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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 44,200 ― 860 ― 981 ― 540 ―

20年3月期第1四半期 41,616 1.8 1,473 5.0 1,209 △5.5 572 △27.8

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 8.04 ―

20年3月期第1四半期 8.50 ―

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

21年3月期第1四半期 136,887 41,169 29.4 597.34
20年3月期 129,511 40,484 30.6 588.12

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  40,201百万円 20年3月期  39,583百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 3.75 ― 3.75 7.50
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 3.75 ― 3.75 7.50

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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 88,000 △0.7 2,700 △15.6 2,500 △14.7 1,200 △10.3 17.83
通期 165,000 △2.2 3,200 △11.8 2,500 △13.6 800 △24.9 11.89

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  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注） 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1. 平成20年5月15日に公表いたしました連結業績予想は、本資料において第2四半期連結累計期間及び通期の予想数値を修正しております。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作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって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、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 3. 連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
2. 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  67,346,935株 20年3月期  67,346,935株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  45,164株 20年3月期  40,852株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  67,304,524株 20年3月期第1四半期  67,318,570株
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【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期連結会計期間におけるわが国経済は、輸出は増加傾向にあり、個人消費も底堅く推移したもの

の、米国経済の減速やエネルギー・原材料価格高の影響などから企業収益は減少し、景気全体としては減速

基調となりました。 

　当第1四半期連結会計期間における清涼飲料業界の状況につきましては、炭酸飲料と缶コーヒーを主体とし

たコーヒー飲料は堅調に推移したものの、梅雨入りが例年より早かった影響などにより茶系飲料及びスポー

ツドリンク飲料は減少となりました。 

（容器事業）

飲料用スチール空缶につきましては、主力の缶コーヒー分野において、お客様の販売動向の変化により前

年同期を若干下回る販売となりました。また、プラスチック製品につきましては、飲料用ペットボトルにつ

いて、主力の500mlペットボトルが積極的な営業活動を展開したことにより増加したものの、280mlペットボ

トルがお客様によるアセプティック充填の拡大の影響を受けたため、前年同期を下回る販売となりました。 

　食品缶詰用空缶につきましては、水産缶詰が原料価格の高騰などにより前年同期を下回る販売となり、農

産缶詰におきましては、ほぼ前年並みの販売となりました。 

　食品用ペットボトルにつきましては、醤油分野における需要が落ち込んだため減少しましたが、食用油分

野が増加したため前年同期を若干上回る販売となりました。 

　エアゾール用空缶につきましては、殺虫剤や工業用品が減少となりましたが、害虫用殺虫剤や室内消臭剤、

エアコン洗浄剤などが増加したことにより、前年同期並みの販売となりました。 

　美術缶につきましては、贈答用品の低迷が続いており、業界全体として前年割れの状況が続いております

が、当社グループにつきましては、新容器の提案、積極的な営業活動による新規受注の獲得により、前年同

期を上回る販売となりました。 

　以上の結果、容器事業全体の売上高は12,160百万円となりました。 

（充填事業）

ペットボトル製品につきましては、小型ペットボトル製品が昨年度から生産を開始しましたミネラルウォ

ーターは増加したものの、お客様による自社生産の比率が上がった影響などによりスポーツドリンク飲料は

減少となり、小型ペットボトル製品全体では減少となりました。また、大型ペットボトル製品につきまして

も小型ペットボトルと同様にスポーツドリンク飲料が減少となりました。その結果、ペットボトル製品全体

では前年同期を下回る販売となりました。しかしながら缶製品につきましては、微糖を中心とした缶コーヒ

ーや炭酸飲料が堅調に推移したことにより増加となりましたため、充填事業全体としては前年同期を上回る

販売となりました。 

　以上の結果、充填事業全体の売上高は31,655百万円となりました。 

（機械製作事業）

機械製作部門につきましては、グループ会社からの受注は低調でありましたものの、グループ会社以外へ

の機械販売が堅調に推移し、液体小袋充填機につきましても積極的な営業活動を行ったことから、売上高は

前年同期を上回る状況となりました。 

　一方、エンジニアリング部門につきましては、グループ会社からの受注が減少したことにより、売上高は

前年同期を下回りました。 

　以上の結果、機械製作事業全体の売上高は383百万円となりました。 

以上により、当第1四半期連結会計期間における内部売上を消去した連結総売上高は、44,200百万円と前年

同期比6.2％の増加となり、経常利益は、981百万円（前年同期比18.8％減）、四半期純利益は、540百万円

（前年同期比5.5％減）となりました。
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2. 連結財政状態に関する定性的情報

（総資産）
当第１四半期連結会計期間末における総資産の残高は136,887百万円（前連結会計年度末は129,511百万

円）となり7,375百万円の増加となりました。これは主に第１四半期は販売数量が増加する時期であるため、
受取手形及び売掛金が増加（30,775百万円から38,225百万円へ7,450百万円の増）したことによるものであ
ります。

（負債）
当第１四半期連結会計期間末における負債の残高は95,717百万円（前連結会計年度末は89,027百万円）と

なり6,689百万円の増加となりました。これは主に第１四半期は生産数量が増加し、原材料の購入が増加する
時期であるため、買掛金が増加（26,169百万円から29,431百万円へ3,261百万円の増）及び借入金が増加
（53,736百万円から57,360百万円へ3,623百万円の増）したことによるものであります。
（純資産）

当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は41,169百万円（前連結会計年度末は40,484百万円）
となり685百万円の増加となりました。これは主に四半期純利益540百万円の計上及びその他有価証券評価
差額金の増加（842百万円から1,159百万円へ317百万円の増）、配当金の支払い252百万円によるものであり
ます。

（キャッシュ・フローの状況）
キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローで3,441百万円の減少、投資活動

によるキャッシュ・フローで602百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローで3,361百万円の増加が
ありました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費1,938百万円及び仕入債務の増加3,261百万円がありま

したものの、売掛債権の増加に伴う資金の減少額7,406百万円が主な減少要因であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、製缶設備及びプラスチック製品製造設備、充填設備の更新拡充に

伴う有形固定資産の取得による支出523百万円が主な減少要因であります。
財務活動によるキャシュ・フローは、長期及び短期借入金の返済2,626百万円の支出がありましたものの、

短期借入れによる収入6,250百万円が主な増加要因であります。
この結果、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は682百万円減少し、3,219百万円となりま

した。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
第2四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、一層のコスト削減及び製品価格改正に取り組

んでおりますが、期初の想定を上回るスチール・プラスチック材料等の原材料価格の上昇及びエネルギーコ
スト高騰の影響を受けますので、平成20年5月15日に公表いたしました業績予想を修正いたします。
　なお、個別業績予想につきましては、平成20年5月15日に公表いたしました業績予想に変更はありません。

平成21年3月期第2四半期連結累計期間連結業績予想数値の修正（平成20年4月1日～平成20年9月30日）

売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 四半期純利益
１株当たり
四半期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

　 前回発表予想（Ａ） 88,000 3,200 3,000 1,500 22.29

　 今回修正予想（Ｂ） 88,000 2,700 2,500 1,200 17.83

　 増減額（Ｂ-Ａ） ― △500 △500 △300 ―

　 増減率 ― △15.6% △16.7% △20.0% ―

　（ご参考）前期第2四半期実績
88,640 3,197 2,930 1,337 19.87

　（平成20年3月期第2四半期）

平成21年3月期連結業績予想数値の修正（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

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

　 前回発表予想（Ａ） 165,000 3,700 3,000 1,100 16.34

　 今回修正予想（Ｂ） 165,000 3,200 2,500 800 11.89

　 増減額（Ｂ-Ａ） ― △500 △500 △300 ―

　 増減率 ― △13.5% △16.7% △27.3% ―

　 （ご参考）前期実績
168,757 3,628 2,893 1,065 15.82

　 （平成20年3月期）
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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)

該当事項はありません。
(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

棚卸資産の評価方法
当第1四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地

棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。
(3) 四半期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
 ① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連
結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

 ② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）
を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、低価法から原価法（収益性の低下によ
る簿価切下げの方法）に変更しております。
　これによる損益に与える影響はありません。

（追加情報）

   平成20年度の法人税法改正に伴い、連結子会社は機械装置について、当第１四半期連結会計期間より耐
用年数の変更を行っております。
　これにより、従来の耐用年数によった場合と比べ、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益
は、それぞれ13百万円減少しております。
　なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しております。

決算短信 2008年08月11日 09時08分 07645xe01_in 3ページ （Tess 1.10 20080626_01）

4



ホッカンホールディングス㈱(5902)平成21年3月期 第1四半期決算短信

5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

　         (単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

　資産の部

　 流動資産

　 現金及び預金 3,219 3,902

　 受取手形及び売掛金 38,225 30,775

　 商品及び製品 4,333 4,630

　 仕掛品 2,786 2,300

　 原材料及び貯蔵品 2,389 2,022

　 繰延税金資産 406 544

　 その他 2,999 1,922

　 貸倒引当金 △ 46 △ 43

　 流動資産合計 54,313 46,054

　 固定資産

　 有形固定資産

　 建物及び構築物（純額） 20,219 20,558

　 機械装置及び運搬具（純額） 24,142 25,275

　 土地 15,539 15,545

　 建設仮勘定 558 438

　 その他（純額） 846 858

　 有形固定資産合計 61,305 62,676

　 無形固定資産 379 382

　 投資その他の資産

　 投資有価証券 17,860 17,165

　 長期貸付金 21 23

　 繰延税金資産 949 1,136

　 その他 2,121 2,138

　 貸倒引当金 △ 63 △ 65

　 投資その他の資産合計 20,888 20,398

　 固定資産合計 82,573 83,457

　 資産合計 136,887 129,511
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

　負債の部

　 流動負債

　 買掛金 29,431 26,169

　 短期借入金 33,203 27,306

　 未払法人税等 179 598

　 賞与引当金 260 659

　 その他 4,969 4,078

　 流動負債合計 68,044 58,812

　 固定負債

　 長期借入金 24,156 26,430

　 繰延税金負債 11 8

　 退職給付引当金 3,140 3,225

　 長期未払金 360 535

　 その他 2 15

　 固定負債合計 27,672 30,215

　 負債合計 95,717 89,027

　純資産の部

　 株主資本

　 資本金 11,086 11,086

　 資本剰余金 10,750 10,750

　 利益剰余金 17,061 16,773

　 自己株式 △ 16 △ 15

　 株主資本合計 38,882 38,595

　 評価・換算差額等

　 その他有価証券評価差額金 1,159 842

　 繰延ヘッジ損益 159 145

　 評価・換算差額等合計 1,319 988

　 少数株主持分 968 900

　 純資産合計 41,169 40,484

　負債純資産合計 136,887 129,511
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(2) 【四半期連結損益計算書】

　                (単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
  至 平成20年６月30日)

売上高 44,200

売上原価 40,156

売上総利益 4,043

販売費及び一般管理費 3,183

営業利益 860

営業外収益

　受取利息 1

　受取配当金 90

　持分法による投資利益 143

　受取賃貸料 72

　その他 72

　営業外収益合計 380

営業外費用

　支払利息 212

　その他 46

　営業外費用合計 258

経常利益 981

特別損失

　固定資産除却損 22

　たな卸資産廃棄損 44

　前期損益修正損 17

　リース解約損 22

　特別損失合計 107

税金等調整前四半期純利益 874

法人税、住民税及び事業税 153

法人税等調整額 100

法人税等合計 254

少数株主利益 78

四半期純利益 540
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

　       (単位：百万円)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
  至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

　税金等調整前四半期純利益 874

　減価償却費 1,938

　貸倒引当金の増減額（△は減少） 3

　賞与引当金の増減額（△は減少） △ 398

　退職給付引当金の増減額（△は減少） △ 84

　受取利息及び受取配当金 △ 91

　支払利息 212

　持分法による投資損益（△は益） △ 143

　有形固定資産除売却損益（△は益） 22

　売上債権の増減額（△は増加） △ 7,406

　たな卸資産の増減額（△は増加） △ 556

　その他の資産の増減額（△は増加） △ 873

　仕入債務の増減額（△は減少） 3,261

　その他の負債の増減額（△は減少） 703

　未払消費税等の増減額（△は減少） 24

　その他 △ 174

　小計 △ 2,687

　利息及び配当金の受取額 91

　利息の支払額 △ 241

　法人税等の支払額 △ 604

　営業活動によるキャッシュ・フロー △ 3,441

投資活動によるキャッシュ・フロー

　有形固定資産の取得による支出 △ 523

　有形固定資産の売却による収入 7

　貸付けによる支出 △ 72

　貸付金の回収による収入 1

　その他 △ 16

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 602

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 6,250

　短期借入金の返済による支出 △ 73

　長期借入金の返済による支出 △ 2,553

　自己株式の取得による支出 △ 1

　配当金の支払額 △ 252

　少数株主への配当金の支払額 △ 7

　財務活動によるキャッシュ・フロー 3,361

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 682

現金及び現金同等物の期首残高 3,902

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,219
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

    該当事項はありません。

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

容器事業
(百万円)

充填事業
(百万円)

機械製作事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

　売上高

　(1) 外部顧客に

　 対する売上高
12,160 31,655 383 44,200 ― 44,200

　(2) セグメント間の内部

　 売上高又は振替高
3,140 ― 548 3,689 △3,689 ―

計 15,301 31,655 932 47,889 △3,689 44,200

　営業利益又は営業損失(△) 143 976 △18 1,100 △240 860

（注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。
　 ２ 各事業の主な製品

　 （1）容器事業…………各種缶詰用空缶及びプラスチック容器

　 （2）充填事業…………飲料の受託充填

　 （3）機械製作事業……専用機械・金型などの製造

　  （追加情報）

  【定性的情報・財務諸表等】「４.その他」に記載のとおり、平成20年度の法人税法改正に伴い、連結子会社は機

械装置について、当第１四半期連結会計期間より耐用年数の変更を行っております。

　これにより、従来の耐用年数によった場合と比べ、営業利益は、容器事業が13百万円減少しております。

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30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。

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

　 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　 該当事項はありません。
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「参考資料」

前四半期にかかる財務諸表

（1）（要約）四半期連結損益計算書

科 目

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
  至 平成19年６月30日)

金額（百万円）

売上高 41,616

売上原価 37,011

売上総利益 4,605

販売費及び一般管理費 3,132

営業利益 1,473

営業外収益 208

　受取利息 15

　受取配当金 77

　その他 115

営業外費用 472

　支払利息 224

　持分法投資損失 215

　その他 32

経常利益 1,209

特別利益 14

特別損失 47

税金等調整前四半期純利益 1,176

法人税、住民税及び事業税 298

法人税等調整額 170

少数株主利益 135

四半期純利益 572
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（2）（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
  至 平成19年６月30日)

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

　税金等調整前四半期純利益 1,176

　減価償却費 2,076

　受取利息及び受取配当金 △ 93

　支払利息 224

　有形固定資産売却益 △0

　有形固定資産除売却損 47

　売上債権の増減額 △ 5,592

　たな卸資産の増減額 △ 896

　仕入債務の増減額 2,445

　その他 △ 300

　小計 △ 913

　利息及び配当金の受取額 87

　利息の支払額 △ 228

　法人税等の支払額 △ 560

　営業活動によるキャッシュ・フロー △ 1,615

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　有形固定資産の取得による支出 △ 1,018

　有形固定資産の売却による収入 0

　投資有価証券の取得による支出 △ 35

　その他 △ 112

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,165

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 5,200

　長期借入れによる収入 300

　長期借入金の返済による支出 △ 2,918

　配当金の支払額 △ 252

　その他 △ 8

　財務活動によるキャッシュ・フロー 2,320

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △ 459

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 3,743

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 3,284
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