
平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年8月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ホッカンホールディングス株式会社 上場取引所 東 札 

コード番号 5902 URL http://www.hokkanholdings.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 工藤 常史

問合せ先責任者 （役職名） 取締役 （氏名） 山崎 節昌 TEL 03-3213-5111
四半期報告書提出予定日 平成23年8月11日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 49,875 14.2 2,970 76.8 3,236 69.5 1,806 137.0
23年3月期第1四半期 43,668 8.7 1,679 72.5 1,909 57.3 762 16.0

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 1,806百万円 （205.2％） 23年3月期第1四半期 591百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 26.85 ―

23年3月期第1四半期 11.33 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 132,937 40,912 29.7
23年3月期 124,398 39,371 30.7

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  39,517百万円 23年3月期  38,227百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年3月期 ― 3.75 ― 3.75 7.50

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 3.75 ― 3.75 7.50

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
平成24年3月期の業績予想につきましては、本日（平成23年8月10日）公表いたしました「業績予想に関するお知らせ」をご覧ください。 

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) 92,000 2.4 4,000 △1.2 4,400 △2.9 2,200 12.1 32.70
通期 166,000 1.7 4,100 4.0 4,500 0.5 2,200 47.8 32.70



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資
料Ｐ.３「1.当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 67,346,935 株 23年3月期 67,346,935 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 70,100 株 23年3月期 68,538 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 62,277,576 株 23年3月期1Q 67,282,865 株
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当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、3月11日に発生した東日本大震災およびその後の電力

供給不足による企業活動の停滞や個人消費の低迷、また円高傾向の継続などにより、先行き不透明な状況

で推移いたしました。 

当第1四半期連結累計期間における清涼飲料業界の状況につきましては、コーヒー飲料は減少となりま

したが、東日本大震災による製品不足に対する増産等により、ミネラルウォーター、スポーツ飲料および

紅茶等が増加し、全体では前年同期を上回る実績となりました。 

  

（容器事業） 

飲料用スチール空缶につきましては、紅茶及び主力の缶コーヒー分野において、前年同期を上回る販売

となりました。 

食品缶詰用空缶につきましては、水産缶詰を主体に前年同期を上回る販売となりました。  

プラスチック製品につきましては、飲料用ペットボトル分野におきまして、無菌充填向けプリフォーム

（ボトル成形前の中間製品）販売への移行が進んだことおよび震災後のキャップ不足によるお客様の充填

調整等により、前年同期を下回る販売となりました。  

 また、プリフォームにつきましては、新規に受注を獲得するなど、前年同期を大きく上回る販売となり

ました。 

 食品用ペットボトルにつきましては、醤油等が増加したため前年同期を上回る販売となりました。 

 一般成形品および加工品につきましては、震災の影響等により農薬園芸製品および化粧品関連製品が減

少となりましたが、緊急援助物資としての水袋などの受注が急増したため、前年同期並みの販売となりま

した。 

 エアゾール用空缶につきましては、自動車用品や工業用品、塗料などが減少となりましたが、震災援助

物資としての燃料ボンベの大幅な増産および染毛剤や殺虫剤、消臭剤が好調でありましたため、前年同期

を上回る販売となりました。  

 美術缶につきましては、新製品を受注するなど、前年同期を若干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、13,854百万円と前年同期に比べ5.6％の増加となりました。  

  

（充填事業） 

ペットボトル製品につきましては、大型ペットボトル製品は、夏場の電力総量規制を見据えた先行生産

および新ラインの稼動により茶系飲料が増加したため前年同期を大きく上回る販売となりました。小型ペ

ットボトル製品は、茶系飲料、コーヒー飲料等が増加したことにより、前年同期を上回る販売となりまし

た。その結果、ペットボトル製品全体では前年同期を大きく上回る販売となりました。缶製品につきまし

ては、缶コーヒー、炭酸飲料が増加となりましたため、缶製品全体で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35,560百万円と前年同期に比べ16.9％の増加となりました。  

  

（機械製作事業） 

機械製作部門につきましては、自動車用クラッチ板の省力機械やプラスチックボトル用ブロー金型など

を受注したことにより、売上高は前年同期を上回る実績となりました。  

 以上の結果、機械製作事業全体の売上高は459百万円と前年同期に比べ215.1％の増加となりました。  

  

以上により、当第1四半期連結累計期間における売上高は、49,875百万円と前年同期比14.2％の増加と

なり、経常利益は3,236百万円（前年同期比69.5％増）、四半期純利益は1,806百万円（前年同期比

137.0％増）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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（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132,937百万円（前連結会計年度末は124,398百万

円）となり8,539百万円の増加となりました。これは預金の圧縮により、現金及び預金が減少（3,968百万

円から740百万円へ3,227百万円の減）したものの、第１四半期は販売数量が増加する時期であるため、受

取手形及び売掛金並びに電子記録債権が増加（27,460百万円から39,536百万円へ12,075百万円の増）した

ことが主な要因であります。 

（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92,025百万円（前連結会計年度末は85,026百万円）

となり6,998百万円の増加となりました。これは借入金が減少（45,369百万円から44,449百万円へ919百万

円の減）したものの、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（27,682百万円から35,360百万円へ7,678百万円の増）したことが主な要因であります。 

（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40,912百万円（前連結会計年度末は39,371百万

円）となり1,540百万円の増加となりました。これは主に四半期純利益1,806百万円の計上によるものであ

ります。 
  
  
  

平成24年3月期の連結業績予想つきましては、平成23年5月13日に公表いたしました「平成23年3月期決

算短信〔日本基準〕（連結）」において、東日本大震災の影響により合理的な算定が困難であったことか

ら未定としておりました。この度、 近の業績の動向等を踏まえ、業績予想を公表しております。詳細に

つきましては、本日（平成23年8月10日）公表いたしました「業績予想に関するお知らせ」をご覧くださ

い。 

  

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,968 740

受取手形及び売掛金 23,429 35,898

電子記録債権 4,031 3,638

商品及び製品 4,370 4,631

仕掛品 2,375 2,617

原材料及び貯蔵品 2,360 2,807

繰延税金資産 844 558

その他 2,361 3,100

貸倒引当金 △29 △22

流動資産合計 43,710 53,969

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 21,130 21,403

機械装置及び運搬具（純額） 21,024 23,384

土地 15,873 15,873

リース資産（純額） 729 687

建設仮勘定 4,795 508

その他（純額） 365 466

有形固定資産合計 63,919 62,323

無形固定資産 869 812

投資その他の資産   

投資有価証券 13,140 12,863

長期貸付金 1 0

繰延税金資産 664 877

その他 2,168 2,168

貸倒引当金 △77 △77

投資その他の資産合計 15,897 15,832

固定資産合計 80,687 78,967

資産合計 124,398 132,937
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 27,682 35,360

短期借入金 13,205 15,095

リース債務 345 337

未払法人税等 800 886

賞与引当金 723 278

災害損失引当金 400 181

その他 5,926 6,892

流動負債合計 49,084 59,033

固定負債   

長期借入金 32,163 29,354

リース債務 583 541

繰延税金負債 50 56

退職給付引当金 2,426 2,383

長期未払金 272 218

その他 446 437

固定負債合計 35,942 32,992

負債合計 85,026 92,025

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 16,192 17,753

自己株式 △22 △22

株主資本合計 38,006 39,567

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 214 △48

繰延ヘッジ損益 6 △1

その他の包括利益累計額合計 220 △50

少数株主持分 1,144 1,394

純資産合計 39,371 40,912

負債純資産合計 124,398 132,937
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 43,668 49,875

売上原価 38,841 43,559

売上総利益 4,826 6,315

販売費及び一般管理費 3,147 3,345

営業利益 1,679 2,970

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 133 116

持分法による投資利益 172 206

受取賃貸料 74 62

その他 46 68

営業外収益合計 427 454

営業外費用   

支払利息 169 148

その他 28 39

営業外費用合計 198 188

経常利益 1,909 3,236

特別利益   

貸倒引当金戻入額 19 －

災害損失引当金戻入額 － 54

その他 15 －

特別利益合計 34 54

特別損失   

固定資産除却損 45 20

減損損失 5 －

ゴルフ会員権評価損 1 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 680 －

その他 － 1

特別損失合計 733 22

税金等調整前四半期純利益 1,209 3,267

法人税、住民税及び事業税 344 930

法人税等調整額 △1 259

法人税等合計 343 1,189

少数株主損益調整前四半期純利益 865 2,078

少数株主利益 103 271

四半期純利益 762 1,806
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 865 2,078

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △241 △264

繰延ヘッジ損益 0 0

持分法適用会社に対する持分相当額 △33 △7

その他の包括利益合計 △274 △271

四半期包括利益 591 1,806

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 492 1,535

少数株主に係る四半期包括利益 99 270
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

   １．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円）

 
（注）１ セグメント利益の調整額△248百万円には、セグメント間取引消去42百万円、各報告セグメントに配分してい

ない全社費用△290百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社の一

般管理費であります。 

 ２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日) 

   １．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円）

 
（注）１ セグメント利益の調整額△355百万円には、セグメント間取引消去△45百万円、各報告セグメントに配分して

いない全社費用△310百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社の

一般管理費であります。 

 ２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

  

該当事項はありません。 
  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

【セグメント情報】

報告セグメント
調整額 
（注）１

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注）２容器事業 充填事業 機械製作事業 計

売上高

 (1) 外部顧客への売上高 13,114 30,408 145 43,668 ― 43,668

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

3,260 ― 840 4,100 △4,100 ―

計 16,374 30,408 986 47,768 △4,100 43,668

セグメント利益又は損失(△) 744 1,194 △11 1,927 △248 1,679

報告セグメント
調整額 
（注）１

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注）２容器事業 充填事業 機械製作事業 計

売上高

 (1) 外部顧客への売上高 13,854 35,560 459 49,875 ― 49,875

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

3,849 ― 737 4,586 △4,586 ―

計 17,703 35,560 1,197 54,461 △4,586 49,875

セグメント利益 840 2,478 6 3,326 △355 2,970

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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