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2014年3月期 第2四半期決算

2014年3月期 業績予想

決算概要決算概要

通期見通し通期見通し

従来予想を据置き。従来予想を据置き。

2,378▲5.72,243純利益

4,636▲15.33,929経常利益

3,865▲14.93,291営業利益

88,9300.989,768売上高

前年同期比
伸び率

2012年9月期2013年9月期

3,0421.93,100当期純利益

5,9640.66,000経常利益

4,9371.35,000営業利益

166,9810.0167,000売上高

通期実績
前期比
伸び率

通期見通し

2013年3月期2014年3月期

単位：百万円、％

売上高は各セグメント増減あるも、海外事売上高は各セグメント増減あるも、海外事
業等が寄与し前年比業等が寄与し前年比0.90.9％増加。％増加。

営業利益、経常利益については、原材料営業利益、経常利益については、原材料
費、エネルギーコスト上昇による容器セグ費、エネルギーコスト上昇による容器セグ
メントの不振を受け、それぞれメントの不振を受け、それぞれ14.914.9％、％、
15.315.3％減少。％減少。

純利益は特別損失の減少が寄与し、純利益は特別損失の減少が寄与し、
前年同期比前年同期比5.75.7％減少に留まる。％減少に留まる。

単位：百万円、％
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ACTIVEACTIVE--５５ 数値計画数値計画

財務計画財務計画

売上高売上高

売上売上//利益計画利益計画

営業利益営業利益

営業利益率営業利益率

ROEROE

12/312/3期実績期実績

1,7311,731億円億円

4646億円億円

2.72.7％％

5.95.9％％

1,6691,669億円億円

4949億円億円

3 .03 .0％％

7.17.1％％

1,6701,670億円億円

5050億円億円

3.03.0％％

1,8501,850億円億円

7575億円億円

4.14.1％％

7.07.0％％

6.96.9％増％増

62.262.2％増％増

13/313/3期実績期実績 14/314/3期期 見通し見通し 16/316/3期期 計画計画 1212--16 16 成長率成長率

有利子負債有利子負債

自己資本比率自己資本比率

流動比率流動比率

12/312/3期実績期実績 13/313/3期実績期実績 13/913/9実績実績

464464億円億円

29.929.9％％

96.896.8％％

435435億円億円

33.333.3％％

100.5100.5％％

437437億円億円

34.434.4％％

91.091.0％％

16/316/3期期 計画計画

300300億円億円

40.040.0％％

100.0100.0％％
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ACTIVEACTIVE--５５ 基本戦略基本戦略

１．TPS(トータル・パッケージング・システム）

２．環境

３．海外事業

４．新規事業（M&A)

５．グループ経営

６．情報システム
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トピックストピックス １１

20122012年年1212月商業生産を開始。清涼飲料市場の拡大月商業生産を開始。清涼飲料市場の拡大

を背景に受注は順調に推移。これを受け第を背景に受注は順調に推移。これを受け第22ラインライン

増設を決定し、増設を決定し、20142014年年1212月稼動を目指す。月稼動を目指す。

新ライン生産能力新ライン生産能力 ：：120120百万本百万本//年年 ※※500500ｍｌサイズ換算ｍｌサイズ換算

22ライン合計生産能力：ライン合計生産能力：240240百万本百万本//年年

PT.PT.ホッカン・インドネシアホッカン・インドネシア 第２ライン増設決定第２ライン増設決定

PTPTホッカンインドネシア全景ホッカンインドネシア全景 続々と出荷される製品続々と出荷される製品
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トピックストピックス ２２

事業拡大の一環として水充填ライン及び缶飲料充事業拡大の一環として水充填ライン及び缶飲料充

填・高速ラインの合計填・高速ラインの合計22ラインを増設。一方既存のラインを増設。一方既存の

缶飲料充填ラインは廃棄し、生産数量増加及び生缶飲料充填ラインは廃棄し、生産数量増加及び生

産性向上を狙う。缶飲料充填・高速ラインは産性向上を狙う。缶飲料充填・高速ラインは20142014

年年44月、水充填ラインは月、水充填ラインは55月生産開始予定。月生産開始予定。

西日本キャンパック西日本キャンパック 飲料充填ライン増設飲料充填ライン増設

写真中央：西日本キャンパック空撮図写真中央：西日本キャンパック空撮図 基礎工事は順調に進行中基礎工事は順調に進行中
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トピックストピックス ３３

情報セキュリティ・マネジメントシステム（情報セキュリティ・マネジメントシステム（ISMSISMS、、ISO/IEC 27001:2005ISO/IEC 27001:2005）認証取得）認証取得

日本キャンパックにおいて、情報セキュリティ・日本キャンパックにおいて、情報セキュリティ・

マネジメントシステム（マネジメントシステム（ISMSISMS）の国際規格であ）の国際規格であ

るるISO/IEC 27001:2005ISO/IEC 27001:2005の認証を取得しました。の認証を取得しました。

これにより情報管理体制の強化が実現し、これにより情報管理体制の強化が実現し、情情

報の信頼性確保、報の信頼性確保、情報漏洩リスク情報漏洩リスクのの低減低減などなど

が実現されるが実現されることになり、お客ことになり、お客さまにさまに安心して安心して

お取引いただくお取引いただくことことが可能となります。が可能となります。加えて、加えて、

事業継続を支える事業継続を支えるITIT--BCPBCP（（ITIT事業継続計画）事業継続計画）

の運用をより有効なものにすることが可能になの運用をより有効なものにすることが可能にな

ります。ります。あああああああああああああああ
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中期経営計画中期経営計画ACTIVEACTIVE--５５ 進捗まとめ進捗まとめ

・ エネルギーコスト、輸入原材料価格の上昇等、当初の想定から

事業環境は大きく変化

・ 既存事業：設備更新による利益体質改善を継続

・ 海外事業：インドネシア事業開始、ベトナム事業完全子会社化

・ 新規事業：機械製作合弁会社設立、及び化粧品製造会社をグループ化

・ 2016年3月期目標達成に向け更なるスピード感を持って実行
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20201414年年33月期月期 第２四半期第２四半期決算及び決算及び
財務状況詳細財務状況詳細
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セグメントセグメント別概要①別概要①

容器事業：売上高 24,362百万円 前年同期比 ｰ4.7％

飲料用ペットボトル

プリフォーム

食品用プラスチックボトル

一般成形品

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
事
業

イワシサバ飲料用スチール缶

農産缶詰

エアゾール缶

美術缶

ス
チ
ー
ル
缶
事
業

缶コーヒー分野における好調な受注 前年度比プラス

海外からの製品輸入の影響

ブランドオーナー内製化による影響

食用油ボトルの販売低迷

化粧品関連、農薬・園芸品関連は販売好調
食器洗剤用ボトルは販売不調

前年度比マイナス

前年度比マイナス

前年度比マイナス

前年度比マイナス

前年度比マイナス

前年同水準

ギフト商品低迷 前年度比マイナス

水産缶詰 前年度比マイナス

天候要因による原材料事情の悪化

ブランドオーナー内製化による影響

猛暑によるサバ、サンマ等 水揚げ遅れの影響
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セグメントセグメント別概要②別概要②

充
填
事
業

機
械
製
作
事
業

機械製作部門

エンジニアリング部門

充填事業：売上高 62,733百万円 前年同期比＋0.2 ％

機械製作事業：売上高 664百万円 前年同期比-9.6％

缶製品 天候不順、景気の悪化

大型ペットボトル

小型ペットボトル

新製品の受注好調 前年度比プラス

定期メンテナンスの影響により減産 前年度比マイナス

新製品受注、及び麦茶、緑茶、ウーロン茶の増産 前年度比プラス

カタログ製品、省力機械、金型製作の販売不調

グループ内工事を受注

前年度比マイナス

前年度比プラス

そ
の
他

海外事業

構内作業

PTホッカン・インドネシアでの順調な受注

グループ会社である㈱ワークサービスを連結化

その他：売上高 2,008百万円
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営業利益営業利益

セグメントセグメント別概要③別概要③

単位：百万円

容器事業：原材料費、エネルギーコスト上昇により容器事業：原材料費、エネルギーコスト上昇により989989百万円減益百万円減益

充填事業：前年同期と同水準充填事業：前年同期と同水準 66百万円減益百万円減益

機械事業：エンジニアリング部門の売上増により機械事業：エンジニアリング部門の売上増により7878百万円増益百万円増益

3,8653,291 連結

▲594▲547消去

－5 3,851 713 186 83 3,845 ▲276営業利益

－1,577 －713 820 2,301 －6,429 セグメント間

－735 62,634 25,560 2,008 664 62,733 24,362 外部顧客向け

－2,312 62,634 31,744 2,828 2,965 62,733 30,791 売上高

製作事業事業製作事業事業
その他

機械充填容器
その他

機械充填容器

2012年9月期2013年9月期
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連結連結損益計算書損益計算書

売上高売上高
838838百百万円万円増加増加

海外事業等が寄与し売上増加海外事業等が寄与し売上増加

営業利益営業利益
574574百万百万円円減少減少

容器事業における原材料、エネ容器事業における原材料、エネ
ルギーコスト上昇の影響を受けルギーコスト上昇の影響を受け
減少減少

経常利益経常利益
707707百万円減少百万円減少

営業外収支の影響もあり減少営業外収支の影響もあり減少

純利益純利益
135135百万円減少百万円減少

単位：百万円、％

2.72,378▲5.72.52,243純利益

4.64,095▲5.84.33,858税引前利益

0.6541▲81.50.1100特別損失

00－030特別利益

5.24,636▲15.34.43,929経常利益

0.4338▲15.10.3287営業外費用

1.21,109▲16.61.0925営業外収益

4.33,865▲14.93.73,291営業利益

7.86,9143.38.07,143販管費

12.110,780▲3.211.610,435売上総利益

87.978,1491.588.479,333売上原価

100.088,9300.9100.089,768売上高

百分比
前年同期比

伸び率百分比

2012年9月期2013年9月期
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連結貸借対照表連結貸借対照表

総資産は総資産は前期末比前期末比2,4952,495百万円百万円増加増加

33.144,95335.547,81836.750,407純資産

21.028,44123.131,12517.824,473長期借入金

12.917,4639.212,38514.019,266短期借入金

22.931,10321.328,75421.429,441仕入債務

100.0135,668100.0134,862100.0137,358総資産

44.560,34544.760,31943.359,443有形固定資産

6.48,7117.29,7287.29,875棚卸資産

30.841,82027.336,75026.836,805売上債権

構成比構成比構成比

2012年9月末2013年3月末2013年9月末

単位：百万円、％

有利子負債は有利子負債は前期末比前期末比 228228百万円百万円増加増加
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連結有利子負債の推移連結有利子負債の推移

有利子負債依存度は連結決算開始以来、最低となる有利子負債依存度は連結決算開始以来、最低となる3311.8%.8%

自己資本比率は前期末比で自己資本比率は前期末比で1.1.11%%増加し増加し、、3344..44%%となる。となる。
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29.928.6

23.6 22.3

28.6
30.6 29.0

33.3

31.8

34.339.941.5
43.2

52.2
49.3

40.0

32.3

0

200

400

600

800

1,000

00
/3

01
/3

02
/3

03
/3

04
/3

05
/3

06
/3

07
/3

08
/3

09
/3

10
/3

11
/3

12
/3

13
/3

13
/9

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0
有利子負債（左軸）

自己資本比率（右軸）
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30.730.7
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連結キャッシュフロー計算書連結キャッシュフロー計算書

営業活動によるキャッシュフローは営業活動によるキャッシュフローは 前年同期比前年同期比1,4271,427百万円増加百万円増加

投資活動によるキャッシュフローは投資活動によるキャッシュフローは 前年同期比▲前年同期比▲1,2141,214百万円減少百万円減少

財務活動によるキャッシュフローは財務活動によるキャッシュフローは 前年同期比前年同期比798798百万百万円円増加増加

現金及び現金同等物に係わる換算差額は現金及び現金同等物に係わる換算差額は 前年同期比前年同期比4848百万円増加百万円増加

この結果、手元キャッシュはこの結果、手元キャッシュは 前年同期比前年同期比1,1831,183百万円増加百万円増加

単位：百万円

48▲50▲1現金及び現金同等物に係る換算差額

1,1835321,715現金及び現金同等物の期末残高

1,060▲1,063▲3現金及び現金同等物の増減額

798▲884▲86財務活動によるキャッシュフロー

▲1,214▲4,101▲5,315投資活動によるキャッシュフロー

1,4273,9725,400営業活動によるキャッシュフロー

増減額2012年9月期2013年9月期
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連結決算：連結決算：20201414年年33月期見通し月期見通し

売上高は前期と同水準の売上高は前期と同水準の167,000167,000百万円を見込む。百万円を見込む。

単位：百万円、％

3,0422,3781.93,1002,243当期純利益

5,9644,6360.66,0003,929経常利益

4,9373,8651.35,0003,291営業利益

166,98188,9300.0167,00089,768売上高

通期
実績

上期
実績

前期比
通期

見通し
上期
実績

2013年3月期2014年3月期

営業利益営業利益//経常利益についても前期と同水準を見込む。経常利益についても前期と同水準を見込む。

当期純利益は従来予想当期純利益は従来予想3,1003,100百万円を据置き百万円を据置き
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連結設備投資連結設備投資

20201144年年33月期月期 予想予想

容器事業：容器事業： 製缶関連設備等製缶関連設備等 50 50 億円億円

充填事業：充填事業： ペットボトル充填関連設備等ペットボトル充填関連設備等 33 33 億円億円

808292 90 74 79 87 減価償却費

836788 90 141 45 40 設備投資額

見通し実績実績実績実績実績実績

2014/32013/32012/32011/32010/32009/32008/3

単位：億円
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[[参考参考] ] 経経 営営 成成 績績
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要約連結貸借対照表要約連結貸借対照表

31.639,37131.843,01035.547,818純資産

68.385,02668.292,16564.587,043負債合計

25.932,16323.631,85523.131,125長期借入金

28.935,94226.836,25626.435,654
固定負債

10.613,20510.714,5029.212,385短期借入金

22.327,68224.132,63621.328,754仕入債務

39.549,08441.455,90938.151,389流動負債

100.0124,398100.0135,176100.0134,862総資産

51.463,91946.362,63344.760,319有形固定資産

64.980,68760.081,04461.783,199固定資産

7.39,1056.89,1847.29,728棚卸資産

22.127,46029.039,15627.336,750売上債権

3.23,9681.21,5951.11,470預金・現金

35.143,71040.054,13238.351,663流動資産

構成比構成比構成比

2011年3月期2012年3月期2013年3月期

単位：百万円、％
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要約連結損益計算書要約連結損益計算書

▲32.61,48855.02,30631.93,042純利益

▲25.52,48283.44,55110.35,019税引前利益

85.92,030▲55.79006.1955特別損失

35036166.796▲90.69特別利益

1.44,47719.65,35511.45,964経常利益

▲19.7738▲0.77336.8783営業外費用

5.01,27315.11,46523.51,810営業外収益

▲4.43,94217.34,6236.84,937営業利益

1.412,1925.812,8992.913,273販管費

▲0.116,1348.617,5223.918,210売上総利益

4.6147,1045.8155,601▲4.4148,770売上原価

4.1163,2386.1173,123▲3.5166,981売上高

前期比前期比前期比

2011年3月期2012年3月期2013年3月期

単位：百万円、％
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要約連結キャッシュフロー計算書要約連結キャッシュフロー計算書

―▲299▲13現金及び現金同等物に係る換算差額

3,9681,5951,470現金及び現金同等物の期末残高

2,167▲2,372▲125現金及び現金同等物の増減額

9,8581,290▲970長期借入金の純増減額

▲16,622▲300▲1,948短期借入金の純増減額

▲7,4531,418▲3,775財務活動によるキャッシュフロー

832626有形固定資産の売却による収入

▲8,352▲9,534▲5,061有形固定資産の取得による支出

▲8,830▲10,375▲6,650投資活動によるキャッシュフロー

▲1,765▲1,765▲3,121仕入債務の増減額

▲1,302▲80▲527棚卸資産の増減額

8,635▲11,8372,530売上債権の増減額

671463341有形固定資産除売却損益

636582520支払利息

8,9929,1978,309減価償却費

2,4824,5515,019税引前当期純利益

18,4516,88310,314営業活動によるキャッシュフロー

2011年3月期2012年3月期2013年3月期

単位：百万円
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［参考］［参考］ 会会 社社 概概 要要
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プロフィールプロフィール

ホッカンホールディングス株式会社ホッカンホールディングス株式会社

HOKKAN HOLDINGS LIMITEDHOKKAN HOLDINGS LIMITED

商号商号

東京都千代田区丸の内二丁目２番２号東京都千代田区丸の内二丁目２番２号本店所在地本店所在地

東証一部・札証東証一部・札証 （証券コード：（証券コード：59025902））株式株式

（（11）） 容器事業容器事業

（（22）） 充填事業充填事業

（（33）） 機械製作事業機械製作事業

（（44）） その他その他

事業概要事業概要

110110億億8686百万円百万円資本金資本金

大正大正1010年年1010月月2323日日創業年月日創業年月日

工藤工藤 常史常史代表取締役社長代表取締役社長

昭和２０年代の北海製罐昭和２０年代の北海製罐

製造の金属缶製造の金属缶
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経営経営理念理念

１．１．容器・充填容器・充填・機械製作・機械製作を通じて社会・文化に貢献する事をグループのアイデンを通じて社会・文化に貢献する事をグループのアイデン

ティティとしティティとしかつ、スピード感に溢れ、透明性の高い連邦型経営を推し進める事かつ、スピード感に溢れ、透明性の高い連邦型経営を推し進める事

によりによりグループ企業価値・株主価値の最大化を図る。グループ企業価値・株主価値の最大化を図る。

２．品質本位に最善の努力を行い、最高の商品を提供する企業グループとして特長２．品質本位に最善の努力を行い、最高の商品を提供する企業グループとして特長

ある技術・ビジネスモデル等の開発に努め、かつ、地球環境を大切とし広く社会・ある技術・ビジネスモデル等の開発に努め、かつ、地球環境を大切とし広く社会・

経済の発展に寄与する。経済の発展に寄与する。
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ホッカンホールディングスホッカンホールディングス
（持株会社）（持株会社）

北海製罐北海製罐
（容器事業）（容器事業）

オーエスマシナリーオーエスマシナリー
（機械製作事業（機械製作事業））

日本キャンパック日本キャンパック
（充填事業）（充填事業）

西日本キャンパック西日本キャンパック
（充填事業）（充填事業）

日本キャンパック日本キャンパック

マレーシアマレーシア
（充填事業）（充填事業）

日本キャンパック日本キャンパック
ベトナムベトナム

（充填事業）（充填事業）

トーモクトーモク
（段ボール・紙器事業等）（段ボール・紙器事業等）

東証１部上場（東証１部上場（3946)3946)

トーウンサービストーウンサービス

（物流事業）（物流事業）

ユニバーサル製缶ユニバーサル製缶
（飲料缶事業）（飲料缶事業）

ホッカン・グループ紹介ホッカン・グループ紹介

ホッカンホールディングス本社ホッカンホールディングス本社

親密なパートナー親密なパートナー 持分法適用会社持分法適用会社

KEKE・・OSOSマシナリーマシナリー昭和製器昭和製器
（飲料缶・食缶）（飲料缶・食缶）

日東製器日東製器
（食缶・エアゾール）（食缶・エアゾール）

東都成型東都成型
（化成品容器）（化成品容器）

ワークサービスワークサービス
（請負事業）（請負事業）

ホッカン・インドネシアホッカン・インドネシア
（容器製造・充填事業）（容器製造・充填事業）

ホッカン・タイホッカン・タイ
（容器製造・販売）（容器製造・販売）

コスメサイエンスコスメサイエンス
((化粧品製造・販売化粧品製造・販売))
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ホッカンホールディングスホッカンホールディングス 東京都東京都

本社と各社工場本社と各社工場

北海製罐 岩槻工場

オーエスマシナリーオーエスマシナリー

北海道北海道 小樽工場小樽工場

群馬県群馬県 群馬工場群馬工場

静岡県静岡県 KEKE・・OSOSマシナリーマシナリー

日本キャンパック日本キャンパック

群馬県群馬県 第一工場第一工場

第二工場第二工場

赤城工場赤城工場

利根川工場利根川工場

岐阜県岐阜県 西日本キャンパック西日本キャンパック

マレーシアマレーシア 日本キャンパック・マレーシア日本キャンパック・マレーシア

ベトナムベトナム 日本キャンパック・ベトナム日本キャンパック・ベトナム

日本キャンパック 利根川工場

OSマシナリー 群馬工場

北海製罐北海製罐

北海道北海道 小樽工場（昭和製器）小樽工場（昭和製器）

群馬県群馬県 明和工場（日東製器）明和工場（日東製器）

千代田工場千代田工場

館林事業所館林事業所

東都成型東都成型

埼玉県埼玉県 岩槻工場岩槻工場

中央研究所中央研究所

コスメサイエンスコスメサイエンス

滋賀県滋賀県 滋賀事業所滋賀事業所

インドネシアインドネシア ホッカン・インドネシアホッカン・インドネシア

タイタイ ホッカン・タイホッカン・タイ
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沿沿 革革

昭和昭和3030年代の北海製罐年代の北海製罐
函館工場と北洋漁業風景函館工場と北洋漁業風景

東都成型㈱東都成型㈱ 設立設立19541954年年

日東製器㈱日東製器㈱ 設立設立19601960年年

日本キャンパック日本キャンパック 利根川工場竣工利根川工場竣工
日本キャンパック日本キャンパック 利根川工場第２ライン竣工利根川工場第２ライン竣工
キアンジュ・キャンパックキアンジュ・キャンパック ベトナム設立ベトナム設立
PT.PT.ホッカンインドネシアホッカンインドネシア 設立設立
KEKE・・OSOSマシナリー設立マシナリー設立
キアンジュ・キャンパック・ベトナムを子会社化キアンジュ・キャンパック・ベトナムを子会社化 日本キャンパック・ベトナムへ名称変更日本キャンパック・ベトナムへ名称変更
ホッカン・タイ設立ホッカン・タイ設立
株式会社コスメサイエンスを子会社化株式会社コスメサイエンスを子会社化

20062006年年
20072007年年
20072007年年
20112011年年
20122012年年

20132013年年

三菱マテリアル㈱と共同で飲料用アルミ缶製造・販売会社であるユニバーサル製缶㈱設立三菱マテリアル㈱と共同で飲料用アルミ缶製造・販売会社であるユニバーサル製缶㈱設立

会社分割による純粋持株会社へ移行会社分割による純粋持株会社へ移行20052005年年

日本キャンパック日本キャンパック 赤城工場竣工赤城工場竣工
日本キャンパック日本キャンパック マレーシア設立マレーシア設立

19971997年年

日本たばこ産業㈱と共同出資にて飲料充填会社である㈱ジェイティキャニングを設立日本たばこ産業㈱と共同出資にて飲料充填会社である㈱ジェイティキャニングを設立
（（20022002年に連結子会社とし、社名を㈱西日本キャンパックへ変更）年に連結子会社とし、社名を㈱西日本キャンパックへ変更）
北海製罐北海製罐 千代田工場竣工千代田工場竣工
日本キャンパック日本キャンパック 第２工場竣工第２工場竣工

19881988年年

19891989年年

㈱小樽製作所㈱小樽製作所 設立（現オーエスマシナリー㈱）設立（現オーエスマシナリー㈱）
㈱ワークサービス㈱ワークサービス 設立設立

19741974年年
19851985年年

㈱日本キャンパック㈱日本キャンパック 設立、翌年第１工場竣工設立、翌年第１工場竣工19731973年年

北海製罐北海製罐 岩槻工場竣工岩槻工場竣工19711971年年

企業再建整備計画により小樽工場およびその付属設備を分離し北海製罐（株）を設立企業再建整備計画により小樽工場およびその付属設備を分離し北海製罐（株）を設立 資本金資本金5,0005,000万円、本社万円、本社
は東京に設立は東京に設立 東京証券取引所に上場東京証券取引所に上場
小樽電解工業㈱小樽電解工業㈱ 設立設立 （現昭和製器㈱）（現昭和製器㈱）

19501950年年

過度の経済力集中排除法に基づき、経済力集中企業に指定される過度の経済力集中排除法に基づき、経済力集中企業に指定される19481948年年

製缶業者８社大合同により新たに東洋製罐（株）設立（旧北海製罐倉庫（株）は小樽工場となる）製缶業者８社大合同により新たに東洋製罐（株）設立（旧北海製罐倉庫（株）は小樽工場となる）19411941年年

北海製罐倉庫（株）創立北海製罐倉庫（株）創立 資本金資本金100100万円、本社小樽万円、本社小樽19211921年年
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当資料に記載された内容は、当資料に記載された内容は、20201313年年1212月現在において一般的に認識月現在において一般的に認識

されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した経営計されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した経営計

画に基づいて作成されておりますが、経営環境の変化等の事由により画に基づいて作成されておりますが、経営環境の変化等の事由により

、予告なしに変更される可能性があります。また、業績見通し等の数値、予告なしに変更される可能性があります。また、業績見通し等の数値

はその正確性を保証するものではありません。投資に際しての最終的はその正確性を保証するものではありません。投資に際しての最終的

なご判断は、ご自身でなされるようお願い致します。なご判断は、ご自身でなされるようお願い致します。

お問合せ先：お問合せ先：

ホッカンホールディングス株式会社ホッカンホールディングス株式会社

取締役取締役 山崎山崎 節昌節昌

℡：０３－３２１３－５１１１℡：０３－３２１３－５１１１

注意事項注意事項


