消費者の輸入野菜離れなどにより国内産きのことしての需

要が拡大し販売は堅調に推移いたしました。

  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に努めてまいりました。

  当社グループの中核を占めますきのこ事業は、生産部門で平成19年9月より出荷を開始した上田きのこセンターの稼

動によりブナシメジの生産量が増加いたしました。

  また、販売部門におきましては、上半期記録的な猛暑や残暑によりきのこ単価及び販売量が伸び悩みましたが、下

半期断続的に全国を襲った寒波や、中国産冷凍ギョーザの中毒事件よる消費者の輸入食品及び輸入野菜離れなどによ

り国内産のきのことして価格、販売量とも堅調に推移いたしまた。

  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活動

により、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、引続き通信販売を中心とした販売活動を展開しておりますが、厳しい状況が

続いております。

  以上の結果、当連結会計年度の売上高は422億77百万円（前年同期比5.9％増）、営業利益70億56百万円（同22.7％

増）、経常利益72億16百万円（同14.4％）、当期純利益36億19百万円（同2.0％減）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、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。

生産部門におきましては、上田きのこセンターの新設と赤沼きのこセンターの通年稼動により、ブナシメジ、エリン

ギの生産量が増加いたしました。

この稼動により当連結会計年度の生産量はブナピーを含め、ブナシメジが34,665ｔ（前年同期比5.4％増）エリンギ

15,328ｔ（同7.4％増）、まいたけ10,492ｔ（同0.8％減）となりました。

  販売部門におきましては上半期野菜価格の低迷や、８月、９月の酷暑ともいえる暑さや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、通期予想の下方修正を行ないました。

  しかし、下半期断続的に全国を襲った寒波による鍋需要の拡大が、きのこの好調な販売に繋がり、また、1月に発生

した中国産冷凍ギョーザの中毒事件よる消費者の輸入野菜離れなどもあり、下半期は価格、販売量とも堅調に推移い

たしまた。

  以上の結果きのこ事業全体の売上高は367億35百万円（前年同期比6.4％増）となりました。

[化成品事業]

  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、包装資材部門を

中心にきめ細やかな営業活動を展開しほぼ計画通りの業績となりました。以上の結果当事業の売上高は54億11百万円

（前年同期比3.5％増）となりました。

[健康食品関連事業]

  また、健康食品事業におきましては、引続き通信販売を中心とした販売活動を展開しておりますが、「アガリクス

飲料」、「記憶の素」ともに販売が低調に推移し、厳しい状況が続いております。以上の結果、売上高は1億30百万円

（前年同期比28.7％減）となりました。 

 (2）次期の見通し

  当面の経済情勢は、サブプライムローン問題に揺れる米国経済の減速や、金融市場の混乱、また、原油をはじめとす

る原材料や穀物市況の高騰などにより景気の不透明感がより増大してきております。

  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と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、生産の増大を図るため、台湾での工場建設(ブナシメジ年間1,120ｔ)を決定し４月着工

を開始いたしました。この工場での出荷は平成21年４月を計画しております。また、国内においては長野県佐久市にブ

ナシメジ（年間3,200ｔ）の工場を建設することを決定し平成21年９月からの出荷を予定しております。

  販売面におきましては、不需要期の販売戦略をより一層強化し、収益の安定を図ってまいります。

  次期のきのこ生産量はブナピーを含め、ブナシメジが35,520ｔ（同2.5％増）、エリンギ15,150ｔ（同1.2％減）まい

たけ10,440ｔ（同0.5％減）を計画しております。
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  化成品事業におきましては、原材料の高騰が続いており収益を圧迫する懸念がありますが、新たな市場の開拓や提案

営業の強化を図り、収益の向上に取組んでまいります。

  健康食品関連事業につきましては、引き続き厳しい状況で推移することが予想されますが、アガリクスの新たな製品

開発や販売チャンネルの検討など収益向上に向け努力してまいる所存です。

(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547億28百万円となり、前連結会計年度末より18億69百万円増加いたしまし

た。これは主に、設備投資による有形固定資産36億7百万円等による固定資産の増加によるものであります。 

負債総額は182億29百万円となり、前連結会計年度末より５億64百万円増加いたしました。これは主に、支払手形

２億２百万円並びに設備支払手形１億69百万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364億98百万円となり、前連結会計年度末より13億４百万円の増加となりました。これは主

に、当期純利益36億19百万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49億99百万円となり、前連結会計年度末

より18億95百万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）

営業活動により増加した資金は77億74百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益62億70百万円、

減価償却費23億79百万円等による増加と、法人税等の支払額25億70百万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76億72百万円となりました。これは主に、投資有価証券の売却額１億28百万円等に

よる増加と、有形固定資産の取得による支出63億98百万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）

財務活動により減少した資金は15億60百万円となりました。これは主に、配当金の支払額15億82百万円等による減

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 平成20年３月 

自己資本比率（％) 74.7 75.4 66.6 66.7 

時価ベースの自己資本比率（％) 149.3 136.7 130.3  106.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％) 0.7 0.7 1.7 1.2 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍) 159.7 139.6 72.4 59.8

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還元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。

  今期の配当は中間配当10円を含め年間で50円（前期より２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全て空調等栽培管理の整った工場での室内栽培で生産されているため、年間を通じて

生産量は安定しており、突発的な事故や異変が起こら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、上半期は需要が低調に推移することから単価は安く、逆に下半期は需要が好調に推移

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、国内で販売されている野菜の多くは露地栽培で行なわれているため、天候、気候等にその作柄が影響され相

場が変動します。そのため当社において、きのこ生産は安定しておりますが、きのこの販売価格は野菜相場に左右さ

れやすく、経営成績が変動することがあります。

  食品衛生問題につきましては、昨年から企業による食品の偽装や賞味期限の不当表示などが発覚し、大きな社会問

題となりました。また、1月には中国産冷凍ギョーザの中毒事件が発生し、食の安全安心に関する意識がより一層高ま

りました。このような中、当社は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。

  その他、海外事業においては、現在米国及び台湾で工場を建設中ですが、現地の政治、経済情勢、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、ブナシメジ、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、ブナシメジ、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 
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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

質なきのこの生産に努めてまいりました。

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

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きましては、きのこ事業においてきのこの生産の拡大を図るため長野県佐久市にブナシメジの

工場（年間3,200ｔ）を建設し、平成21年９月からの出荷を予定しております。

  今後の工場の建設につきましては、きのこの需要動向をみながら、迅速に対応していくと共に、研究開発面におき

ましても、新たな品種の開発、改良等をよりスピードをもって取り組んでまいります。

  また、現在進めております海外事業につきましては、昨年より建設中の米国工場に続き、この４月より台湾での工

場建設に着手いたしました。

  米国市場におきましては、米国人の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、今後販売は拡大していくものと考えております。また、台湾市場は既にきのこを日常的に食べる食文

化があり、販売面においては大きな問題はないと認識しております。

  当社グループは今後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、将来のきのこ産業の拡大を見据え、海外を含め、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

  昨年より食品業界において食品の偽装や不当表示の問題が相次いで発生し、また、中国産冷凍ギョーザの中毒事件

に代表されるように、野菜をはじめとする食品の安全性が大きな関心を集めました。

  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、食の多様化に伴いより付加価

値の高い新製品の開発もスピードをもって行なってまいります。

今後の対処すべき課題のひとつとして、現在進めております海外事業が挙げられますが、当社の将来を見据える上で

グローバルな事業展開は不可欠のものと考えております。米国、台湾での工場建設は海外展開の足がかりと位置づけ

積極的な販売活動を展開する予定でおります。

  また、現在厳しい状況が続いております健康食品関連事業につきましては、新製品の投入や、特定保健用食品の取

得等により業績の回復を目指してまいる所存であります。

  当社グループは、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19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20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  7,135   5,701   

２．受取手形及び売掛金 ※２  2,566   2,336   

３．たな卸資産  3,666   3,282   

４. 繰延税金資産  454   471   

５．その他  98   55   

貸倒引当金  △11   △5   

流動資産合計  13,910 26.3  11,841 21.6 △2,068

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物及び構築物 ※１ 29,002   30,709    

減価償却累計額 10,312 18,689  11,330 19,379   

(2）機械装置及び運搬具 8,500   10,360    

減価償却累計額 4,785 3,715  5,832 4,527   

(3）土地 ※１  10,015   10,092   

(4）建設仮勘定  1,268   3,292   

(5）その他 946   1,012    

    減価償却累計額 710 236  771 240   

有形固定資産合計  33,924 64.2  37,532 68.6 3,607

２．無形固定資産  82 0.2  142 0.3 60

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券  4,295   4,085   

(2）繰延税金資産  2   351   

(3）その他  662   822   

貸倒引当金  △18   △48   

投資その他の資産合計  4,942 9.3  5,211 9.5 269

固定資産合計  38,949 73.7  42,886 78.4 3,937

資産合計  52,859 100.0  54,728 100.0 1,869
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前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20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  3,095   3,297   

２．短期借入金 ※１  9,500   9,500   

３．未払法人税等   2,568   2,652   

４．賞与引当金  585   606   

５．その他  1,909   2,076   

流動負債合計  17,658 33.4  18,133 33.1 474

Ⅱ　固定負債        

１．その他  6   96   

固定負債合計  6 0.0  96 0.2 90

負債合計  17,665 33.4  18,229 33.3 564

        

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   5,500 10.4  5,500 10.0  

２．資本剰余金   5,692 10.8  5,692 10.4  

３．利益剰余金   24,452 46.3  26,480 48.4 2,027

４．自己株式   △833 △1.6  △802 △1.5 31

　　株主資本合計   34,811 65.9  36,870 67.4 2,059

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  330 0.6  △97 △0.2 △427

２．為替換算調整勘定   52 0.1  △274 △0.5 △326

　　評価・換算差額等合計   382 0.7  △371 △0.7 △754

純資産合計   35,193 66.6  36,498 66.7 1,304

負債純資産合計   52,859 100.0  54,728 100.0 1,869
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(2）連結損益計算書

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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  39,926 100.0  42,277 100.0 2,351

Ⅱ　売上原価  26,489 66.3  27,050 64.0 560

売上総利益  13,437 33.7  15,227 36.0 1,790

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※１

※２
 7,686 19.3  8,171 19.3 485

営業利益  5,751 14.4  7,056 16.7 1,304

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息 166   166    

２. 受取配当金 38   53    

３. 受入助成金 126   445    

４. 投資有価証券売却益 169   46    

５. 受取地代家賃 －   109    

６．為替差益 76   －    

７．その他 69 646 1.6 24 846 2.0 199

Ⅴ　営業外費用        

１．支払利息 75   129    

２. 投資事業組合損失 11   1    

３．為替差損 － 87 0.2 555 686 1.6 598

経常利益  6,310 15.8  7,216 17.1 905

Ⅵ　特別利益        

１．貸倒引当金戻入 4   －    

２．固定資産売却益 0   2    

３. 受入保険金 － 4 0.0 23 25 0.1 21

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産売却損 0   10    

２．固定資産除却損 0   0    

３．投資有価証券評価損 8   171    

４. 役員退職慰労金 －   519    

５. 棚卸評価損 －   233    

６．その他 － 9 0.0 35 971 2.3 961

税金等調整前当期純利益  6,305 15.8  6,270 14.8 △34

法人税、住民税及び事業税 2,664   2,733    

法人税等調整額 △53 2,611 6.5 △82 2,650 6.3  

当期純利益  3,694 9.3  3,619 8.6 △74
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(3）連結株主資本等変動計算書

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）

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及び平成18年11月の取締役会決議による中間配当項目であります。
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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19年３月31日 残高 （百万円） 5,500 5,692 24,452 △833 34,811

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当   △1,582  △1,582

当期純利益   3,619  3,619

自己株式の取得    △5 △5

自己株式の処分   △9 36 27

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）
－ － 2,027 31 2,059

平成20年３月31日 残高 （百万円） 5,500 5,692 26,480 △802 36,870

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

連結会計年度中の変動額     

剰余金の配当    △1,582

当期純利益    3,619

自己株式の取得    △5

自己株式の処分    27

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額（純額）
△427 △326 △754 △754

連結会計年度中の変動額合計

                      （百万円）
△427 △326 △754 1,304

平成20年３月31日 残高 （百万円） △97 △274 △371 36,498
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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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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

6,305 6,270  

減価償却費 1,996 2,379  

貸倒引当金の増減額 0 24  

賞与引当金の増加額 56 21  

前払年金費用の増加額 △36 △15  

受取利息及び受取配当
金

△205 △220  

支払利息 75 129  

受入損害補償金 － △23  

役員退職慰労金 － 519  

為替差損益 △76 555  

投資事業組合損 11 1  

投資有価証券売却益 △169 △46  

投資有価証券評価損 8 171  

棚卸評価損 － 233  

有形固定資産売却損 0 7  

有形固定資産除却損 0 0  

売上債権の増減額 △581 229  

たな卸資産の増減額 75 150  

仕入債務の増減額 △24 201  

その他の流動資産増減
額

76 45  

その他の流動負債増減
額

230 21  

役員賞与の支払額 △0 －  

小計 7,743 10,658  

利息及び配当金の受取
額

205 220  

利息の支払額 △75 △129  

法人税等の支払額 △2,370 △2,570  

損害補償金の受取 － 23  

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

5,501 7,774 2,272
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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 △462  

有形固定資産の取得に
よる支出

△5,054 △6,398  

有形固定資産の売却に
よる収入

107 82  

投資有価証券の取得に
よる支出

△1,018 △760  

投資有価証券の売却に
よる収入

599 128  

貸付による支出 － △139  

その他の資産の取得に
よる支出

△252 △323  

その他の資産の売却に
よる収入

189 200  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△5,628 △7,672 △2,043

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 72,500 78,000  

短期借入金の返済によ
る支出

△66,100 △78,000  

自己株式の取得による
支出

△7 △5  

自己株式の売却による
収入

31 27  

配当金の支払額 △1,481 △1,582  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

4,942 △1,560 △6,503

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

117 △436 △554

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
減額

4,933 △1,895 △6,828

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

1,962 6,895 4,933

Ⅶ　現金及び現金同等物の期
末残高

6,895 4,999 △1,895
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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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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。      

  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

 

       

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

  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

                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

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
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(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

 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

 （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。

  これにより営業利益、経常利益及び税金

等調整前純利益はそれぞれ46百万円減少し

ております。

  なお、セグメント情報に与える影響は、

当該箇所に記載しております。

 （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。

  これにより営業利益、経常利益及び税金

等調整前純利益はそれぞれ28百万円減少し

ております。

  なお、セグメント情報に与える影響は、

当該箇所に記載しております。

 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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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。

 

  同左

 

(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．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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（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。 

（連結損益計算書）

１．「受取地代家賃」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「受取地代家賃」は39百万円

であります。

ホクト㈱（1379）平成 20 年３月期決算短信

－ 18 －



注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20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 2,093百万円

    土地 1,073百万円

計 3,166百万円

    建物及び構築物 1,963百万円

    土地 1,005百万円

計 2,969百万円

  （2）担保資産に対応する債務

         短期借入金                     9,500百万円

 ※２ 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

  （2）担保資産に対応する債務

         短期借入金               　  　9,500百万円

 ※２                    ――――

 

（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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 2,481百万円

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 

   

販売手数料 2,488百万円

運送費 2,492百万円

広告宣伝費 325百万円

給料手当 825百万円

賞与引当金繰入額 101百万円

退職給付費用 37百万円 

   

 ※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 158百万円

 ※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 147百万円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

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） 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。

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
（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
（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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当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20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） 392,218 2,611 17,200 377,629

合計 392,218 2,611 17,200 377,629

 (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。

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
（百万円）

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 38 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年11月13日

取締役会
普通株式 329 10 平成19年９月30日 平成19年12月10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
（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20年６月27日

定時株主総会
普通株式 1,319 利益剰余金 40 平成20年３月31日 平成20年６月30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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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

（平成20年３月31日現在）

現金及び預金勘定 5,701百万円

預入期間が３ケ月を超える定期預金 △702百万円

現金及び現金同等物 4,999百万円

（リース取引関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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

9,433 7,550 1,883

その他 127 71 56

合計 9,560 7,621 1,939

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

2,411 1,896 514

その他 133 99 33

合計 2,544 1,996 548

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 1,187百万円

１年超 565百万円

合計 1,752百万円

１年内 328百万円

１年超 236百万円

合計 565百万円

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 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

支払リース料 1,131百万円

減価償却費相当額 1,084百万円

支払利息相当額 21百万円

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）

544 169 －

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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当連結会計年度（平成20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 1,091 1,345 253

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 10 10 0

③　その他 － － －

(3）その他 426 448 22

小計 1,528 1,804 276

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 2,319 1,905 △413

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 298 272 △26

小計 2,617 2,178 △439

合計 4,145 3,982 △163

４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成19年４月１日　至 平成20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）

66 46 －

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 103

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18年４月１日　至平成19年３月31日）及び当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成

20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19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

退職給付債務（百万円）  1,273  1,417

(1）年金資産（百万円） 1,425 1,319

(2）前払年金費用（減算）（百万円） 153 169

(3）未認識数理計算上の差異（百万円） 2 267

３．退職給付費用に関する事項

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

退職給付費用（百万円）  147  146 

(1）勤務費用（百万円） 147 151

(2）利息費用（百万円） △23 △25

(3）期待運用収益（減算）（百万円） 30 35

(4）数理計算上の差異の費用処理額

（百万円） △8 △5

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19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20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）

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）

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　　 　        76,900株 普通株式　　　        162,600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 － －

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

 （注） 株式数に換算して記載しております。

(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   

前連結会計年度末  （株） － －

付与              （株） － －

失効              （株） － －

権利確定          （株） － －

未確定残          （株） － －

権利確定後   

前連結会計年度末  （株） 64,400 95,200

権利確定          （株） － －

権利行使          （株） － 20,000

失効              （株） 3,000 2,000

未行使残          （株） 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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当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

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６名及び従業員326名

ストック・オプション数 普通株式　　　                                   162,600株

付与日 平成16年３月19日

権利確定条件
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 －

権利行使期間 平成17年７月１日から平成20年６月30日まで

 （注） 株式数に換算して記載しております。

(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15年
ストック・オプション

権利確定前  

前連結会計年度末  （株） －

付与              （株） －

失効              （株） －

権利確定          （株） －

未確定残          （株） －

権利確定後  

前連結会計年度末  （株） 73,200

権利確定          （株） －

権利行使          （株） 17,200

失効              （株） 1,000

未行使残          （株） 55,000

②　単価情報

平成15年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 1,578

行使時平均株価　　　　　（円） 1,997

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19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20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 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

評価性引当額 △6百万円

繰延税金資産計 454百万円

未払事業税 197百万円

賞与引当金繰入超過額 243百万円

その他 34百万円

繰延税金資産小計 476百万円

評価性引当額 △5百万円

繰延税金資産計 471百万円

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

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

投資有価証券評価損 136百万円

減損損失 53百万円

その他 188百万円

  繰延税金資産小計 379百万円

評価性引当額 △27百万円

繰延税金資産計 351百万円

（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 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。

 

 

   

   

   

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

同左
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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、減価償却費及び資本的支出       

資産 49,670 2,835 355 52,860 △1 52,859

減価償却費 1,954 27 14 1,996 － 1,996

資本的支出 4,980 26 7 5,014 － 5,014

  （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 ブナシメジ、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。
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当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20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 36,735 5,411 130 42,277 － 42,277

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高
23 421 77 521 △521 －

計 36,758 5,832 208 42,799 △521 42,277

営業費用 29,942 5,500 280 35,723 △501 35,221

営業利益 6,816 332 △72 7,076 △20 7,056

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支出       

資産 51,474 2,950 302 54,728 － 54,728

減価償却費 2,334 30 13 2,379 － 2,379

資本的支出 5,882 101 0 5,984 － 5,984

  （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 ブナシメジ、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。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20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18年４月１日　至平成19年３月31日）及び当連結会計年度（自平成19年４月１日　至

平成20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 4.6
－ －

（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 4.6
－ －

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19年４月１日　至平成20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 － －

当社取締

役会長兼

ＣＥＯ

（財）水

野美術館

理事長

(被所有)

直接 1.5
－ －

（財）水野美

術館入場券の

購入

（注１）

10 －  

水野  雅義  － －

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 0.3
 －  －  寄付金 10 －  

　（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。

 

(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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

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

１株当たり純資産額 1,106.63円

１株当たり当期純利益金額 109.77円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額
109.73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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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） 3,694 3,619

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

（うち役員賞与） (－) (－)

普通株式に係る当期純利益（百万円） 3,694 3,619

普通株式の期中平均株式数（千株） 32,953 32,975

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） 18 11

（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）
(18) (11)

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）

該当なし

（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19年３月31日）

当事業年度
（平成20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 1,455 2,680  

２．受取手形  0 5  

３．売掛金 1,595 1,443  

４．製品 882 442  

５．原材料 4 －  

６．仕掛品 2,055 2,240  

７．貯蔵品 123 150  

８．繰延税金資産 429 446  

９．その他 371 266  

10．貸倒引当金 △9 △3  

流動資産合計 6,909 13.6 7,673 14.4 764

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物 ※１ 25,718 27,199

減価償却累計額 8,832 16,885 9,670 17,528  

２．構築物 1,788 1,927

減価償却累計額 1,122 665 1,243 683  

３．機械装置 7,825 9,655

減価償却累計額 4,225 3,599 5,243 4,412  

４．車輌運搬具 584 625

減価償却累計額 479 105 512 112  

５．工具器具備品 657 724

減価償却累計額 459 197 510 213  

６．土地 ※１ 9,259 9,336  

７．建設仮勘定 919 945  

８．貸与資産 ※１ 2,256  2,342   

減価償却累計額 359 1,896 418 1,923  

有形固定資産合計 33,529 65.9 35,156 66.1 1,626
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20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 61  

２．商標権 4 3  

３．ソフトウェア 18 36  

４．電話加入権 8 8  

無形固定資産合計 45 0.1 110 0.2 65

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 4,295 4,085  

２．関係会社株式 2,472 2,472  

３．出資金 13 13  

４．関係会社長期貸付金 3,001 2,547  

５．破産更生債権等 2 2  

６．長期前払費用 120 103  

７. 繰延税金資産 － 339  

８．その他 526 705  

９．貸倒引当金 △33 △54  

投資その他の資産合計 10,398 20.4 10,215 19.2 △183

固定資産合計 43,973 86.4 45,482 85.6 1,508

資産合計 50,882 100.0 53,155 100.0 2,272
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20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 1,331 1,522  

２．買掛金 226 232  

３．短期借入金 ※１ 9,500 9,500  

４．未払金 1,572 1,508  

５．未払消費税等 90 173  

６．未払費用 131 139  

７．未払法人税等 2,521 2,607  

８．預り金 19 26  

９．賞与引当金 533 556  

10．設備支払手形 15 185  

流動負債合計 15,942 31.3 16,451 30.9 508

Ⅱ　固定負債

１．繰延税金負債 7 －  

２. 長期未払金 － 91  

固定負債合計 7 0.0 91 0.2 84

負債合計 15,949 31.3 16,543 31.1 593

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   5,500 10.8  5,500 10.3  

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  5,692   5,692    

資本剰余金合計   5,692 11.2  5,692 10.7  

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  761   761    

(2）その他利益剰余金         

別途積立金  20,000   21,800    

繰越利益剰余金  3,482   3,758    

利益剰余金合計   24,244 47.6  26,320 49.5 2,076

４．自己株式   △833 △1.6  △802 △1.5 31

株主資本合計   34,602 68.0  36,710 69.1 2,107

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  330 0.6  △97 △0.2 △427

評価・換算差額等合計   330 0.6  △97 △0.2 △427

純資産合計   34,932 68.7  36,612 68.9 1,679

負債純資産合計   50,882 100.0  53,155 100.0 2,272
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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 34,575 34,575 100.0 36,780 36,780 100.0 2,205

Ⅱ　売上原価

１．製品期首たな卸高 981 882

２．当期製品製造原価 22,342 22,706

合計 23,324 23,588

３．他勘定振替高 ※１ 355 622

４．製品期末たな卸高 882 22,085 63.9 442 22,523 61.2 437

売上総利益 12,489 36.1 14,257 38.8 1,768

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．販売手数料 2,480 2,487

２．運送費 2,199 2,425

３．広告宣伝費 299 318

４．販売促進費 252 300

５．給料手当 682 729

６．賞与引当金繰入額 58 63

７．旅費交通費 77 85

８．消耗品費 19 22

９．減価償却費 53 71

10．試験研究費 ※２ 158 147

11．租税公課 105 103

12．貸倒引当金繰入額 21 14

13．その他 581 6,989 20.2 688 7,457 20.3 467

営業利益 5,499 15.9 6,800 18.5 1,300
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前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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 ※３ 107 138

２．受取配当金 ※３ 183 178

３．投資有価証券売却益 169 46

４．受入助成金 125 445

５. 受取家賃 ※３ 159 235

６．その他 105 851 2.5 23 1,066 2.9 215

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 75 129

２．貸与資産減価償却費 62 58

３. 為替差損 － 555

４．その他 11 149 0.4 1 745 2.0 595

経常利益 6,201 17.9 7,121 19.4 920

Ⅵ　特別利益

１. 固定資産売却益 0   2    

２．受入保険金 － 0 0.0 23 25 0.1 25

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損 0 9

２．投資有価証券評価損 8 171

３．子会社債権放棄損 400 －

４. 役員退職慰労金 － 519

５. 棚卸評価損 － 233

６．その他 0 409 1.2 36 971 2.6 561

税引前当期純利益 5,792 16.8 6,176 16.8 384

法人税、住民税及び事業税 2,533 2,584

法人税等調整額 △48 2,484 7.2 △76 2,508 6.8 23

当期純利益 3,307 9.6 3,667 10.0 360
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製造原価明細書

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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 3,272 14.7 3,828 16.7  

Ⅱ　労務費 ※２ 6,266 28.1 6,638 29.0  

Ⅲ　経費 ※３ 12,756 57.2 12,424 54.3  

当期総製造費用 22,295 100.0 22,891 100.0 595

期首仕掛品たな卸高 2,101 2,055  

計 24,397 24,946 549

期末仕掛品たな卸高 2,055 2,240  

当期製品製造原価 22,342 22,706 364

（脚注）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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 4,350百万円

賞与引当金繰入額 466百万円

給料手当 4,674百万円

賞与引当金繰入額 483百万円

※３．経費の主な内訳 ※３．経費の主な内訳

荷造包装費 2,250百万円

減価償却費 1,849百万円

リース料 2,378百万円

荷造包装費 2,466百万円

減価償却費 2,214百万円

リース料 1,020百万円
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（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及び平成18年11月の取締役会決議による中間配当項目であります。
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当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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

事業年度中の変動額

別途積立金の積立     1,800 △1,800    

剰余金の配当      △1,582 △1,582  △1,582

当期純利益      3,667 3,667  3,667

自己株式の取得        △5 △5

自己株式の処分      △9 △9 36 27

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）

－ － － － 1,800 276 2,076 31 2,107

平成20年３月31日　残高
（百万円）

5,500 5,692 5,692 761 21,800 3,758 26,320 △802 36,710

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

事業年度中の変動額

別途積立金の積立    

剰余金の配当   △1,582

当期純利益   3,667

自己株式の取得   △5

自己株式の処分   27

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

△427 △427 △427

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△427 △427 1,679

平成20年３月31日　残高
（百万円）

△97 △97 36,612
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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。

 (1）子会社株式

同左

(2）その他有価証券

時価のあるもの

同左

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
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

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

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 ５年～50年

機械装置 ２年～10年

 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、当事業

年度より、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。

   これにより営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益はそれぞれ46百万円減

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％に到達し

た事業年度の翌事業年度より、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。

  これにより営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益はそれぞれ26百万円減少

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

(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

ホクト㈱（1379）平成 20 年３月期決算短信

－ 43 －



項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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。

同左

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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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。

 ――――

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

※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

※１ 担保に供している資産

    建    物 1,804百万円

    土    地 686百万円

    貸与資産 478百万円

計 2,969百万円

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

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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158

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147

百万円であります。主なものは次のとおりであります。

支払手数料 52百万円

給料手当 50百万円

支払手数料 29百万円

給料手当 57百万円

※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             103百万円

※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利息             128百万円

関係会社よりの受取配当金           125百万円

関係会社からの受取家賃             125百万円
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（株主資本等変動計算書関係）

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。

当事業年度（自平成19年４月１日　至平成20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） 392,218 2,611 17,200 377,629

合計 392,218 2,611 17,200 377,629

 （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）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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 9,433 7,550 1,883

工具器具備品 127 71 56

合計 9,560 7,621 1,939

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 2,411 1,896 514

工具器具備品 133 99 33

合計 2,544 1,996 548

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 1,187百万円

１年超 565百万円

合計 1,752百万円

１年内 328百万円

１年超 236百万円

合計 565百万円

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 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

支払リース料 1,131百万円

減価償却費相当額 1,084百万円

支払利息相当額 21百万円

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18年４月１日  至 平成19年３月31日）及び当事業年度（自 平成19年４月１日  至 平成

20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19年３月31日）

当事業年度
（平成20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 187百万円

賞与引当金繰入超過額 214百万円

その他 27百万円

繰延税金資産計 429百万円

未払事業税 194百万円

賞与引当金繰入超過額 223百万円

その他 28百万円

繰延税金資産計 446百万円

②　固定の部 ②　固定の部

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

有価証券評価損 136百万円

その他 202百万円

繰延税金資産計 339百万円

（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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

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

１株当たり純資産額 1,110.09円

１株当たり当期純利益 111.23円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 111.20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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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） 3,307 3,667

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

（うち役員賞与） (－) (－)

普通株式に係る当期純利益（百万円） 3,307 3,667

期中平均株式数（千株） 32,953 32,975

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） 18 11

（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）
(18) (11)

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）

該当なし

（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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