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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 8,701 ― 204 ― 133 ― 95 ―

20年3月期第3四半期 9,722 6.2 957 176.0 921 186.1 888 212.8

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3四半期 3.36 ―

20年3月期第3四半期 31.33 ―

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3四半期 11,601 3,624 31.1 127.20
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3四半期  3,607百万円 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  有  
 

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 11,280 △9.5 210 △80.1 100 △89.7 50 △94.3 1.76

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、実際の実績は、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3四半期  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3四半期  11,798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3四半期  28,362,639株 20年3月期第3四半期  28,364,510株
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ホクシン株式会社（７８９７） 平成 21 年 3 月期第３四半期決算短信 

 

【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３四半期累計期間におけるわが国経済は、世界経済の景気後退と株価の下落、急激な円高等の

影響により、景気が急速に悪化しました。原油価格については、下落基調にありますが、企業の設備

投資の抑制、雇用情勢は悪化しており、個人消費の低迷など、景気は一段と悪化するものと予想され

ます。 

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、一時的に着工数は回復したものの、国

内景気悪化の影響が波及しており、個人の住宅購買意欲は、依然低下したままで、住宅着工は前年と

同様、低水準に推移いたしました。 

このような状況の下、当社グループの販売するＭＤＦは販売価格の改定が進まず、原材料費のコス

トアップ要因を吸収できるには至りませんでした。また、景気の低迷による市場縮小のなか、販売量

が大きく落ち込みました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は 87億１百万円（前年同期比 10.5%減）、営業利益

は 2 億４百万円（同 78.6%減）、経常利益は１億 33 百万円（同 85.5%減）、四半期純利益は 95 百万円

（同 89.3%減）となりました。 

 

（注）前年同期比に関する数値は参考として記載しております。 

 

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３四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 28 百万円減少し 116

億１百万円となりました。このうち、流動資産は 54 億 12 百万円となり 99 百万円増加、固定資産

は有形固定資産が８百万円の減少となり、無形固定資産 36 百万円の減少及び投資有価証券１億６

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 1 億 28 百万円減少の 61 億 89

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 15 百万円増加し 79億 77 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 4億 29 百万円増加、短期借入金が 2億円増加、及

び１年以内償還予定の社債の減少４億円等により、流動負債合計では 61 百万円減少の 54億 51 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 2 億 28 百万円

等により 76 百万円増加の 25 億 25 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 43 百万円減少し 36 億 24 百万円となりました。これは評

価・換算差額等の増加額 31 百万円等によるものです。 

この結果、自己資本比率は 31.1%となり、前連結会計年度末に比べ 0.3%の減少となりました。

 

(2)キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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、９億 87 百万円と

なり、前連結会計年度末に比べ１億 30 百万円の増加となりました。 

（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、６億 78 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１億５百万円、減価償却費２億 92 百万円、売上債権の増加額３億 19 百万円、仕入債務の

増加額４億 29 百万円及び割引手形の増加額１億 49 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、１億 19 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 67 百万円及び無形固定資産の取得による支

出 32 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、４億 28 百万円となりました。これは主に、短期借入金の純

増加額２億円、社債の償還による支出５億 49 百万円及び配当金の支払額１億 70 百万円によるも

のです。 
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ホクシン株式会社（７８９７） 平成 21 年 3 月期第３四半期決算短信 

 

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、販売量の落ち込みと原材料費等のコスト高が影響し、収益の低下を余儀な

くされております。 

当社連結業績予想につきましては、当初の予想を大きく下回る見通しとなりました。詳細につい

ては、本日同時に開示いたしました「平成 21 年３月期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照

ください。 
 

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 22,602 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、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３四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 9,037 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。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 987,077 956,131

受取手形及び売掛金 1,644,307 1,474,410

商品及び製品 1,778,462 1,959,086

仕掛品 199,735 189,140

原材料及び貯蔵品 575,354 507,456

繰延税金資産 190,387 190,387

その他 37,588 36,370

流動資産合計 5,412,914 5,312,983

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置（純額） 1,576,496 1,572,927

土地 3,094,470 3,094,470

その他（純額） 664,216 676,262

有形固定資産合計 5,335,183 5,343,660

無形固定資産 141,435 177,573

投資その他の資産   

投資有価証券 632,414 739,023

その他 87,356 63,018

貸倒引当金 △7,347 △6,100

投資その他の資産合計 712,423 795,941

固定資産合計 6,189,042 6,317,175

資産合計 11,601,956 11,630,158

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,104,060 1,674,936

短期借入金 1,900,000 1,700,000

1年内償還予定の社債 349,100 749,200

1年内返済予定の長期借入金 530,264 666,932

未払法人税等 2,093 17,669

賞与引当金 52,882 131,400

その他 513,433 572,792

流動負債合計 5,451,833 5,512,930
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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) 

固定負債   

社債 800,800 950,600

長期借入金 887,671 658,702

繰延税金負債 205,591 205,591

退職給付引当金 257,781 310,966

環境対策引当金 24,399 24,399

その他 349,293 298,573

固定負債合計 2,525,536 2,448,833

負債合計 7,977,370 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 1,755,068 1,830,044

自己株式 △2,287 △1,918

株主資本合計 4,096,652 4,171,997

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △178,924 △75,788

繰延ヘッジ損益 △183,476 △317,752

土地再評価差額金 △126,602 △126,602

評価・換算差額等合計 △489,003 △520,143

少数株主持分 16,937 16,541

純資産合計 3,624,586 3,668,395

負債純資産合計 11,601,956 11,630,158
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 8,701,988

売上原価 7,365,956

売上総利益 1,336,032

販売費及び一般管理費 1,131,377

営業利益 204,655

営業外収益  

受取利息及び配当金 7,179

不動産賃貸料 9,900

その他 17,542

営業外収益合計 34,622

営業外費用  

支払利息 52,653

その他 52,636

営業外費用合計 105,289

経常利益 133,987

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

固定資産除却損 1,781

特別損失合計 28,052

税金等調整前四半期純利益 105,935

法人税、住民税及び事業税 9,650

少数株主利益 1,085

四半期純利益 95,200
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 3,047,166

売上原価 2,613,388

売上総利益 433,778

販売費及び一般管理費 366,221

営業利益 67,556

営業外収益  

受取利息及び配当金 2,394

不動産賃貸料 3,300

その他 4,658

営業外収益合計 10,352

営業外費用  

支払利息 17,397

その他 38,687

営業外費用合計 56,084

経常利益 21,824

特別損失  

固定資産除却損 1,234

特別損失合計 1,234

税金等調整前四半期純利益 20,589

法人税、住民税及び事業税 6,976

少数株主利益 1,271

四半期純利益 12,341
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 105,935

減価償却費 292,709

退職給付引当金の増減額（△は減少） △53,184

賞与引当金の増減額（△は減少） △90,118

受取利息及び受取配当金 △7,179

支払利息 52,653

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） △319,136

たな卸資産の増減額（△は増加） 102,131

未払消費税等の増減額（△は減少） 34,555

仕入債務の増減額（△は減少） 429,124

割引手形の増減額（△は減少） 149,239

その他 11,882

小計 734,883

利息及び配当金の受取額 7,709

利息の支払額 △51,179

法人税等の支払額 △12,510

営業活動によるキャッシュ・フロー 678,903

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

投資有価証券の取得による支出 △20,417

有形固定資産の取得による支出 △167,699

無形固定資産の取得による支出 △32,617

貸付金の回収による収入 2,039

その他 △1,116

投資活動によるキャッシュ・フロー △119,812

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） 200,000

長期借入れによる収入 650,000

長期借入金の返済による支出 △557,699

社債の償還による支出 △549,900

配当金の支払額 △170,177

自己株式の取得による支出 △368

財務活動によるキャッシュ・フロー △428,144

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） 130,946

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 987,077
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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３四半期連結会計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

 該当事項はありません。 

 

9



ホクシン株式会社（７８９７） 平成 21 年 3 月期第３四半期決算短信 

 

６．その他の情報 

生産及び販売の状況 

(1)生産実績 

当第３四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 2,934,208 

 スターウッﾄﾞＴＦＢ 2,127,530 

 その他 41,078 

合計 5,102,817 

(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３四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 2,079,287 

 その他 26,713 

合計 2,106,001 

(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３四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 3,376,500 

 スターウッドＴＦＢ 2,356,843 

 輸入商品 2,887,356 

 その他 81,288 

合計 8,701,988 

(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)(要約)四半期連結損益計算書 

（単位：千円） 
前第３四半期連結累計期間

区 分 (自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 19 年 12 月 31 日） 

Ⅰ 売上高 9,722,251

Ⅱ 売上原価 7,521,958

売上総利益 2,200,292

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,242,325

営業利益 957,967

Ⅳ 営業外収益 

受取利息及び配当金 8,794

土地信託配当金 13,717

賃貸収入 9,900

その他 14,469

営業外収益合計 46,881

Ⅴ 営業外費用 

支払利息 34,337

その他 48,823

営業外費用合計 83,161

経常利益 921,687

Ⅵ 特別損失 

固定資産除却損 21,686

特別損失合計 21,686

税金等調整前当期純利益 900,001

法人税等 9,500

少数株主利益 1,714

四半期純利益 888,786
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(2) (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：千円） 

前第３四半期連結累計期間 
区 分 (自 平成 19 年４月 １日 

至 平成 19 年 12 月 31 日） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前四半期(当期)純利益 900,001 
減価償却費 253,449 
退職給付引当金の減少額 △33,154 
賞与引当金の増加額（△は減少） △34,556 
受取利息及び受取配当金 △8,794 
支払利息 34,337 
デリバディブ評価益(△)又は評価損 8,686 
固定資産除却損 21,686 
売上債権の増減額（△は増加） 85,064 
たな卸資産の増減額（△は増加） △849,363 
未払消費税等の増減額（△は減少） △23,808 
仕入債務の増減額（△は減少） △269,006 
割引手形の増減額（△は減少） 416,695 
預り保証金の増減額（△は減少） 1,513 
その他 △9,929 
小計 492,822 
利息及び配当金の受取額 8,919 
利息の支払額 △36,364 
法人税等の支払額 △14,814 
営業活動によるキャッシュ・フロー 450,563 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  
関係会社株式の取得による支出 △9,000 
有形固定資産の取得による支出 △245,854 
無形固定資産の取得による支出 △35,678 
固定資産の除却に係る撤去費用等の支出 △9,410 
貸付による支出 △3,500 
貸付金の回収による収入 1,824 
その他 △4,602 
投資活動によるキャッシュ・フロー △306,221 

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 
長期借入による収入 200,000 
長期借入金の返済による支出 △400,133 
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 △141,827 
少数株主への配当金の支払額 △750 
自己株式の取得による支出 △698 
財務活動によるキャッシュ・フロー △345,483 

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増減額 △201,141 
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四半期末（期末）残高 841,790 
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