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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 43,522 △0.1 976 △44.5 1,309 △37.1 773 △35.1
25年3月期第1四半期 43,550 △12.7 1,759 △40.8 2,082 △35.7 1,191 △34.0

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 1,518百万円 （62.7％） 25年3月期第1四半期 933百万円 （△48.3％）

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

26年3月期第1四半期 11.50 ―
25年3月期第1四半期 17.71 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 139,412 49,244 33.1
25年3月期 134,862 47,818 33.3
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  46,089百万円 25年3月期  44,865百万円

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

25年3月期 ― 3.75 ― 3.75 7.50
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 3.75 ― 3.75 7.50

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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  ：  無   

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) 86,000 △3.3 2,800 △27.6 3,400 △26.7 1,600 △32.7 23.78
通期 167,000 0.0 5,000 1.3 6,000 0.6 3,100 1.9 46.08



(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 
・本資料に記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、当社と
してその実現を約束する趣旨のものではありません。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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご
覧ください。 

※  注記事項

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） 26年3月期1Q 67,346,935 株 25年3月期 67,346,935 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 76,190 株 25年3月期 75,225 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 67,271,309 株 25年3月期1Q 67,274,223 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、安倍政権の経済政策アベノミクスへの期待などから

消費者マインドが改善し、個人消費は底堅く推移しました。また、輸出も円安の追い風により米国向けを

中心に持ち直すなど、企業の業況感も一部で改善の動きが見られる状況となりました。 

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、コーヒー飲料および紅茶は減

少となりましたが、スポーツ飲料が気温の上昇により好調に推移いたしました。また、新製品が順調に伸

びた炭酸飲料、ミネラルウォーターおよび緑茶が増加し、全体では前年同期を上回る実績となりました。

食品缶詰業界の状況につきましては、水産缶詰が円安による輸入原料の高騰や海水温が高い影響で、サ

バやイワシなどの水揚げが減少し減産となりました。 

  

（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業界では前年同期を下回る状況の

なか、受注製品の販売が好調でありましたため、前年同期を上回る結果となりました。 

食品缶詰用空缶につきましては、水産缶詰の減少により、前年同期を下回る結果となりました。 

プラスチック容器につきましては、積極的な営業活動を続けてまいりましたが、飲料用ペットボトル及

び無菌充填向けプリフォーム（ボトル成形前の中間製品）ともに前年同期を下回る結果となりました。 

 食品用ペットボトルにつきましては、醤油ボトルにおいては前年並みの販売となりましたが、食用油ボ

トルが中元商品の販売が減少したため、前年同期を下回る結果となりました。 

 一般成形品につきましては、バッグインボックスは前年並みの販売となりましたが、台所用洗剤の落ち

込みにより、前年を下回る結果となりました。 

 エアゾール用空缶につきましては、殺虫剤関連が順調に推移いたしましたものの、消臭剤などの家庭用

品や燃料ボンベ缶が減少したため、前年を下回る販売となりました。 また、美術缶につきましては、ギ

フト用品の低迷などにより前年同期を下回る結果となりました。  

 以上の結果、容器事業全体の売上高は、11,651百万円と前年同期に比べ7.7％の減少となりました。  

  

（充填事業） 

缶製品につきましては、リシール缶（ボトル缶）が新製品獲得に向けた受注活動により増加し、また、

炭酸製品につきましても増加となりましたため、前年同期を上回る結果となりました。 

 ペットボトル製品につきましては、無菌充填システムによるアセプティック製品が設備の定期修理等に

より減産となりましたものの、ホットパック用大型および小型ペットボトル製品が麦茶・緑茶・ウーロン

茶等で大きく増産となりましたため、前年同期を上回る結果となりました。  

 以上の結果、充填事業全体の売上高は、30,781百万円と前年同期に比べ0.2％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、充填機等の受注により前年同期並みの販売となりましたが、金型製作事

業が減少となりましたため、前年同期を下回る結果となりました。 

 エンジニアリング部門におきましては、グループ内における各種工事等の受注がありましたものの、国

内の設備投資低迷の影響などにより、前年同期を下回る結果となりました。 

 以上の結果、機械製作事業全体の売上高は、189百万円と前年同期に比べ6.7％の減少となりました。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明
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（その他） 

インドネシアにおいて、受託充填事業を営んでおりますPT.HOKKAN INDONESIA（ホッカン・インドネシ

ア社）は、ミルク入りコーヒー飲料（２５０ｍｌ）等を順調に受注しております。また、当第１四半期連

結会計期間より、主に工場内の運搬作業等を行っております株式会社ワーク・サービスを連結の範囲に含

めたことにより、その他全体の売上高は、899百万円となりました。 

  

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、43,522百万円と前年同期比0.1％の減少とな

り、営業利益は976百万円（前年同期比44.5％減）、経常利益は1,309百万円（前年同期比37.1％減）、四

半期純利益は773百万円（前年同期比35.1％減）となりました。 

  

  

（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139,412百万円（前連結会計年度末は134,862百万

円）となり4,550百万円の増加となりました。これは現金及び預金が減少（1,470百万円から695百万円へ

775百万円の減）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

びに電子記録債権の増加（36,751百万円から41,119百万円へ4,368百万円の増）及び所有株式の株価上昇

等により投資有価証券が増加（17,632百万円から18,629百万円へ997百万円の増）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90,168百万円（前連結会計年度末は87,043百万円）

となり3,124百万円の増加となりました。これは設備関係未払金が減少（1,909百万円から696百万円へ

1,212百万円の減）したものの、借入金の増加（43,510百万円から46,747百万円へ3,236百万円の増）及び

買掛金が増加（28,754百万円から29,842百万円へ1,088百万円の増）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49,244百万円（前連結会計年度末は47,818百万

円）となり1,425百万円の増加となりました。これは主に四半期純利益773百万円の計上、その他有価証券

評価差額金が増加（2,490百万円から2,945百万円へ455百万円の増）したことが主な要因であります。 
  
  
  

平成26年3月期の第2四半期連結累計期間および通期の業績予想につきましては、平成25年5月10日に公

表いたしました業績予想に変更はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,470 695

受取手形及び売掛金 33,652 35,845

電子記録債権 3,098 5,273

商品及び製品 5,328 5,106

仕掛品 2,191 2,346

原材料及び貯蔵品 2,209 2,229

繰延税金資産 758 957

その他 2,975 3,194

貸倒引当金 △20 △20

流動資産合計 51,663 55,628

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 20,733 21,243

機械装置及び運搬具（純額） 20,044 19,401

土地 15,788 15,791

リース資産（純額） 1,037 1,125

建設仮勘定 2,360 1,869

その他（純額） 356 394

有形固定資産合計 60,319 59,825

無形固定資産 1,404 1,417

投資その他の資産   

投資有価証券 17,632 18,629

長期貸付金 517 516

繰延税金資産 95 94

その他 3,347 3,425

貸倒引当金 △118 △124

投資その他の資産合計 21,474 22,541

固定資産合計 83,199 83,784

資産合計 134,862 139,412
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 28,754 29,842

短期借入金 12,385 17,580

リース債務 338 359

未払法人税等 1,142 490

賞与引当金 800 349

その他 7,968 7,790

流動負債合計 51,389 56,413

固定負債   

長期借入金 31,125 29,166

リース債務 956 1,009

繰延税金負債 277 552

退職給付引当金 2,296 2,248

長期未払金 208 98

その他 790 679

固定負債合計 35,654 33,754

負債合計 87,043 90,168

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 20,532 21,226

自己株式 △23 △24

株主資本合計 42,345 43,039

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,490 2,945

繰延ヘッジ損益 △5 △3

為替換算調整勘定 34 108

その他の包括利益累計額合計 2,519 3,050

少数株主持分 2,953 3,154

純資産合計 47,818 49,244

負債純資産合計 134,862 139,412
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 43,550 43,522

売上原価 38,387 39,059

売上総利益 5,162 4,462

販売費及び一般管理費 3,402 3,486

営業利益 1,759 976

営業外収益   

受取利息 1 2

受取配当金 135 97

持分法による投資利益 277 312

受取賃貸料 43 16

その他 36 39

営業外収益合計 495 469

営業外費用   

支払利息 133 119

その他 39 16

営業外費用合計 172 135

経常利益 2,082 1,309

特別利益   

固定資産売却益 0 －

投資有価証券売却益 － 30

特別利益合計 0 30

特別損失   

固定資産除却損 33 44

減損損失 5 －

その他 0 0

特別損失合計 38 44

税金等調整前四半期純利益 2,043 1,294

法人税、住民税及び事業税 526 462

法人税等調整額 146 △118

法人税等合計 673 344

少数株主損益調整前四半期純利益 1,370 950

少数株主利益 178 176

四半期純利益 1,191 773
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,370 950

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △169 429

繰延ヘッジ損益 0 4

為替換算調整勘定 △251 107

持分法適用会社に対する持分相当額 △16 26

その他の包括利益合計 △437 568

四半期包括利益 933 1,518

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 833 1,304

少数株主に係る四半期包括利益 99 214
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 該当事項はありません。 
  

 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24年４月１日 至 平成24年６月30日) 

  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 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、海外事業であります。 

 ２ セグメント利益の調整額△285百万円には、セグメント間取引消去26百万円、各報告セグメントに配分してい

ない全社費用△312百万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。 

 ３ セグメント利益又は損失（△）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25年４月１日 至 平成25年６月30日) 

  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 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、海外事業及び工場内運搬作業等

の請負業であります。 

 ２ セグメント利益の調整額△273百万円には、セグメント間取引消去39百万円、各報告セグメントに配分してい

ない全社費用△313百万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。 

 ３ セグメント利益又は損失（△）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。 

  

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額 
（注）２

四半期連結

損益計算書

計上額 

（注）３
容器
事業

充填
事業

機械製作

事業
計

売上高

 外部顧客への売上高 12,625 30,722 202 43,550 ― 43,550 ― 43,550

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

2,766 ― 602 3,368 ― 3,368 △3,368 ―

計 15,391 30,722 804 46,918 ― 46,918 △3,368 43,550

セグメント利益又は損失（△） 235 1,902 △56 2,082 △36 2,045 △285 1,759

報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額 
（注）２

四半期連結

損益計算書

計上額 

（注）３
容器
事業

充填
事業

機械製作

事業
計

売上高

 外部顧客への売上高 11,651 30,781 189 42,622 899 43,522 ― 43,522

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

2,796 ― 929 3,726 410 4,136 △4,136 ―

計 14,448 30,781 1,118 46,348 1,309 47,658 △4,136 43,522

セグメント利益又は損失（△） △503 1,714 △17 1,192 56 1,249 △273 976

― 8 ―

ホッカンホールディングス㈱（5902） 平成26年3月期 第1四半期決算短信




