
 
 
      株式会社ホッコク 

平成 21 年 11 月 16 日 

各 位 

  会 社 名 株式会社ホッコク       

代表者名 代表取締役 吉田 泰昌    

[JASDAQ コード 2906]          

問合せ先 取締役管理本部長 曽根 敏信 

TEL 03-5695-2005            

 

（数値データ追加）平成22年3月期 第2四半期決算短信 

 

 

平成21年11月13日に発表した標記開示資料について、添付していなかった数値データを追加

送信したします。 

以 上  

 



5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,978,552 1,824,748

受取手形及び売掛金 1,284,184 774,725

有価証券 1,893 －

商品及び製品 206,971 170,111

原材料及び貯蔵品 8,770 9,863

その他 551,314 540,166

貸倒引当金 △17,762 △12,170

流動資産合計 4,013,925 3,307,444

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,608,346 2,434,865

減価償却累計額 △1,749,093 △1,703,531

建物及び構築物（純額） 859,252 731,333

機械装置及び運搬具 134,715 128,514

減価償却累計額 △119,347 △116,339

機械装置及び運搬具（純額） 15,368 12,175

工具、器具及び備品 381,122 267,716

減価償却累計額 △193,706 △151,587

工具、器具及び備品（純額） 187,416 116,128

土地 2,219,699 2,164,899

その他 216,000 216,000

有形固定資産合計 3,497,737 3,240,537

無形固定資産 23,343 19,952

投資その他の資産   

長期貸付金 808,187 1,003,820

出資金 281,687 281,687

その他 909,687 691,490

貸倒引当金 △126,302 △122,997

投資その他の資産合計 1,873,259 1,854,001

固定資産合計 5,394,339 5,114,491

繰延資産 37,478 －

資産合計 9,445,743 8,421,935



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 495,514 470,838

短期借入金 557,156 417,122

未払法人税等 72,673 243,518

その他 416,059 331,941

流動負債合計 1,541,403 1,463,421

固定負債   

社債 1,150,000 135,000

長期借入金 493,849 375,229

退職給付引当金 1,975 27,179

役員退職慰労引当金 14,355 26,909

負ののれん 16,075 17,862

繰延税金負債 606,620 609,790

その他 267,454 250,674

固定負債合計 2,550,331 1,442,645

負債合計 4,091,735 2,906,066

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,877,500 1,877,500

資本剰余金 1,737,500 1,737,500

利益剰余金 1,980,359 2,134,270

自己株式 △234,096 △234,096

株主資本合計 5,361,262 5,515,173

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △11,037 －

評価・換算差額等合計 △11,037 －

新株予約権 3,766 －

少数株主持分 16 696

純資産合計 5,354,008 5,515,869

負債純資産合計 9,445,743 8,421,935



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,737,576 3,383,335

売上原価 858,244 1,680,281

売上総利益 879,332 1,703,053

販売費及び一般管理費 ※  1,083,925 ※  1,720,187

営業損失（△） △204,593 △17,133

営業外収益   

受取利息 4,498 46,593

受取配当金 15,041 21,594

受取手数料 － 40,730

投資有価証券売却益 7,192 －

有価証券運用益 － 27,750

その他 11,759 15,687

営業外収益合計 38,490 152,356

営業外費用   

支払利息 5,317 15,078

株式管理費用 8,038 6,762

持分法による投資損失 － 14,338

為替差損 － 18,234

その他 7,774 6,508

営業外費用合計 21,130 60,923

経常利益又は経常損失（△） △187,233 74,299

特別利益   

固定資産売却益 2,335,566 －

賞与引当金戻入額 － 5,331

受取補償金 － 17,250

その他 28 －

特別利益合計 2,335,594 22,581

特別損失   

固定資産除却損 25,790 30

減損損失 4,706 12,561

退職給付制度終了損 － 23,370

店舗閉鎖損失 － 16,121

その他 1,323 13

特別損失合計 31,820 52,099

税金等調整前四半期純利益 2,116,540 44,782

法人税、住民税及び事業税 938,372 64,154

法人税等調整額 △43,176 26,716

法人税等合計 895,196 90,871

少数株主損失（△） － △679

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,221,344 △45,409



【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,014,155 2,159,863

売上原価 508,078 1,016,909

売上総利益 506,077 1,142,953

販売費及び一般管理費 ※  629,117 ※  933,255

営業利益又は営業損失（△） △123,040 209,697

営業外収益   

受取利息 3,850 23,415

受取配当金 7,561 9,183

受取手数料 － 40,433

有価証券運用益 － △1,985

その他 5,684 5,453

営業外収益合計 17,097 76,499

営業外費用   

支払利息 3,203 9,570

株式管理費用 2,878 1,706

持分法による投資損失 － 3,600

為替差損 － 18,374

その他 7,454 3,676

営業外費用合計 13,536 36,928

経常利益又は経常損失（△） △119,478 249,268

特別利益   

固定資産売却益 105 －

受取補償金 － 17,250

その他 △95 －

特別利益合計 10 17,250

特別損失   

固定資産除却損 5,781 －

減損損失 － 1,632

その他 － 13

特別損失合計 5,781 1,646

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△125,250 264,872

法人税、住民税及び事業税 △25,385 58,438

法人税等調整額 △1,654 △4,586

法人税等合計 △27,039 53,852

少数株主損失（△） － △137

四半期純利益又は四半期純損失（△） △98,211 211,157



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 2,116,540 44,782

減価償却費 44,258 94,449

減損損失 4,706 12,561

有形固定資産売却損益（△は益） △2,335,566 13

固定資産除却損 25,790 30

のれん償却額 87,953 －

負ののれん償却額 － △1,786

投資有価証券売却損益（△は益） △7,192 －

有価証券運用損益（△は益） － △27,750

店舗閉鎖損失 1,323 16,045

株式報酬費用 － 3,766

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,329 8,833

持分法による投資損益（△は益） 819 14,338

社債発行費 4,140 －

社債発行費償却 － 2,677

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,423 △25,203

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,249 △12,553

受取利息及び受取配当金 △19,539 △68,187

支払利息 5,317 12,096

売上債権の増減額（△は増加） △2,670 △595,909

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,657 △3,432

差入保証金の増減額（△は増加） △18,587 △149,376

その他の流動資産の増減額（△は増加） △233,108 △49,564

その他の固定資産の増減額（△は増加） 572 3,357

破産更生債権等の増減額（△は増加） 836 274

仕入債務の増減額（△は減少） 3,778 24,495

未払金の増減額（△は減少） 96,071 58,037

未払費用の増減額（△は減少） 4,719 △1,426

預り保証金の増減額（△は減少） △47,787 7,460

その他の流動負債の増減額（△は減少） 34,711 △1,081

小計 △238,067 △633,051

利息及び配当金の受取額 19,791 66,017

利息の支払額 △5,613 △10,885

法人税等の支払額 △6,091 △235,878

営業活動によるキャッシュ・フロー △229,981 △813,797



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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 △110,000 △300

定期預金の払戻による収入 110,000 50,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△1,599,601 －

投資有価証券の取得による支出 △80,000 －

営業譲受による支出 △58,974 △151,000

投資有価証券の売却による収入 25,891 －

有価証券の売却による収入 － 87,856

貸付けによる支出 △940,000 △212,730

貸付金の回収による収入 720,633 211,608

有形固定資産の取得による支出 △277,540 △220,840

有形固定資産の売却による収入 2,769,439 15

無形固定資産の取得による支出 △1,093 △3,905

店舗撤退に伴う支出 △1,323 △16,045

その他 － 16,665

投資活動によるキャッシュ・フロー 557,431 △238,675

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） 100,000 99,980

長期借入れによる収入 － 320,000

長期借入金の返済による支出 △31,740 △161,346

社債の発行による収入 145,859 1,039,844

社債の償還による支出 △10,000 △25,000

配当金の支払額 △21,336 △14,243

自己株式の取得による支出 △69,450 －

その他 － △4,173

財務活動によるキャッシュ・フロー 113,332 1,255,061

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 440,782 202,588

現金及び現金同等物の期首残高 895,703 1,763,748

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 916

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  1,336,485 ※  1,967,252
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