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（百万円未満切捨て） 
１．平成 19 年９月中間期の連結業績（平成 19 年４月１日～平成 19 年９月 30 日） 
(1)連結経営成績                              （％表示は対前年中間期増減率） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 百万円   ％ 百万円    ％ 百万円   ％ 百万円    ％

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

6,474  12.9 
5,733  △0.6 

664  476.2
115  △41.8

639 559.4 
97  △49.8 

610 865.6
63  △59.6

19 年３月期 12,210   － 546    － 510    － 364    －
 

 
１株当たり中間 

（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり

中 間 （ 当 期 ） 純 利 益

  円 銭  円 銭

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

21 54  
2  23  

─
─

19 年３月期 12  85  ─
(参考) 持分法投資損益 19年９月中間期  ─百万円  18年９月中間期  ─百万円  19年３月期  ─百万円 
 
(2)連結財政状態 

 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

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

9,491   
9,127   

3,799  
3,110  

39.8  
33.9  

133   30 
109  8 

19 年３月期 9,470   3,433  36.0  120  35 
(参考) 自己資本   19 年９月中間期  3,781 百万円  18 年９月中間期 3,094 百万円  19 年３月期 3,413 百万円 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高          

 百万円 百万円 百万円 百万円

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

260   
303   

△172  
△387  

△190   
△145   

940  
812  

19 年３月期 837   △485  △351   1,042  

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 
第１ 

四半期末 
中間期末 

第３ 
四半期末 

期末 年間 

  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭

19 年３月期 ─ ─ ─ 3  50 3  50  

20 年３月期 ─ 1  50   

20 年３月期（予想）   ─ 3  50 
5  00  

※平成 20 年３月期中間期末配当金の内訳 特別配当１円 50 銭 
 
３．平成 20 年３月期の連結業績予想（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 

（％表示は対前期増減率） 
 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

通 期 13,200  8.1 990  81.3 950  86.3 860 136.3 30  32 
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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）  無 
 
(2) 中間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（中間連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更  有 
② ①以外の変更   有 

〔(注)詳細は、16 ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。〕 
 
(3) 発行済株式数（普通株式） 

①期末発行済株式数(自己株式を含む) 19 年９月中間期 28,373,005 株 18 年９月中間期 28,373,005 株 
                  19 年３月期   28,373,005 株 
②期末自己株式数          19 年９月中間期    8,302 株 18 年９月中間期    6,856 株 

 19 年３月期       7,234 株 
 (注) 1 株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、24 ページ「１株当

たり情報」をご覧ください。 
 
 
(参考)個別業績の概要 
 

１.平成 19 年９月中間期の個別業績(平成 19 年４月１日～平成 19 年９月 30 日) 
(1)個別経営成績                           （％表示は対前年中間期増減率） 

 売 上 高     営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 百万円   ％ 百万円    ％ 百万円      ％ 百万円      ％

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

6,306   13.4
5,561   △0.5

654  498.8
109  △39.9

632 599.6 
90  △49.2 

610 913.1
60  △59.8

19 年３月期 11,844    － 517    － 478    － 346    －
 

 １株当たり中間 

（当期）純利益 

 円 銭

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

21   52 
2   12 

19 年３月期 12   23 
 

(2)個別財政状態 

 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

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

9,336  
9,093  

3,759  
3,085  

40.3  
33.9  

132   54 
108   78 

19 年３月期 9,308  3,386  36.4  119   39 
(参考) 自己資本 19 年９月中間期 3,759 百万円  18 年９月中間期 3,085 百万円  19 年３月期 3,386 百万円 

 
 
２．平成 20 年３月期の個別業績予想（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 

（％表示は対前期増減率）  
 

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

通    期 13,000   9.8 970   87.6 930   94.6 840  142.8 29  61 

 
 
 

 

 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記予想は、本資料の発表時現在において、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、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

当中間連結会計期間の国内経済は、海外経済の拡大を背景に欧州・アジア向けの輸出が増加す

るなか、企業収益は高水準で推移し、設備投資も増加いたしました。個人消費についても、雇用

者所得の緩やかな増加により底堅く推移しており、景気は緩やかな拡大基調で推移いたしました。 

一方、米国の「サブプライム住宅ローン」問題による世界的な金融市場の混乱や原油価格の高

騰など先行きの景気に対する不透明感が広がっております。 

当社グループに関連の深い住宅業界におきましては、今年 6月 20 日に施行された「改正建築基

準法」の影響で建築確認審査が厳格化されたことにより、住宅着工戸数が７月以降大幅に減少し、

4月からの累計では前年同期比 19.7%減と大きく落ち込みました。 

このような環境の中、ＭＤＦについては、昨年後半から徐々に薄物合板からの代替需要が進ん

だことや、針葉樹系の輸入商品の供給不足による当社広葉樹系製品への代替需要が膨らむなど、

ユーザーにおける木質パネルの需要構造の変化が、売上高の増加に大きく貢献しました。 

この結果、当中間連結会計期間の売上高は、64 億 74 百万円（前年同期比 12.9%増）となりまし

た。このうち、国内製品のスターウッドは、新規需要の拡大により 23 億 87 百万円（同 21.3%増）、

スターウッドＴＦＢは、薄物合板からの代替需要により 19 億 40 百万円（同 27.5%増）と大幅に

売上を伸ばしました。 

一方、輸入商品につきましては、昨年の海外ＭＤＦメーカーの工場閉鎖による供給能力低下の

影響が出始め、商品在庫が減少するなど販売活動に苦慮してまいりましたが、供給先の協力によ

り量を確保し、21 億 13 百万円（同 4.5%減）と僅かな減少に止めることができました。 

利益面では、原油価格の高騰や為替の円安基調などコスト面でのマイナス要因を抱えていまし

たが、販売価格の改定や生産部門による継続的なコストダウンと生産性向上への取組みが、好調

な販売に裏付けされた生産量の増加で一気に改善し、大幅な利益の計上に繋がりました。 

これにより、当中間連結会計期間の営業利益は、６億 64 百万円（同 476.2%増）、経常利益は６

億 39 百万円（同 559.4%増）、中間純利益は６億 10 百万円（同 865.6%増）と大幅な増益となりま

した。 

 

通期の見通しにつきましては、米国経済の景気減速懸念や為替及び金利の動向、原油価格の高

騰による資材価格のコストアップ及び住宅着工戸数の減少など不安材料を抱えておりますが、平

成 19 年 7月 26 日に開示した通期業績の見通しは変更いたしません。 

 

（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

当中間連結会計期間末の総資産は 94億 91 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 20 百万円の

増加となりました。 

 

（流動資産） 

当中間連結会計期間末における流動資産の残高は 51 億 86 百万円となり、前連結会計年度末に

比べ 12 百万円の減少となりました。これは主に受取手形及び売掛金の減少額３億 30 百万円及び

棚卸資産の増加額４億 37 百万円等によるものです。 

（固定資産） 

当中間連結会計期間末における固定資産の残高は 43 億５百万円となり、前連結会計年度末に比

べ 32 百万円の増加となりました。これは主に有形固定資産の増加額１億 62 百万円及び投資その

他資産の減少額１億９百万円によるものです。 
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（流動負債） 

当中間連結会計期間末における流動負債の残高は 35 億 75 百万円となり、前連結会計年度末に

比べ４億64百万円の減少となりました。これは主に支払手形及び買掛金の減少額３億38百万円、

短期借入金の減少額２億円等によるものです。 

（固定負債） 

当中間連結会計期間末における固定負債の残高は 21 億 16 百万円となり、前連結会計年度末に

比べ１億 18 百万円の増加となりました。これは主に社債の増加額１億 50 百万円等によるもので

す。 

（純資産） 

当中間連結会計期間末における純資産の残高は 37 億 99 百万円となり、前連結会計年度末に比

べ３億 66 百万円の増加となりました。これは主に中間純利益６億 10 百万円、配当金の支払額 99

百万円、その他有価証券評価差額金の減少額 68 百万円等によるものです。 

これにより、自己資本比率は 39.8%（前年同期 36.0%）となり前連結会計年度末に比べ 3.8%上

昇いたしました。 
 

②キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、９億 40 百万

円と前中間連結会計期間と比べ１億 28 万円増加しました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま

す。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動によって得られた資金は、前中間連結会計期間と比べ43百万円減少し、２億60百万円と

なりました。 

これは主に、税金等調整前中間純利益６億18百万円、減価償却費１億62百万円及び棚卸資産の増

加額４億71百万円等によるものです。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は、前中間連結会計期間と比べ２億15百万円減少し、１億72百万円

となりました。 

これは主に、有形固定資産の取得による支出１億35百万円等によるものです。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果使用した資金は、前中間連結会計期間と比べ45百万円増加し、１億90百万円とな

りました。 

これは主に、社債の償還による支出１億円及び配当金の支払額99百万円等によるものです。 
 

（キャッシュ・フロー指標群） 

第56期 第57期 第58期 
 

平成17年9月期中 平成18年3月期 平成18年9月期中 平成19年3月期 平成19年9月期中

自己資本比率（％） 32.0 35.1 33.9 36.0 39.8 

時価ベースの自己資本比率（％） 78.7 97.2 68.7 73.1 111.5 

債務償却年数（年） ─ 5.8 ─ 3.9 ─ 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 2.8 6.1 11.5 15.1 10.0 

※自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償却年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２．株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 



ホクシン株式会社（７８９７） 平成 20 年 3 月期 中間決算短信 

 5

４．有利子負債は、（中間）連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全て

の負債を対象としております。また、利払いについては、（中間）連結キャッシュ・フロー計

算書の利息の支払額を使用しております。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

利益配分につきましては、企業体質の強化に必要な内部留保の確保に努め、安定的な配当の継

続を重視するとともに、業績を反映した利益還元を行うことを基本方針としております。 

内部留保金につきましては、安定的な経営基盤の確保と設備投資等の資金需要に備える所存で

あります。 

当期の配当につきましては、平成 19 年７月 26 日に開示いたしましたとおり、中間業績が当初

予想を大幅に上回る結果となりましたので、株主様の日頃のご支援に対し感謝の意を表するため、

平成 19 年９月 30 日現在の株主様に対し、１株当たり１円 50 銭の特別配当を中間配当金として

実施いたします。 

これにより、年間配当予想は期末配当金を加え５円といたします。 

 

（４）事業等のリスク 

当社グループの事業に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があ

ると考えられる主な事項を記載しております。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を

認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。 

本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当中間連結会計期間末

において判断したものであります。 

 

① 経済の状況 

当社グループの事業に関連の深い住宅市場及びその関連市場は、経済の状況に大きく左右され

ます。好況時の個人消費が旺盛なときは、総じて業績も好調に推移しますが、景気が後退し個人

消費が低迷すると業績も下降する可能性があります。また、海外木工メーカーより低価格の完成

品及び半製品の輸入が拡大し、日本の木工業界が衰退するようなことがあると業績に大きく影響

します。 

 

② 原材料価格の高騰 

当社グループの製品の原材料となる接着剤原料は、長年の安定した取引先より供給されており

ますが、原油価格の高騰が接着剤原料にまで波及しており製造原価に悪影響が出ております。そ

れを販売価格に転嫁できない場合は利益率が下がり、利益が減少する可能性があります。 

 

③ 木材チップの供給 

当社グループの製品の原材料となる木材チップのおよそ 90％は海外からの輸入に依存してい

ます。安定した取引先を東南アジアに確保しておりますが、木材資源国での伐採規制が強化され

る中、東南アジアの木材産業が衰退、縮小することがあると原材料の確保が困難になり、会社の

存続に影響を及ぼすことになります。しかし、当社は危険を回避するため、木材チップの新しい

供給先のリサーチ、建築解体材等のリサイクルチップの利用及び早成樹（アカシア・ユーカリ等）

を使用した製品の開発に日々研究を重ねております。 

 

④ 輸入商品の供給 

当社グループの輸入商品の売上高は、総売上高のおよそ３分の１を占めておりますが、輸入供

給先の経営状態の変化によっては、供給量の確保や仕入価格に影響が出ることが予想され、当社

グループの業績に多大な影響を及ぼす可能性があります。 
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⑤ 為替レートの変動 

当社グループの製品は為替レートの変動に少なからず影響を受けます。円高の場合、主要原材

料である木材チップ及び輸入商品は、製造原価及び仕入原価の低減に寄与しますが、その反面、

海外ＭＤＦメーカーの日本市場参入を容易にし、価格競争が激化するなどの現象も生じ、業績に

影響を受ける可能性があります。逆に円安の場合には、チップ及び輸入商品の仕入価格が上昇し、

販売価格に転嫁できなければ収益減少要因となり利益が低下するリスクがあります。このため当

社は、市場の動向を注視しつつ、適切な為替予約の実施等により安定した収益の確保に努めてお

ります。 

 

２．企業集団の状況 

近の有価証券報告書（平成 19 年６月 28 日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び

「関係会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略します。 

 

３．経営方針 

平成 19 年３月期決算短信（平成 19 年５月 22 日開示）の内容から重要な変更がないため、記載

を省略しております。なお、当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.hokushinmdf.co.jp:80/2company/2-2company.htm 

（東京証券取引所ホームページ〔上場会社情報検索ページ〕 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

 

http://www.hokushinmdf.co.jp/2company/2-2company.htm
http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html
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４ 【中間連結財務諸表等】 

① 【中間連結貸借対照表】 

 

  
前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)  

Ⅰ 流動資産  

１ 現金及び預金  812,500 940,643 1,042,931

２ 受取手形及び売掛金  1,690,496 1,857,717 2,188,226

３ たな卸資産  2,143,180 2,312,793 1,875,347

４ その他  106,359 74,944 91,598

流動資産合計  4,752,537 52.1 5,186,099 54.6 5,198,104 54.9

Ⅱ 固定資産  

１ 有形固定資産 ※１

(1) 建物及び構築物  650,306 661,829 649,320

(2) 機械装置及び 
  運搬具 

 1,644,962 1,600,235 1,488,627

(3) 土地  76,310 76,310 76,310

(4) 建設仮勘定  11,650 43,529 513

(5) その他  24,527 31,520 35,872

有形固定資産合計  2,407,756 26.4 2,413,424 25.5 2,250,643 23.8

２ 無形固定資産  206,384 2.2 200,411 2.1 221,663 2.3

３ 投資その他の資産  

(1) 投資有価証券  883,954 813,197 922,496

(2) 長期貸付金  11,132 9,111 10,116

(3) 信託土地  709,261 709,261 709,261

(4) その他  162,571 165,953 164,790

(5) 貸倒引当金  △6,100 △6,100 △6,100

投資その他の資産 
合計 

 1,760,819 19.3 1,691,423 17.8 1,800,564 19.0

固定資産合計  4,374,961 47.9 4,305,259 45.4 4,272,870 45.1

資産合計  9,127,499 100.0 9,491,358 100.0 9,470,975 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)  

Ⅰ 流動負債  

１ 支払手形及び買掛金 ※３ 2,245,603 1,954,461 2,292,659

２ 短期借入金  600,000 500,000 700,000

３ １年以内に償還予定 
  の社債 

 200,200 199,800 150,200

４ １年以内に返済予定 
  の長期借入金 

 506,500 426,932 470,000

５ 未払法人税等  10,069 13,446 17,455

６ 賞与引当金  94,145 117,801 104,256

７ 役員賞与引当金  ─ 7,200 ─

８ その他  269,110 355,835 305,179

流動負債合計  3,925,627 43.0 3,575,476 37.7 4,039,750 42.6

Ⅱ 固定負債  

１ 社債  499,700 599,900 449,600

２ 長期借入金  1,037,500 822,168 867,500

３ 繰延税金負債  26,941 133 46,804

４ 退職給付引当金  361,969 339,876 358,921

５ 環境対策引当金  24,399 24,399 24,399

６ その他  140,737 329,601 250,248

固定負債合計  2,091,248 22.9 2,116,079 22.3 1,997,473 21.1

負債合計  6,016,875 65.9 5,691,555 60.0 6,037,224 63.7

  

(純資産の部)  

Ⅰ 株主資本  

１ 資本金  2,343,871 25.7 2,343,871 24.7 2,343,871 24.7

２ 利益剰余金  794,910 8.7 1,607,782 16.9 1,096,119 11.6

３ 自己株式  △1,060 △0.0 △1,434 △0.0 △1,143 △0.0

株主資本合計  3,137,721 34.4 3,950,218 41.6 3,438,847 36.3

Ⅱ 評価・換算差額等  

１ その他有価証券 
  評価差額金 

 39,270 0.4 △1,705 △0.0 67,214 0.7

２ 繰延ヘッジ損益  43,754 0.5 △40,897 △0.4 34,478 0.4

３ 土地再評価差額金  △126,602 △1.4 △126,602 △1.4 △126,602 △1.3

評価・換算差額等 
合計 

 △43,577 △0.5 △169,205 △1.8 △24,908 △0.2

Ⅲ 少数株主持分  16,479 0.2 18,790 0.2 19,812 0.2

純資産合計  3,110,623 34.1 3,799,802 40.0 3,433,750 36.3

負債純資産合計  9,127,499 100.0 9,491,358 100.0 9,470,975 100.0
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② 【中間連結損益計算書】 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   5,733,026 100.0 6,474,939 100.0  12,210,815 100.0

Ⅱ 売上原価   4,799,401 83.7 4,986,667 77.0  10,009,376 82.0

売上総利益   933,625 16.3 1,488,271 23.0  2,201,438 18.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  818,235 14.3 823,363 12.7  1,655,188 13.5

営業利益   115,390 2.0 664,907 10.3  546,249 4.5

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息及び配当金  4,724 5,977 7,859 

２ 土地信託配当金  9,252 9,217 18,438 

３ 賃貸収入  7,080 6,600 14,160 

４ デリバティブ評価益  3,181 ― 4,483 

５ その他  6,221 30,459 0.5 8,986 30,780 0.5 17,341 62,282 0.5

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  28,495 22,911 57,196 

２ 手形譲渡損  8,333 10,890 15,713 

３ 売上割引  10,796 14,281 24,284 

４ デリバティブ評価損  ― 5,899 ― 

５ その他  1,209 48,834 0.8 1,987 55,971 0.9 1,209 98,403 0.8

経常利益   97,014 1.7 639,717 9.9  510,128 4.2

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益 ※２ 537 ― 537 

２ 関係会社株式売却益  ― 537 0.0 ― ― ― 21,654 22,191 0.2

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除却損 ※３ 4,781 20,944 126,774 

２ 環境対策費用  24,470 29,251 0.5 ― 20,944 0.3 24,470 151,244 1.3

税金等調整前 
中間(当期)純利益 

  68,301 1.2 618,773 9.6  381,075 3.1

法人税、住民税 
及び事業税 

  4,500 0.1 7,000 0.2  13,500 0.1

少数株主利益   531 0.0 830 0.0  3,097 0.0

中間(当期)純利益   63,269 1.1 610,942 9.4  364,478 3.0
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③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

株主資本 
 

資本金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 2,343,871 806,407 △973 3,149,304

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当（注） △70,916  △70,916

 利益処分による役員賞与（注） △3,850  △3,850

 中間純利益 63,269  63,269

 自己株式の取得 △86 △86

株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) 

 

中間連結会計期間中の変動額合計 

(千円) 
△11,496 △86 △11,583

平成18年９月30日残高(千円) 2,343,871 794,910 △1,060 3,137,721

 
評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

土地再評価 
差額金 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 95,152 ― △126,602 △31,449 16,097 3,133,952

中間連結会計期間中の変動額   

 剰余金の配当（注）   △70,916

 利益処分による役員賞与（注）   △3,850

 中間純利益   63,269

 自己株式の取得   △86

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) 

△55,882 43,754 ― △12,127 381 △11,745

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△55,882 43,754 ― △12,127 381 △23,329

平成18年９月30日残高(千円) 39,270 43,754 △126,602 △43,577 16,479 3,110,623

（注）平成 18 年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 
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当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 

株主資本 
 

資本金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月31日残高(千円) 2,343,871 1,096,119 △1,143 3,438,847

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 △99,280  △99,280

 中間純利益 610,942  610,942

 自己株式の取得 △290 △290

株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) 

 

中間連結会計期間中の変動額合計 

(千円) 
511,662 △290 511,371

平成19年９月30日残高(千円) 2,343,871 1,607,782 △1,434 3,950,218

 
評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

土地再評価 
差額金 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 

純資産合計 

平成19年３月31日残高(千円) 67,214 34,478 △126,602 △24,908 19,812 3,433,750

中間連結会計期間中の変動額   

 剰余金の配当   △99,280

 中間純利益   610,942

 自己株式の取得   △290

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) 

△68,920 △75,376 ― △144,297 △1,022 △145,319

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△68,920 △75,376 ― △144,297 △1,022 366,052

平成19年９月30日残高(千円) △1,705 △40,897 △126,602 △169,205 18,790 3,799,802
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前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 

株主資本 
 

資本金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 2,343,871 806,407 △973 3,149,304

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当（注） △70,916  △70,916

 利益処分による役員賞与（注） △3,850  △3,850

 当期純利益 364,478  364,478

 自己株式の取得 △169 △169

株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額) 

 

連結会計年度中の変動額合計(千円) 289,712 △169 289,542

平成19年３月31日残高(千円) 2,343,871 1,096,119 △1,143 3,438,847

 
評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

土地再評価 
差額金 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 95,152 ― △126,602 △31,449 16,097 3,133,952

連結会計年度中の変動額   

 剰余金の配当（注）   △70,916

 利益処分による役員賞与（注）   △3,850

 当期純利益   364,478

 自己株式の取得   △169

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額) 

△27,938 34,478 6,540 3,714 10,255

連結会計年度中の変動額合計(千円) △27,938 34,478 6,540 3,714 299,798

平成19年３月31日残高(千円) 67,214 34,478 △126,602 △24,908 19,812 3,433,750

（注）平成 18 年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

 

  

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日)

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 

  キャッシュ・フロー 
  

  税金等調整前 

  中間(当期)純利益 
 68,301 618,773 381,075

  減価償却費  148,558 162,873 322,703

  退職給付引当金の減少額（△）  △2,324 △19,044 △5,372

  賞与引当金の増加額  941 20,745 11,052

  環境対策引当金の増加額  24,399 ― 24,399

  受取利息及び受取配当金  △4,724 △5,977 △7,859

  支払利息  28,495 22,911 57,196

  デリバティブ評価益（△）又は 

  評価損 
 △3,181 5,899 △4,483

  固定資産除却損  4,781 20,944 126,774

  関係会社株式売却益  ― ― △21,654

  売上債権の増加額（△）  △360,328 △26,890 △767,239

 たな卸資産の増加額（△）又は 

 減少額 
 △11,418 △471,800 256,414

 未払消費税等の増加額又は 

 減少額（△） 
 △5,629 △12,052 5,475

 仕入債務の増加額 

 又は減少額（△） 
 333,198 △333,236 377,943

  割引手形の増加額又は 

  減少額(△) 
 85,676 357,398 △5,142

  役員賞与の支払額  △3,850 ― △3,850

  その他  32,282 △50,083 154,551

小計  335,176 290,459 901,985

  利息及び配当金の受取額  4,196 5,956 7,338

  利息の支払額  △26,393 △26,041 △55,449

  法人税等の支払額  △9,154 △9,595 △16,498

   営業活動による 

   キャッシュ・フロー 
 303,825 260,778 837,375
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日)

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 

  キャッシュ・フロー 
  

  長期性預金の預入れによる支出  △100,000 ― △100,000

  投資有価証券の取得による支出  △95,465 ― △95,465

  関係会社株式の売却による収入  ― ― 31,685

  有形固定資産の取得による支出  △151,817 △135,093 △257,948

  無形固定資産の取得による支出  △43,071 △24,376 △68,290

  固定資産の除却に係る 

  撤去費用等の支出 
 △150 △9,410 △1,090

  貸付金の回収による収入  1,017 1,005 2,033

  その他  1,503 △4,397 3,500

   投資活動による 

   キャッシュ・フロー 
 △387,983 △172,271 △485,574

Ⅲ 財務活動による 

  キャッシュ・フロー 
  

  短期借入金の純増加額又は 

  純減少額（△） 
 ― △200,000 100,000

  長期借入による収入  187,500 200,000 200,000

  長期借入金の返済による支出  △161,700 △288,400 △380,700

  社債の発行による収入  ― 298,025 ―

  社債の償還による支出  △100,100 △100,100 △200,200

  配当金の支払額  △70,916 △99,280 △70,916

  少数株主への配当金の支払額  ― △750 ―

  その他  △86 △290 △169

   財務活動による 

   キャッシュ・フロー 
 △145,303 △190,795 △351,986

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 

換算差額等 
 ― ― 1,155

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額又は 

減少額（△） 
 △229,460 △102,288 970

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,041,961 1,042,931 1,041,961

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

  中間期末(期末)残高 
 812,500 940,643 1,042,931
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中間連結財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 連結の範囲に関す

る事項 

(1) 連結子会社の数 １社

  連結子会社の名称 

   Ｃ＆Ｈ株式会社 

(1) 連結子会社の数 １社

  連結子会社の名称 

   Ｃ＆Ｈ株式会社 

(1) 連結子会社の数 １社

  連結子会社の名称 

   Ｃ＆Ｈ株式会社 

 (2) 主要な非連結子会社 

非連結子会社はあり

ません。 

(2) 主要な非連結子会社 

株式会社大亀 

（連結の範囲から除いた

理由） 

非連結子会社は、小規

模であり、合計の総資産、

売上高、中間純損益（持

分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）

等は、いずれも中間連結

財務諸表に重要な影響を

及ぼしていないためであ

ります。 

(2) 主要な非連結子会社 

   非連結子会社はあり

ません。 

２ 持分法の適用に関

する事項 

持分法適用会社はありま

せん。 

持分法を適用していない

非連結子会社（株式会社大

亀）は、中間損益（持分に

見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等から

みて、持分法の対象から除

いても中間連結財務諸表に

及ぼす影響が軽微であり、

かつ、全体としても重要性

がないため持分法の適用範

囲から除外しております。

持分法適用会社はありま

せん。 

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等

に関する事項 

連結子会社の中間決算日

と中間連結決算日は一致し

ております。 

同左 連結子会社の決算日と連

結決算日は一致しておりま

す。 

４ 会計処理基準に関

する事項 

 (1) 重要な資産の評

価基準及び評価

方法 

(1) 有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

中間連結決算日前１ヶ

月間の市場価格等の平

均に基づく時価法(評

価差額は全部純資産直

入法により処理し、売

却原価は移動平均法に

より算定)によってお

ります。 

(1) 有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

同左 

(1) 有価証券 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

連結決算日前１ヶ月間

の市場価格等の平均に

基づく時価法(評価差

額は全部純資産直入法

により処理し、売却原

価は移動平均法により

算定)によっておりま

す。 

    時価のないもの 

移動平均法による原価

法 

   時価のないもの 

同左 

   時価のないもの 

同左 

 (2) デリバティブ 

  時価法 

(2) デリバティブ 

同左 

(2) デリバティブ 

同左 

 (3) たな卸資産 

 ①商品及び製品 

総平均法による原価法

(3) たな卸資産 

 ①商品及び製品 

同左 

(3) たな卸資産 

 ①商品及び製品 

同左 

  ②未着商品 

個別法による原価法 

 ②未着商品 

同左 

 ②未着商品 

同左 

  ③仕掛品及び原材料 

総平均法による原価法

 ③仕掛品及び原材料 

同左 

 ③仕掛品及び原材料 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  ④貯蔵品 

終仕入原価法による

原価法 

 ④貯蔵品 

同左 

 ④貯蔵品 

同左 

 (2) 重要な減価償却

資産の減価償却

の方法 

有形固定資産－定率法 

ただし、平成10年４月１

日以降取得した建物(建物

附属設備を除く)について

は定額法によっておりま

す。なお、主な耐用年数は

次のとおりであります。 

建物及び 
構築物 

3年～50年

機械装置及び 
運搬具 

4年～15年

 

有形固定資産－定率法 

同左 

有形固定資産－定率法 

同左 

  （会計方針の変更） 

法人税法の改正((所得税

法等の一部を改正する法律

平成19年３月30日 法律第

６号)及び(法人税法施行令

の一部を改正する政令 平

成19年３月30日 政令第83

号))に伴い、当中間連結会

計期間から、平成19年４月

１日以降に取得したものに

ついては、改正後の法人税

法に基づく方法に変更して

おります。 

これにより営業利益、経

常利益及び税金等調整前中

間純利益は、それぞれ１百

万円減少しております。 

 

 無形固定資産－定額法 

なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内に

おける利用可能期間(５年)

に基づく定額法によってお

ります。 

無形固定資産－定額法 

同左 

無形固定資産－定額法 

同左 

 (3) 重要な引当金の

計上基準 

(1) 貸倒引当金 

売上債権等の貸倒損

失にあてるため一般債

権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債

権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見

込額を計上しておりま

す。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

従業員等に対して支

給する賞与の支出にあ

てるため支給見込額を

計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 (3) 役員賞与引当金 

─ 

(3) 役員賞与引当金 

   役員に対して支給す

る賞与の支出に充てる

ため、当連結会計年度

における支給見込額に

基づき、当中間連結会

計期間に見合う分を計

上しております。 

(3) 役員賞与引当金 

─ 

 (4) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に

備えるため、当連結会

計年度末における退職

給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当

中間連結会計期間末に

おいて発生していると

認められる額を計上し

ております。 

(4) 退職給付引当金 

同左 

(4) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に

備えるため、当連結会

計年度末における退職

給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上

しております。 

 (5) 環境対策引当金 

  「ポリ塩化ビフェニル

（ＰＣＢ）廃棄物の適

正な処理の推進に関す

る特別措置法」により

処理が義務付けられて

いるＰＣＢ廃棄物の処

理費用について、当中

間連結会計年度末にお

ける見積額を計上して

おります。 

(5) 環境対策引当金 

同左 

(5) 環境対策引当金 

  「ポリ塩化ビフェニル

（ＰＣＢ）廃棄物の適

正な処理の推進に関す

る特別措置法」により

処理が義務付けられて

いるＰＣＢ廃棄物の処

理費用について、当連

結会計年度末における

見積額を計上しており

ます。 

 (4) 重要なリース取

引の処理方法 

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってお

ります。 

同左 同左 

 (5) 重要なヘッジ会

計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採

用しております。なお、

振当処理の要件を満た

す為替予約について

は、振当処理を行って

おります。また、特例

処理の要件を満たす金

利スワップについて

は、特例処理を行って

おります。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

  （ヘッジ手段） 

為替予約取引および

金利スワップ取引 

  （ヘッジ対象） 

商品・原材料の輸入

取引および借入金に

係る利息 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

  （ヘッジ手段） 

同左 

 

  （ヘッジ対象） 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

  （ヘッジ手段） 

同左 

 

  （ヘッジ対象） 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

為替予約取引は、商

品および原材料の輸入

取引に係る為替変動リ

スクを回避し、安定し

た購入価格を維持する

目的で行っており、実

需の範囲で実施してお

ります。また、金利ス

ワップ取引は、借入金

の金利変動リスクを回

避する目的で行ってお

り、ヘッジ対象の識別

は個別契約毎に行って

おります。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方

法 

為替予約取引につい

ては、当該取引とヘッ

ジ対象になる負債又は

予定取引に関する重要

な条件が同一であり、

ヘッジ開始時及びその

後も継続して、相場変

動又はキャッシュ・フ

ロー変動を相殺するこ

とが事前に想定される

ため、有効性の判定を

省略しております。金

利スワップについて

は、「金利スワップの特

例処理」の適用要件を

充足しておりますの

で、有効性の判定を省

略しております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方

法 

同左 

(4) ヘッジ有効性評価の方

法 

同左 

 (6) 消費税等の会計

処理 

消費税及び地方消費税の会

計処理は税抜方式によって

おります。 

同左 同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

( 連 結 キ ャ ッ シ

ュ・フロー計算書)

における資金の範

囲 

中間連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金(現

金及び現金同等物)は、手許

現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短

期投資からなっておりま

す。 

同左 連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及

び現金同等物)は、手許現

金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内

に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(役員賞与に関する会計基準) 

当中間連結会計期間より、「役員賞

与に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 平成17年11月29日 企業会

計基準第４号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はあ

りません。 

――― (役員賞与に関する会計基準) 

当連結会計年度より、「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準委員

会 平成17年11月29日 企業会計基

準第４号）を適用しております。 

この結果、従来の方法に比べて、

営業利益、経常利益及び税金等調整

前当期純利益がそれぞれ12,751千円

減少しております。 

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。 

なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は3,050,389千円で

あります。 

当中間連結会計期間における中間

連結貸借対照表の純資産の部につい

ては、中間連結財務諸表規則の改正

に伴い、改正後の中間連結財務諸表

規則により作成しております。 

――― (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

当連結会計年度から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。 

なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は3,379,459千円で

あります。 

当連結会計年度における連結貸借

対照表の純資産の部については、連

結財務諸表規則の改正に伴い、改正

後の連結財務諸表規則により作成し

ております。 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却 

累計額 

12,453,054千円 

※１ 有形固定資産の減価償却 

累計額 

11,896,592千円

※１ 有形固定資産の減価償却 

累計額 

11,799,361千円

 ２ 受取手形割引高 

1,520,731千円 

 ２ 受取手形割引高 

1,787,312千円

 ２ 受取手形割引高 

1,429,913千円

※３ 中間連結会計期間末日満期 

手形 

中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理をして

おります。なお、当中間連結会

計期間の末日は金融機関の休日

であったため、次の中間連結会

計期間末日満期手形が中間連結

会計期間末残高に含まれており

ます。 

支払手形 1,922千円
 

※３ 中間連結会計期間末日満期 

手形 

中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理をして

おります。なお、当中間連結会

計期間の末日は金融機関の休日

であったため、次の中間連結会

計期間末日満期手形が中間連結

会計期間末残高に含まれており

ます。 

支払手形 389千円
 

─── 

 
(中間連結損益計算書関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりであります。 

運賃荷役費 365,308千円

役員報酬 34,183千円

給与賃金手当 135,910千円

減価償却費 9,389千円

賞与引当金 
繰入額 

34,845千円

退職給付費用 13,379千円
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりであります。 

運賃荷役費 365,320千円

役員報酬 31,547千円

給与賃金手当 115,512千円

減価償却費 31,485千円

賞与引当金 
繰入額 

38,901千円

退職給付費用 5,637千円
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりであります。 

運賃荷役費 748,841千円

役員報酬 80,723千円

給与賃金手当 252,570千円

減価償却費 37,999千円

賞与引当金 
繰入額 

36,856千円

退職給付費用 25,829千円
 

※２ 固定資産売却益 

機械装置及び 
運搬具 

537千円

 

※２     ─── 

 

 

※２ 固定資産売却益 

機械装置及び 
運搬具 

537千円

 
※３ 固定資産除却損 

建物及び 
構築物 

119千円

機械装置及び 
運搬具 

4,432千円

工具器具備品 78千円

除却に伴う 
撤去費用等 

150千円

合計 4,781千円
 

※３ 固定資産除却損 

建物及び 
構築物 

493千円

機械装置及び
運搬具 

17,121千円

除却に伴う 
撤去費用等 

3,330千円

合計 20,944千円
 

※３ 固定資産除却損 

建物及び 
構築物 

3,012千円

機械装置及び 
運搬具 

109,754千円

工具器具備品 1,274千円

ソフトウェア 5,563千円

除却に伴う 
撤去費用等 

7,170千円

合計 126,774千円
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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 28,373 ― ― 28,373

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 6,465 391 ― 6,856
 

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加   391株 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

(千円) 
１株当たり配当額

(円) 
基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 70,916 2.5 平成18年３月31日 平成18年６月30日

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌中間連結会計期間後と

なるもの 
該当事項はありません。 

 
当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 28,373 ― ― 28,373

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 7,234 1,068 ― 8,302
 

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 1,068株 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

(千円) 
１株当たり配当額

(円) 
基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 99,280 3.5 平成19年３月31日 平成19年６月29日

 
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後と

なるもの 
 

決議 株式の種類 
配当金の総額

(千円) 
配当の原資

１株当たり
配当額 
(円) 

基準日 効力発生日 

平成19年11月15日 
取締役会 

普通株式 42,547 利益剰余金 1.5 平成19年９月30日 平成19年12月10日
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前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(千株) 28,373 ― ― 28,373

 
２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株)(注) 6,465 769 ─ 7,234
 
  (注)普通株式の自己株式の株式数の増加 769 株は単元未満株式の買取によるものであります。 
 
３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
 
４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

(千円) 
１株当たり配当額

(円) 
基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 70,916 2.5 平成18年３月31日 平成18年６月30日

 
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 99,280 3.5 平成19年３月31日 平成19年６月29日

 
 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

(平成18年９月30日現在) 

現金及び預金勘定 812,500千円

現金及び現金同等物 812,500千円
 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

(平成19年９月30日現在)

現金及び預金勘定 940,643千円

現金及び現金同等物 940,643千円
 

現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

(平成19年３月31日現在)

現金及び預金勘定 1,042,931千円

現金及び現金同等物 1,042,931千円
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(セグメント情報) 

前中間連結会計期間(自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日) 
１ 事業の種類別セグメント情報 

当社及び連結子会社の事業は「ＭＤＦの製造・販売並びにこれらの付随業務」と「その他」に区分

しておりますが、「ＭＤＦの製造・販売並びにこれらの付随業務」の連結売上高及び営業損益に占め

る割合がいずれも 90％を越えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 
 

２ 所在地別セグメント情報 
本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。 

 
３ 海外売上高 

海外売上高は、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。 
 

当中間連結会計期間(自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年９月 30 日) 
１ 事業の種類別セグメント情報 

当社及び連結子会社の事業は「ＭＤＦの製造・販売並びにこれらの付随業務」と「その他」に区分

しておりますが、「ＭＤＦの製造・販売並びにこれらの付随業務」の連結売上高及び営業損益に占め

る割合がいずれも 90％を越えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 
 

２ 所在地別セグメント情報 
本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。 

 
３ 海外売上高 

海外売上高は、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。 
 

前連結会計年度(自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日) 
１ 事業の種類別セグメント情報 

当社及び連結子会社の事業は「ＭＤＦの製造、販売並びにこれらの付随業務」と「その他」に区分

しておりますが、「ＭＤＦの製造、販売並びにこれらの付随業務」の連結売上高及び営業損益並びに

総資産に占める割合がいずれも 90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略

しております。 
 

２ 所在地別セグメント情報 
本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。 

 
３ 海外売上高 

海外売上高は、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。 
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 (１株当たり情報) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 109円08銭

１株当たり中間純利益 2円23銭

 

１株当たり純資産額 133円30銭

１株当たり中間純利益 21円54銭

 

１株当たり純資産額 120円35銭

１株当たり当期純利益 12円85銭

 
(注) １ なお、「潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益」については、潜在株式が存在しないため記載して

おりません。 

２ 算定上の基礎 

  (1) １株当たり純資産額 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間連結貸借対照表の 
純資産の部の合計額 
(千円) 

3,110,623 3,799,802 3,433,750

普通株主に係る 
純資産額（千円） 

3,094,144 3,781,012 3,413,938

差額の主な内訳  

少数株主持分 16,479 18,790 19,812

普通株式の発行済 
株式数（千株） 

28,373 28,373 28,373

普通株式の自己 
株式数(千株) 

6 8 7

１株当たり純資産の 
算定に用いられた 
普通株式の数（千株） 

28,366 28,364 28,365

  

 (2) １株当たり中間(当期)純利益 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間(当期)純利益(千円) 63,269 610,942 364,478

普通株主に帰属しない 
金額（千円） 

― ― ─

普通株式に係る 
中間(当期)純利益(千円) 

63,269 610,942 364,478

普通株式の 
期中平均株式数(千株) 

28,366 28,365 28,366

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

 

(開示の省略) 

リース取引、有価証券、デリバティブ取引に関する注記事項については、中間決算短信における開

示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 
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５ 【中間財務諸表等】 

① 【中間貸借対照表】 

 

  
前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)  

Ⅰ 流動資産  

１ 現金及び預金  740,034 744,094 850,988

２ 受取手形  29,092 175,565 584,154

３ 売掛金  1,660,476 1,684,460 1,608,009

４ たな卸資産  2,143,180 2,312,793 1,875,347

５ その他  95,045 65,145 74,611

流動資産合計  4,667,829 51.3 4,982,059 53.4 4,993,112 53.6

Ⅱ 固定資産  

１ 有形固定資産 ※１

(1) 建物  529,832 530,058 525,464

(2) 機械及び装置  1,642,901 1,599,006 1,487,130

(3) 土地  76,310 76,310 76,310

(4) 建設仮勘定  11,650 43,529 513

(5) その他  145,786 163,730 160,267

有形固定資産合計  2,406,481 26.5 2,412,634 25.8 2,249,686 24.2

２ 無形固定資産  206,384 2.3 200,411 2.1 221,663 2.4

３ 投資その他の資産  

(1) 投資有価証券  938,878 871,961 968,628

(2) 長期貸付金  11,132 9,111 10,116

(3) 信託土地  709,261 709,261 709,261

(4) その他  159,959 157,048 162,290

(5) 貸倒引当金  △6,100 △6,100 △6,100

投資その他の資産 
合計 

 1,813,131 19.9 1,741,282 18.7 1,844,197 19.8

固定資産合計  4,425,997 48.7 4,354,328 46.6 4,315,546 46.4

資産合計  9,093,826 100.0 9,336,388 100.0 9,308,658 100.0
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前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)  

Ⅰ 流動負債  

１ 支払手形 ※３ 101,551 122,870 106,557

２ 買掛金  2,142,669 1,831,591 2,186,102

３ 短期借入金  600,000 500,000 700,000

４ １年以内に償還予定 
  の社債 

 200,200 199,800 150,200

５ １年以内に返済予定 
  の長期借入金 

 506,500 426,932 470,000

６ 未払金  62,023 62,464 89,896

７ 未払法人税等  7,151 7,392 11,539

８ 賞与引当金  77,000 101,300 86,800

９ 役員賞与引当金  ― 3,900 ―

10 その他  220,995 312,300 233,868

流動負債合計  3,918,090 43.1 3,568,550 38.2 4,034,964 43.3

Ⅱ 固定負債  

１ 社債  499,700 599,900 449,600

２ 長期借入金  1,037,500 822,168 867,500

３ 繰延税金負債  26,941 133 43,129

４ 退職給付引当金  360,694 339,876 358,921

５ 環境対策引当金  24,399 24,399 24,399

６ その他  140,737 221,824 143,475

固定負債合計  2,089,973 23.0 2,008,301 21.5 1,887,025 20.3

負債合計  6,008,064 66.1 5,576,852 59.7 5,921,989 63.6

  

(純資産の部)  

Ⅰ 株主資本  

１ 資本金  2,343,871 25.8 2,343,871 25.1 2,343,871 25.2

２ 利益剰余金  

(1) 利益準備金  15,000 0.1 24,928 0.3 15,000 0.1

(2) その他利益剰余金  

繰越利益剰余金  771,528 8.5 1,559,477 16.7 1,058,199 11.4

利益剰余金合計  786,528 8.6 1,584,405 17.0 1,073,199 11.5

３ 自己株式  △1,060 △0.0 △1,434 △0.0 △1,143 △0.0

株主資本合計  3,129,339 34.4 3,926,841 42.1 3,415,927 36.7

Ⅱ 評価・換算差額等  

１ その他有価証券 
  評価差額金 

 39,270 0.4 194 0.0 62,865 0.7

２ 繰延ヘッジ損益  43,754 0.5 △40,897 △0.4 34,478 0.4

３ 土地再評価差額金  △126,602 △1.4 △126,602 △1.4 △126,602 △1.4

評価・換算差額等 
合計 

 △43,577 △0.5 △167,306 △1.8 △29,257 △0.3

純資産合計  3,085,762 33.9 3,759,535 40.3 3,386,669 36.4

負債純資産合計  9,093,826 100.0 9,336,388 100.0 9,308,658 100.0
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② 【中間損益計算書】 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  5,561,074 100.0 6,306,624 100.0 11,844,723 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１ 4,799,401 86.3 4,986,667 79.1 10,009,376 84.5

売上総利益  761,672 13.7 1,319,956 20.9 1,835,346 15.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 652,401 11.7 665,627 10.5 1,318,060 11.2

営業利益  109,270 2.0 654,329 10.4 517,286 4.3

Ⅳ 営業外収益 ※２ 29,981 0.5 33,568 0.5 59,981 0.5

Ⅴ 営業外費用 ※1.3 48,780 0.9 54,967 0.9 98,286 0.8

経常利益  90,471 1.6 632,930 10.0 478,981 4.0

Ⅵ 特別利益 ※４ 537 0.0 ― ― 22,191 0.2

Ⅶ 特別損失 ※５ 29,251 0.5 20,944 0.3 151,244 1.3

税引前中間(当期) 
純利益 

 61,757 1.1 611,985 9.7 349,928 2.9

法人税、住民税 
及び事業税 

 1,500 0.0 1,500 0.0 3,000 0.0

中間(当期)純利益  60,257 1.1 610,485 9.7 346,928 2.9

  

 



ホクシン株式会社（７８９７） 平成 20 年 3 月期 中間決算短信 

 28

③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 
株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金

 
資本金 

利益準備金
繰越利益剰余金

利益剰余金合計
自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 2,343,871 7,500 792,687 800,187 △973 3,143,084

中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当（注）  △70,916 △70,916  △70,916

 利益処分による役員賞与（注）  △3,000 △3,000  △3,000

 利益準備金の繰入（注）  7,500 △7,500 ―  ―

 中間純利益  60,257 60,257  60,257

自己株式の取得  △86 △86

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

  

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

 7,500 △21,158 △13,658 △86 △13,745

平成18年９月30日残高(千円) 2,343,871 15,000 771,528 786,528 △1,060 3,129,339

 
評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ損益
土地再評価 
差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 95,152 ― △126,602 △31,449 3,111,635

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当（注）  △70,916

 利益処分による役員賞与（注）  △3,000

 利益準備金の繰入（注）  ―

 中間純利益  60,257

自己株式の取得  △86

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△55,882 43,754 ― △12,127 △12,127

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△55,882 43,754 ― △12,127 △25,872

平成18年９月30日残高(千円) 39,270 43,754 △126,602 △43,577 3,085,762

（注）平成 18 年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 
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当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金

 
資本金 

利益準備金
繰越利益剰余金

利益剰余金合計
自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(千円) 2,343,871 15,000 1,058,199 1,073,199 △1,143 3,415,927

中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当  △99,280 △99,280  △99,280

 利益準備金の繰入  9,928 △9,928 ―  ―

 中間純利益  610,485 610,485  610,485

自己株式の取得  △290 △290

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

  

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

 9,928 501,277 511,205 △290 510,914

平成19年９月30日残高(千円) 2,343,871 24,928 1,559,477 1,584,405 △1,434 3,926,841

 
評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ損益
土地再評価 
差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成19年３月31日残高(千円) 62,865 34,478 △126,602 △29,257 3,386,669

中間会計期間中の変動額  

 剰余金の配当  △99,280

 利益準備金の繰入  

 中間純利益  610,485

自己株式の取得  △290

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△62,671 △75,376 ― △138,048 △138,048

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△62,671 △75,376 ― △138,048 372,866

平成19年９月30日残高(千円) 194 △40,897 △126,602 △167,306 3,759,535
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前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金

 
資本金 

利益準備金
繰越利益剰余金

利益剰余金合計
自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 2,343,871 7,500 792,687 800,187 △973 3,143,084

事業年度中の変動額   

 剰余金の配当（注）  △70,916 △70,916  △70,916

 利益処分による役員賞与（注）  △3,000 △3,000  △3,000

 利益準備金の繰入（注）  7,500 △7,500 ─  ─

 当期純利益  346,928 346,928  346,928

自己株式の取得  △169 △169

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

  

事業年度中の変動額合計(千円)  7,500 265,512 273,012 △169 272,842

平成19年３月31日残高(千円) 2,343,871 15,000 1,058,199 1,073,199 △1,143 3,415,927

 
評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ損益
土地再評価 
差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 95,152 ― △126,602 △31,449 3,111,635

事業年度中の変動額  

 剰余金の配当（注）  △70,916

 利益処分による役員賞与（注）  △3,000

 利益準備金の繰入（注）  

 当期純利益  346,928

自己株式の取得  △169

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

△32,287 34,478 ─ 2,191 2,191

事業年度中の変動額合計(千円) △32,287 34,478 ─ 2,191 275,034

平成19年３月31日残高(千円) 62,865 34,478 △126,602 △29,257 3,386,669

（注）平成 18 年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

 ①子会社株式及び関連会

社株式 

  移動平均法による原価

法 

(1) 有価証券 

 ①子会社株式 

 

同左 

(1) 有価証券 

 ①子会社株式 

 

同左 

  ②その他有価証券 

   時価のあるもの 

  中間決算日前１ヶ月間

の市場価格等の平均に

基づく時価法(評価差

額は全部純資産直入法

により処理し、売却原

価は移動平均法により

算定)によっておりま

す。 

 ②その他有価証券 

   時価のあるもの 

同左 

 ②その他有価証券 

   時価のあるもの 

  決算日前１ヶ月間の市

場価格等の平均に基づ

く時価法(評価差額は

全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は

移動平均法により算

定)によっております。

    時価のないもの 

  移動平均法による原価

法 

   時価のないもの 

同左 

   時価のないもの 

同左 

 (2) デリバティブ 

  時価法 

(2) デリバティブ 

同左 

(2) デリバティブ 

同左 

 (3) たな卸資産 

 ①商品及び製品 

  総平均法による原価法

(3) たな卸資産 

 ①商品及び製品 

同左 

(3) たな卸資産 

 ①商品及び製品 

同左 

  ②未着商品 

  個別法による原価法 

 ②未着商品 

同左 

 ②未着商品 

同左 

  ③仕掛品及び原材料 

  総平均法による原価法

 ③仕掛品及び原材料 

同左 

 ③仕掛品及び原材料 

同左 

  ④貯蔵品 

  終仕入原価法による

原価法 

 ④貯蔵品 

同左 

 ④貯蔵品 

同左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

有形固定資産－定率法 

 ただし、平成10年４月１

日以降取得した建物(建物

附属設備を除く)について

は定額法によっておりま

す。なお、主な耐用年数は

次のとおりであります。 

建物 8年～38年

機械及び装置 9年～15年
 

有形固定資産－定率法 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

有形固定資産－定率法 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  （会計方針の変更） 

法人税法の改正((所得税

法等の一部を改正する法律

平成19年３月30日 法律第

６号)及び(法人税法施行令

の一部を改正する政令 平

成19年３月30日 政令第83

号))に伴い、当中間会計期

間から、平成19年４月１日

以降に取得したものについ

ては、改正後の法人税法に

基づく方法に変更しており

ます。 

これにより営業利益、経

常利益及び税引前中間純利

益は、それぞれ１百万円減

少しております。 

 

 無形固定資産－定額法 

 なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内に

おける利用可能期間(５年)

に基づく定額法によってお

ります。 

無形固定資産－定額法 

同左 

無形固定資産－定額法 

同左 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

   売上債権等の貸倒損

失にあてるため一般債

権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債

権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見

込額を計上しておりま

す。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

   従業員等に対して支

給する賞与の支出にあ

てるため支給見込額を

計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 賞与引当金 

同左 

 (3) 役員賞与引当金 

─ 

(3) 役員賞与引当金 

   役員に対して支給す

る賞与の支出に充てる

ため、当会計年度にお

ける支給見込額に基づ

き、当中間会計期間に

見合う分を計上してお

ります。 

(3) 役員賞与引当金 

─ 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 (4) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に

備えるため、当事業年

度末における退職給付

債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間

会計期間末において発

生していると認められ

る額を計上しておりま

す。 

(4) 退職給付引当金 

同左 

(4) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に

備えるため、当事業年

度末における退職給付

債務及び年金資産の見

込額に基づき計上して

おります。 

 (5) 環境対策引当金 

  「ポリ塩化ビフェニル

（ＰＣＢ）廃棄物の適

正な処理の推進に関す

る特別措置法」により

処理が義務付けられて

いるＰＣＢ廃棄物の処

理費用について、当中

間会計期間末における

見積額を計上しており

ます。 

(5) 環境対策引当金 

同左 

(5) 環境対策引当金 

  「ポリ塩化ビフェニル

（ＰＣＢ）廃棄物の適

正な処理の推進に関す

る特別措置法」により

処理が義務付けられて

いるＰＣＢ廃棄物の処

理費用について、当事

業年度末における見積

額を計上しておりま

す。 

４ リース取引の処理

方法 

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってお

ります。 

同左 同左 

５ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用

しております。なお、振

当処理の要件を満たす為

替予約については、振当

処理を行っております。

また、特例処理の要件を

満たす金利スワップにつ

いては、特例処理を行っ

ております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段） 

為替予約取引および

金利スワップ取引 

（ヘッジ対象） 

商品・原材料の輸入

取引および借入に係

る利息 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段） 

同左 

 

（ヘッジ対象） 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段） 

同左 

 

（ヘッジ対象） 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 (3) ヘッジ方針 

為替予約取引は、商品

および原材料の輸入取引

に係る為替変動リスクを

回避し、安定した購入価

格を維持する目的で行っ

ており、実需の範囲で実

施しております。また、

金利スワップ取引は、借

入金の金利変動リスクを

回避する目的で行ってお

り、ヘッジ対象の識別は

個別契約毎に行っており

ます。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

為替予約取引について

は、当該取引とヘッジ対

象になる負債又は予定取

引に関する重要な条件が

同一であり、ヘッジ開始

時及びその後も継続し

て、相場変動またはキャ

ッシュ・フロー変動を相

殺することが事前に想定

されるため、有効性の判

定を省略しております。

金利スワップについて

は、「金利スワップの特例

処理」の適用要件を充足

しておりますので、有効

性の判定を省略しており

ます。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法

同左 

(4) ヘッジ有効性評価の方法

同左 

６ 消費税等の会計処

理 

消費税及び地方消費税の会

計処理は税抜方式によって

おります。なお、仮払消費

税等と仮受消費税等とは相

殺し差額を流動負債(その

他)に含めて表示しており

ます。 

同左 税抜方式によっておりま

す。 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(役員賞与に関する会計基準) 

当中間会計期間より、「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準委員

会 平成17年11月29日 企業会計基

準第４号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はあ

りません。 

――― (役員賞与に関する会計基準) 

当事業年度より、「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会

平成17年11月29日 企業会計基準第

４号）を適用しております。 

この結果、従来の方法に比べて、

営業利益、経常利益及び税引前当期

純利益が、それぞれ4,741千円減少し

ております。 

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。 

なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は3,042,007千円で

あります。 

当中間会計期間における中間貸借

対照表の純資産の部については、中

間財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等規則により作

成しております。 

――― (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

当事業年度から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企業

会計基準委員会 平成17年12月９日

企業会計基準適用指針第８号）を適

用しております。 

なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は3,352,190千円で

あります。 

当事業年度における貸借対照表の

純資産の部については、財務諸表等

規則の改正に伴い、改正後の財務諸

表等規則により作成しております。
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却 

累計額 

12,450,256千円 

※１ 有形固定資産の減価償却 

累計額 

11,893,310千円

※１ 有形固定資産の減価償却 

累計額 

11,796,245千円

 ２ 受取手形割引高 

1,520,731千円 

 ２ 受取手形割引高 

1,787,312千円

 ２ 受取手形割引高 

1,429,913千円

※３ 中間期末日満期手形 

中間期末日満期手形の会計処

理は、手形交換日をもって決済

処理をしております。なお、当

中間会計期間の末日は金融機関

の休日であったため、次の中間

期末日満期手形が中間期末残高

に含まれております。 

支払手形 1,922千円
 

※３ 中間期末日満期手形 

中間期末日満期手形の会計処

理は、手形交換日をもって決済

処理をしております。なお、当

中間会計期間の末日は金融機関

の休日であったため、次の中間

期末日満期手形が中間期末残高

に含まれております。 

支払手形 389千円
 

─── 

 
(中間損益計算書関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 147,089千円

無形固定資産 1,150千円
 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 138,724千円

無形固定資産 23,982千円
 

※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 300,720千円

無形固定資産 21,345千円
 

※２ 営業外収益のうち主要なもの 

デリバティブ
評価益 

3,181千円

受取配当金 3,571千円

土地信託 
配当金 

9,252千円

賃貸収入 7,080千円
 

※２ 営業外収益のうち主要なもの

受取配当金 8,633千円

土地信託 
配当金 

9,217千円

賃貸収入 6,600千円
 

※２ 営業外収益のうち主要なもの

デリバティブ
評価益 

4,483千円

受取配当金 6,086千円

土地信託 
配当金 

18,438千円

賃貸収入 14,160千円
 

※３ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 25,176千円

手形譲渡損 8,333千円

売上割引 10,796千円
 

※３ 営業外費用のうち主要なもの

デリバティブ
評価損 

5,899千円

支払利息 21,907千円

手形譲渡損 10,890千円

売上割引 14,281千円
 

※３ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 57,079千円

手形譲渡損 15,713千円

売上割引 24,284千円
 

※４ 特別利益のうち主要なもの 

固定資産 
売却益 

537千円

 

※４     ─── 

 

 

※４ 特別利益のうち主要なもの 

固定資産 
売却益 

537千円

関係会社株式
売却益 

21,654千円

 
※５ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産 
除却損 

4,781千円

環境対策費用 24,470千円
 

※５ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産 
除却損 

20,944千円

 

※５ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産 
除却損 

126,774千円

環境対策費用 24,470千円
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(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 6,465 391 ― 6,856
 

  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加   391株 

 
当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 7,234 1,068 ― 8,302
 

  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加  1,068株 

 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株）(注) 6,465 769 ─ 7,234
 
   (注)普通株式の自己株式の株式数の増加 769 株は単元未満株式の買取によるものであります。 
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６．その他 

生産、受注及び販売の状況 

（１）生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業部門等ごとに示すと、次のとおりであります。 

（単位：千円） 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日)
比較増減 

事業部門等の名称 

金額 金額 金額 前年同期比(％)

スターウッド 1,666,173 1,938,571 272,397 16.3 

スターウッドＴＦＢ 1,289,301 1,506,632 217,330 16.9 

その他 18,768 15,551 △3,217 △17.1 

合計 2,974,244 3,460,754 486,510 16.4 

（注）１．金額は、製造価格によっております。 

２．上記の金額には､消費税等は含まれておりません。 

 

（２）受注状況 

当社グループは、見込み生産を行なっておりますので、該当事項はありません。 

 

（３）販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業部門等ごとに示すと、次のとおりであります。 

（単位：千円） 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日)
比較増減 

事業部門等の名称 

金額 金額 金額 前年同期比(％)

スターウッド 1,968,235 2,387,451 419,216 21.3 

スターウッドＴＦＢ 1,521,904 1,940,390 418,485 27.5 

輸入商品 2,213,211 2,113,005 △100,205 △4.5 

その他 29,675 34,092 4,416 14.9 

合計 5,733,026 6,474,939 741,912 12.9 

（注）１．事業部門等間の取引については相殺消去しております。 

２．上記の金額には､消費税等は含まれておりません。 

 

 

７．役員の異動 

該当事項はありません。 
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