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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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 ％

21年3月期第2四半期 5,654 ― 137 ― 112 ― 82 ―

20年3月期第2四半期 6,474 12.9 664 476.2 639 559.4 610 865.6

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

21年3月期第2四半期 2.92 ―

20年3月期第2四半期 21.54 ―

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

21年3月期第2四半期 11,569 3,815 32.8 133.94
20年3月期 11,630 3,668 31.4 128.75

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  3,798百万円 20年3月期  3,651百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 1.50 ― 3.50 5.00
21年3月期 ― 2.50 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 2.50 5.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

通期 12,800 2.7 590 △44.1 510 △47.6 455 △48.0 15.86

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注） 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 ・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 ・上記の予想は、本資料の発生時現在において、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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  28,373,005株 20年3月期  28,373,005株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  10,732株 20年3月期  9,637株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  28,362,954株 20年3月期第2四半期  28,365,293株
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ホクシン株式会社（７８９７） 平成 21 年 3 月期第２四半期決算短信 

 

【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、サブプライム住宅ローン問題の激震が、米国大手金

融機関の経営破綻を招くなど、金融システムに大きな動揺を与え、世界的な景気後退懸念が強まるな

か、株式・為替市場の変動、原油価格の動向等から、景気の減速感が一段と強まってまいりました。

住宅業界におきましても、建築基準法改正の影響が収束しつつあるものの、雇用者所得の伸び悩み

やエネルギー、食料品価格の上昇等の影響による国内景気の冷え込みから、消費者の住宅購入意欲が

低下しており、住宅着工は依然として低水準のまま推移いたしました。 

このような状況の下、当社グループの販売するＭＤＦは市場の縮小のなか低迷を続け、販売量が落

ち込みました。また、高騰する原材料費及び海上運賃などのコストアップ要因も販売価格の改定遅れ

により吸収することができませんでした。一方、製造コストのコストダウンと生産性の改善、品質の

向上については継続的に取り組んでまいりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は 56 億 54 百万円（前年同期比 12.7%減）、営業利益

は１億 37 百万円（同 79.4%減）、経常利益は１億 12 百万円（同 82.5%減）、四半期純利益は 82 百万円

（同 86.4%減）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1)資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ 60 百万円減少し 115

億 69 百万円となりました。このうち、流動資産は 52 億 83 百万円となり 29 百万円減少、固定資

産は有形固定資産が 70 百万円の増加となりましたが、無形固定資産 24 百万円の減少及び投資有

価証券 74 百万円の減少により固定資産合計では、前連結会計年度末に比べて 31 百万円減少の 62

億 85 百万円となりました。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べて 2 億 7 百万円減少し 77 億 54 百万円となりました。こ

のうち、流動負債については支払手形及び買掛金が 74 百万円増加、短期借入金及び１年以内償還

予定の社債の減少１億円等により、流動負債合計では 1億 48 百万円減少の 53 億 63 百万円となり

ました。固定負債は、社債の減少１億 49 百万円及び長期借入金の増加 61 百万円等により 58 百万

円減少の 23 億 90 百万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて 1億 46 百万円増加し 38億 15 百万円となりました。これ

は評価・換算差額等の増加額１億 63 百万円等によるものです。 

この結果、自己資本比率は 32.8%となり、前連結会計年度末に比べ 1.4%の増加となりました。

 

(2)キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」）は、８億 39 百万円と

なり、前連結会計年度末に比べ 16 百万円の減少となりました。 

（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、２億 50 百万円となりました。これは主に税金等調整前四半

期純利益 85 百万円、減価償却費１億 90 百万円、たな卸資産の減少額１億 41 百万円及び割引手形

の減少額１億 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、34 百万円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収

入１億円、有形固定資産の取得による支出１億８百万円及び無形固定資産の取得による支出 21 百

万円によるものです。 

（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、２億 32 百万円となりました。これは主に、長期借入による

収入３億 50 百万円、長期借入金の返済による支出２億 33 百万円、社債の償還による支出１億 99

百万円及び配当金の支払額 99 百万円によるものです。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

国内外の景気が減速傾向にあるなか、住宅投資も住宅着工戸数が伸び悩む厳しい環境が続くもの

と予想されます。 

このような状況の下、品質の更なる向上と高機能・高付加価値製品の拡販を進め、販売価格改定

の浸透に注力するとともに、原油の値下がりによる原材料費の見直しや円高による収益面でのプラ

ス材料を加え、安定的な収益の確保を目指してまいります。 

当社連結業績予想につきましては、先行き不透明な経営環境が続きますが、現時点では平成 20 年

５月 15 日に公表しました計画から変更はありません。 
 

４．その他 

 (1) 期中における重要な子会社の異動（連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、

一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用し

た将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

2.退職給付費用の算定方法 

退職給付費用については、期首に算定した年間の退職給付費用を期間按分した額を、四半期

会計期間及び期首からの累計期間にそれぞれ計上する方法によっております。 

 

(3) 四半期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 

1. 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 19 年

３月 14 日 企業会計基準第 12 号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準委員会 平成 19 年３月 14 日 企業会計基準適用指針第 14 号）を適用しております。

また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

2. 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成 18 年７月５日 企業会計

基準第９号)を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法

（収益性の低下による簿価の切下げの方法）に変更しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益及び、税金

等調整前四半期純利益がそれぞれ 15,881 千円減少しております。 

3. 法人税法の改正(所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日 法律第23号)に伴

い、法定耐用年数が見直されました。これを契機とし、機械及び装置の耐用年数の見直しを行

い、当第２四半期連結会計期間より一部の資産を除き、耐用年数を短縮して減価償却費を算定

する方法に変更しております。この変更により第２四半期連結累計期間において、売上総利益、

営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ 5,761 千円減少しております。

なお、当該処理の変更が第２四半期連結会計期間に行われたのは、減価償却システムの変更

に時間を要したためであります。従って、第１四半期連結会計期間において当第２四半期連結

会計期間と同様の方法を採用した場合、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四

半期純利益がそれぞれ 2,578 千円減少いたします。 
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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 20 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 20 年３月 31 日) 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 839,320 956,131

  受取手形及び売掛金 1,679,022 1,474,410

  商品及び製品 1,695,393 1,959,086

  仕掛品 211,641 189,140

  原材料及び貯蔵品 607,061 507,456

  繰延税金資産 190,387 190,387

  その他 60,847 36,370

  流動資産合計 5,283,673 5,312,983

 固定資産 

  有形固定資産 

   機械及び装置（純額） 1,644,467 1,572,927

   土地 3,094,470 3,094,470

   その他（純額） 675,072 676,262

   有形固定資産合計 5,414,011 5,343,660

  無形固定資産 153,520 177,573

  投資その他の資産 

   投資有価証券 664,078 739,023

   その他 60,161 63,018

   貸倒引当金 △6,100 △6,100

   投資その他の資産合計 718,140 795,941

  固定資産合計 6,285,671 6,317,175

 資産合計 11,569,345 11,630,158
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   （単位：千円）

  
当第２四半期連結会計期間末

(平成 20 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 20 年３月 31 日) 

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 1,749,356 1,674,936

  短期借入金 1,650,000 1,700,000

  1 年内償還予定の社債 699,100 749,200

  1 年内返済予定の長期借入金 721,932 666,932

  未払法人税等 6,186 17,669

  賞与引当金 118,532 131,400

  その他 418,865 572,792

  流動負債合計 5,363,973 5,512,930

 固定負債 

  社債 800,800 950,600

  長期借入金 720,236 658,702

  繰延税金負債 205,591 205,591

  退職給付引当金 275,509 310,966

  環境対策引当金 24,399 24,399

  その他 363,730 298,573

  固定負債合計 2,390,266 2,448,833

 負債合計 7,754,240 7,961,763

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 2,343,871 2,343,871

  利益剰余金 1,813,632 1,830,044

  自己株式 △2,140 △1,918

  株主資本合計 4,155,362 4,171,997

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 △134,581 △75,788

  繰延ヘッジ損益 △95,266 △317,752

  土地再評価差額金 △126,602 △126,602

  評価・換算差額等合計 △356,450 △520,143

 少数株主持分 16,193 16,541

 純資産合計 3,815,105 3,668,395

 負債純資産合計 11,569,345 11,630,158
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(2) 【四半期連結損益計算書】 
  （単位：千円）

  

当第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) 

売上高 5,654,822

売上原価 4,752,567

売上総利益 902,254

販売費及び一般管理費 765,155

営業利益 137,098

営業外収益 

 受取利息及び配当金 4,785

 その他 26,237

 営業外収益合計 31,022

営業外費用 

 支払利息 35,255

 その他 20,702

 営業外費用合計 55,957

経常利益 112,163

特別損失 

 ゴルフ会員権評価損 2,523

 投資有価証券評価損 23,747

 その他 546

 特別損失合計 26,817

税金等調整前四半期純利益 85,346

法人税、住民税及び事業税 2,673

少数株主損失（△） △186

四半期純利益 82,859
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 
  （単位：千円）

  

当第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) 

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 85,346

 減価償却費 190,051

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △35,456

 賞与引当金の増減額（△は減少） △16,967

 受取利息及び受取配当金 △4,785

 支払利息 35,255

 投資有価証券評価損益（△は益） 23,747

 ゴルフ会員権評価損 2,523

 売上債権の増減額（△は増加） △33,543

 たな卸資産の増減額（△は増加） 141,586

 未払消費税等の増減額（△は減少） 28,437

 仕入債務の増減額（△は減少） 74,420

 割引手形の増減額（△は減少） △171,069

 その他 △30,074

 小計 289,473

 利息及び配当金の受取額 5,255

 利息の支払額 △36,069

 法人税等の支払額 △8,093

 営業活動によるキャッシュ・フロー 250,566

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 定期預金の払戻による収入 100,000

 投資有価証券取得による支出 △5,600

 有形固定資産の取得による支出 △108,515

 無形固定資産の取得による支出 △21,795

 貸付金の回収による収入 1,187

 その他 205

 投資活動によるキャッシュ・フロー △34,517

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 短期借入金の純増減額（△は減少） △50,000

 長期借入れによる収入 350,000

 長期借入金の返済による支出 △233,466

 社債の償還による支出 △199,900

 配当金の支払額 △99,271

 自己株式の取得による支出 △221

 財務活動によるキャッシュ・フロー △232,859

現金及び現金同等物に係る換算差額 ─

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △16,811

現金及び現金同等物の期首残高 856,131

現金及び現金同等物の四半期末残高 839,320
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）及び「四半

期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14号）を適用しております。

また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 
当第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) 

 該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 
 【事業の種類別セグメント情報】 

当第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。 

 
【所在地別セグメント情報】 

当第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) 

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。 

 
【海外売上高】 

当第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) 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
当第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) 

 該当事項はありません。 
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６．その他の情報 

生産及び販売の状況 

(1)生産実績 

当第２四半期連結累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。 

 

事業部門等の名称 金額(千円) 

 スターウッﾄﾞ 1,886,927 

 スターウッﾄﾞＴＦＢ 1,347,313 

 その他 14,514 

合計 3,248,755 

(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)仕入実績 

当第２四半期連結累計期間における仕入実績を事業部門等ごとに示すと、次のとおりであります。 
 

事業部門等の名称 金額(千円) 

 輸入商品 1,240,432 

 その他 10,404 

合計 1,250,836 

(注) １ 金額は、仕入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。 

 

(3)受注実績 
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。 

 
(4)販売実績 

当第２四半期連結累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。 
 

事業部門等の名称 金額(千円) 

 スターウッド 2,170,155 

 スターウッドＴＦＢ 1,540,210 

 輸入商品 1,912,024 

 その他 32,431 

合計 5,654,822 

(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。 
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「参考資料」 
前四半期に係る財務諸表等 
(1)中間連結損益計算書 

（単位：千円） 
前中間連結会計期間 

区 分 (自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 19 年９月 30 日） 

Ⅰ 売上高 6,474,939

Ⅱ 売上原価 4,986,667

売上総利益 1,488,271

Ⅲ 販売費及び一般管理費 823,363

営業利益 664,907

Ⅳ 営業外収益 

受取利息及び配当金 5,977

土地信託配当金 9,217

賃貸収入 6,600

その他 8,986

   営業外収益合計 30,780

Ⅴ 営業外費用 

支払利息 22,911

手形譲渡損 10,890

売上割引 14,281

デリバティブ評価損 5,899

その他 1,987

営業外費用合計 55,971

経常利益 639,717

Ⅵ 特別損失 

固定資産除却損 20,944

特別損失合計 20,944

税金等調整前中間純利益 618,773

法人税等 7,000

少数株主利益 830

中間純利益 610,942
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(2)中間連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：千円） 

前中間連結会計期間 
区 分 (自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 19 年９月 30 日） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 
税金等調整前中間純利益 618,773
減価償却費 162,873
退職給付引当金の減少額（△） △19,044
賞与引当金の増加額 20,745
受取利息及び受取配当金 △5,977
支払利息 22,911
デリバディブ評価損 5,899
固定資産除却損 20,944
売上債権の増加額（△） △26,890
たな卸資産の増加額（△） △471,800
未払消費税等の減少額（△） △12,052
仕入債務の減少額（△） △333,236
割引手形の増加額 357,398
その他 △50,083
小計 290,459
利息及び配当金の受取額 5,956
利息の支払額 △26,041
法人税等の支払額 △9,595
営業活動によるキャッシュ・フロー 260,778

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 
有形固定資産の取得による支出 △135,093
無形固定資産の取得による支出 △24,376
固定資産の除却に係る撤去費用等の支出 △9,410
貸付金の回収による収入 1,005
その他 △4,397
投資活動によるキャッシュ・フロー △172,271

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 
短期借入金の純減少額（△） △200,000
長期借入による収入 200,000
長期借入金の返済による支出 △288,400
社債の発行による収入 298,025
社債の償還による支出 △100,100
配当金の支払額 △99,280
少数株主への配当金の支払額 △750
その他 △290
財務活動によるキャッシュ・フロー △190,795

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額等 －
Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額（△） △102,288
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,042,931
Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 940,643
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