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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 10,764 △13.6 188 △82.1 104 △89.2 52 △94.0

20年3月期 12,460 2.0 1,056 93.4 973 90.9 875 140.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 1.84 ― 1.4 0.9 1.8
20年3月期 30.87 ― 24.8 9.2 8.5

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 11,650 3,692 31.7 130.20
20年3月期 11,630 3,668 31.4 128.75

（参考） 自己資本   21年3月期  3,692百万円 20年3月期  3,651百万円

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

21年3月期 533 △239 619 1,769
20年3月期 588 △2,707 1,931 856

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 1.50 ― 3.50 5.00 141 16.2 4.0
21年3月期 ― 2.50 ― 1.50 4.00 113 216.9 3.1

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 2.50 2.50 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

4,600 △18.7 △80 △158.4 △120 △207.0 △125 △250.9 △4.41

通期 9,600 △10.8 190 0.7 100 △4.6 60 14.7 2.12
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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) 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（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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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  12,022株 20年3月期  9,637株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 10,484 △13.6 185 △82.2 99 △89.7 49 △94.4

20年3月期 12,136 2.5 1,045 102.2 967 101.9 879 153.4

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 1.74 ―

20年3月期 31.00 ―

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 11,538 3,688 32.0 130.07
20年3月期 11,483 3,643 31.7 128.44

（参考） 自己資本 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第2四半期 
累計期間

4,500 △18.3 △80 △157.4 △120 △207.4 △125 △249.0 △4.41

通期 9,400 △10.3 190 2.3 100 0.4 60 21.4 2.12
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１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、世界的な金融市場の混乱による株式市場の急落と円高の

進行が実体経済に深刻な影響を及ぼし、企業収益を急速に悪化させました。その結果、設備投資の

抑制・雇用調整が一段と進み、個人消費の低迷などから景気は悪化の傾向を強めてまいりました。 

この間、当社グループに関連の深い住宅業界におきましては、新設住宅着工戸数が一昨年６月の

改正建築基準法による住宅投資の大幅な減少の反動もあり、103 万 9 千戸と前年同期比 0.3%の微増

ではありましたが、景気の先行き不透明感や雇用不安などを背景に住宅購買意欲は依然低下したま

ま推移し厳しい状況が続きました。 

このような環境下にあって、当社グループの連結業績は原料高によるコストアップと販売量の大

幅な落ち込みにより、売上高、利益面とも前年同期比大幅な減少を余儀なくされました。 

この結果、当連結会計年度の売上高は、107 億 64 百万円と前年同期比 13.6%減となりました。こ

のうち、国内製品のスターウッドは、42 億 43 百万円（同 9.0%減）、スターウッドＴＦＢは 28 億 64

百万円（同 20.1%減）となりました。 

一方、輸入商品につきましては、35 億 48 百万円（同 12.1%減）となりました。 

利益面では、営業利益が１億 88 百万円（同 82.1%減）、経常利益が１億４百万円（同 89.2%減）、

当期純利益が 52 百万円（同 94.0%減）と前期に比べ大幅な減益となりました。 

なお、ＭＤＦ商品の海外仕入先でありますカーター・ホルト・ハーベイ社のランギオラ工場（ニ

ュージーランド）が平成 21 年２月に DAIKEN NEW ZEALAND LTD.に売却されましたが、同社商品につ

きましては、引き続き大建工業株式会社を通じて購入することになりました。また、カーター・ホ

ルト・ハーベイ社のオべロン工場（オーストラリア）のＭＤＦ商品については、従来どおり当社グ

ループが直接輸入販売を継続してまいります。 

 

次期の見通しは、金融市場の不安が未だ払拭されず、企業収益が大幅に減少し、更なる景気の悪

化を受け厳しい経済環境が続くものと予想されます。 

当社グループはこの様な見通しの中、販売部門では得意先との情報交換を頻繁に行い、得意先の

ニーズへの対応能力を強化し業績の向上を目指します。また、製造部門では製造部と設備部を製造

部に一元化し、品質の安定・向上にスピード感を持って対応するとともに継続的なコストダウンを

図ります。更には、全社的に労務費等の固定費の削減にも努めます。 

以上により、当社グループの平成 22年 3 月期の業績見通しは、連結売上高 96 億円、連結営業利

益１億 90 百万円、連結経常利益１億円、連結純利益 60 百万円を見込んでおります。 

 

（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ 20 百万円増加し 116 億 50 百万

円となりました。 

流動資産は 55 億 88 百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億 75 百万円増加しました。これ

は主に、現金及び預金の増加額８億 13 百万円、受取手形及び売掛金の減少額３億 18 百万円、た

な卸資産の減少額 55 百万円によるものです。 

固定資産は 60 億 62 百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億 54 百万円減少しました。これ

は主に、有形固定資産の減少額 96 百万円、無形固定資産の減少額 48 百万円及び投資有価証券の

減少額１億 14 百万円によるものです。 

流動負債は 46 億 74 百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億 38 百万円減少しました。これ

は主に、支払手形及び買掛金の減少額１億 86 百万円、１年以内に償還予定の社債の減少額４億

49 百万円及びその他の流動負債の減少額３億 11 百万円によるものです。 

固定負債は 32 億 83 百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億 34 百万円増加しました。これ
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は主に長期借入金の増加額 13 億 54 百万円、社債の減少額２億 99 百万円によるものです。 

純資産は36億92百万円となり、前連結会計年度末に比べ24百万円増加しました。これは主に、

利益剰余金の減少額１億 17 百万円、その他有価証券評価差額金の減少額１億 30 百万円及び繰延

ヘッジ損益の増加額２億 89 百万円によるものです。 

これにより、当連結会計年度末における自己資本比率は 0.3 ポイント増加し、31.7%となりまし

た。 
 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、手許流動性を高め

るため前連結会計年度末に比べ９億 13 百万円増加し 17 億 69 百万円となりました。 

当連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況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、前連結会計年度末に比べ 55 百万円減少し５億 33 百万円と

なりました。これは主に、税金等調整前当期純利益 58 百万円、減価償却費３億 95 百万円、売上

債権の減少額５億 96 百万円の増加要因と退職給付引当金の減少額 77 百万円、仕入債務の減少額

１億 86 百万円及び割引手形の減少額２億 78 百万円によるものです。 

(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、前連結会計年度末に比べ 24 億 68 百万円減少し２億 39 百万円

となりました。これは主に、長期性預金の払戻による収入１億円と投資有価証券の取得による支

出 40 百万円、有形固定資産の取得による支出２億 36 百万円及び無形固定資産の取得による支出

43 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) 

財務活動の結果得られた資金は、前連結会計年度末に比べ 13 億 11 百万円減少し６億 19 百万円

となりました。これは主に、長期借入金の純増額 15 億 51 百万円と社債の償還による支出７億 49

百万円及び配当金の支払いによる支出１億 70 百万円によるものです。 
 

（キャッシュ・フロー指標群） 

 平成17年

３月期 

平成18年

３月期 

平成19年

３月期 

平成20年 

３月期 

平成21年

３月期 

自己資本比率（％） 30.7 35.1 36.0 31.4 31.7 

時価ベースの自己資本比率（％） 83.5 97.2 73.1 54.4 33.6 

債務償却年数（年） 10.7 5.8 3.9 8.4 10.5 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 2.1 6.1 15.1 11.2 7.4 

※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．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。 

２．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。 
 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

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など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、本日開示いたしました「配当予想の修正に関するお知らせ」にあ

りますように 1円減配し年間４円（中間配当 2円 50 銭を含む）とさせていただきます。 
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（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、当該事項は当連結会計年度末現在

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 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、建築解体材などのリサイクルチップの利用及び国産針葉樹チップを使用した床材用製

品などの開発に取り組んでおります。 
 

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。 
 

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。 
 

   ⑥退職給付債務 

    当社グループは、確定給付型の企業年金制度を設定していますが、退職給付債務等の計算に必

要な基礎数値（昇給率、割引率、従業員平均残存年数等）の見直しや年金資産の運用環境によっ

て退職給付費用が増減することがあり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

当社の企業集団は、当社と子会社２社（連結子会社１社、非連結子会社１社）及びその他の関係

会社１社で構成され、ＭＤＦ（Medium Density Fiberboard）の製造、販売を主な事業内容としてお

ります。 

子会社のＣ＆Ｈ株式会社は、当社の製品の販売及び海外ＭＤＦメーカーからの輸入商品の販売を

行っております。 

事業の系統図は次のとおりであります。 

 

 

海外 MDF メーカー 

（オーストラリア） 

（当社）  ＭＤＦ製造・販売・開発 

得意先 

（輸入仕入）

販売

販売

（連結子会社）

Ｃ＆Ｈ株式会社

（その他の関係会社）

兼松株式会社 

海外ＭＤＦメーカー 

（ニュージーランド） 

国内取引先 

（国内仕入） 

（非連結子会社） 
株式会社大亀 

（委託加工） 

兼松ケミカル株式会社 

原材料仕入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

当社グループは創業以来、「木材の有効利用」を基本理念として、木材チップを主原料に社会的

要求である健康住宅を志向したノンホルム化及び超低ホルム化製品や、高耐水性・高耐久性を要

求される住宅関連製品を生産し、市場に供給しております。また、木質廃材やリサイクルチップ

（建築解体材など）の利用により「自然環境の保護」に寄与しております。そして、相互信頼に

基づく安定した取引で適切な利益を確保し、株主や顧客をはじめ関係各位の期待に応えるための

営業努力を続けてまいります。 

 

（２）目標とする経営指標 

当社では、利益配分の基本方針に従って、長期的な安定配当を維持継続し、企業価値の増大に

よる利益還元を行うことに注力しており、株主資本当期純利益率（ＲＯＥ）の向上を目指し業務

に励む所存であります。 
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（３）中長期的な会社の経営戦略 

当社は、「新中期経営計画 ＮＥＸＴ２０１０」に基づき、販売部門においては、新規市場の開

拓や新規商品の販売に傾注し収益拡大を目指す計画でしたが、計画初年度は、世界同時不況とい

った未曾有の経済危機に見舞われ、十分な結果を出すことができませんでした。 

製造部門においては、エネルギーコストの削減及び生産性・稼働率の向上などコストダウンに

繋がる一定の成果を得ることができました。計画次年度の今期につきましては、住宅投資環境は

依然として不透明ではありますが、新用途の開拓と新商品の開発に着手し、得意先のニーズに迅

速に応え、新たな商機を捉えて収益に繋げていく努力を続けてまいります。また、地球環境の観

点から環境に対する負荷の減少に取り組んでまいります。 

 

（４）会社の対処すべき課題 

当社グループを取り巻く環境は、景気の後退による国内住宅市場の不透明感など依然として厳

しい状況が続くものと予想されます。 

このような環境下、原油価格の値下げに伴う接着剤等の原料コストの低減など収益の改善を図

るとともに、高耐水性、高耐久性の品質の差別化による販売強化に努めてまいります。また、環

境適応企業として安心・安全な製品とサービスを持続的に提供し続け、お客様からの信頼に応え

る体制で取り組んでまいります。 
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 956,131 1,769,912 

受取手形及び売掛金 1,474,410 1,156,197 

たな卸資産 2,655,683 － 

商品及び製品 － 1,902,264 

仕掛品 － 203,055 

原材料及び貯蔵品 － 494,475 

繰延税金資産 190,387 29,195 

その他 36,370 33,636 

貸倒引当金 － △330 

流動資産合計 5,312,983 5,588,407 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 2,193,650 2,210,440 

減価償却累計額 △1,549,522 △1,596,631 

建物及び構築物（純額） 644,127 613,809 

機械装置及び運搬具 11,703,199 11,740,487 

減価償却累計額 △10,129,309 △10,237,086 

機械装置及び運搬具（純額） 1,573,890 1,503,401 

土地 ※2 3,094,470 ※2 3,094,470 

建設仮勘定 － 5,760 

その他 152,290 161,405 

減価償却累計額 △121,118 △131,374 

その他（純額） 31,172 30,030 

有形固定資産合計 5,343,660 5,247,472 

無形固定資産 177,573 129,350 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※3 739,023 ※3 624,094 

長期貸付金 11,453 15,689 

その他 51,564 52,930 

貸倒引当金 △6,100 △7,347 

投資その他の資産合計 795,941 685,367 

固定資産合計 6,317,175 6,062,189 

資産合計 11,630,158 11,650,597 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 1,674,936 1,488,261 

短期借入金 1,700,000 1,700,000 

1年内償還予定の社債 749,200 299,600 

1年内返済予定の長期借入金 666,932 852,064 

未払法人税等 17,669 2,013 

賞与引当金 131,400 75,858 

役員賞与引当金 11,600 6,798 

その他 561,192 249,558 

流動負債合計 5,512,930 4,674,153 

固定負債 

社債 950,600 651,000 

長期借入金 658,702 2,013,305 

繰延税金負債 205,591 45,286 

退職給付引当金 310,966 232,972 

環境対策引当金 24,399 24,399 

その他 298,573 316,796 

固定負債合計 2,448,833 3,283,759 

負債合計 7,961,763 7,957,913 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,343,871 2,343,871 

利益剰余金 1,830,044 1,712,169 

自己株式 △1,918 △2,317 

株主資本合計 4,171,997 4,053,723 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △75,788 △206,098 

繰延ヘッジ損益 △317,752 △28,338 

土地再評価差額金 ※2 △126,602 ※2 △126,602 

評価・換算差額等合計 △520,143 △361,039 

少数株主持分 16,541 － 

純資産合計 3,668,395 3,692,684 

負債純資産合計 11,630,158 11,650,597 
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 12,460,282 10,764,770 

売上原価 ※1, ※2 9,761,002 ※1, ※2 9,129,974 

売上総利益 2,699,280 1,634,796 

販売費及び一般管理費 ※2, ※3 1,642,910 ※2, ※3 1,446,177 

営業利益 1,056,369 188,618 

営業外収益 

受取利息及び配当金 9,541 8,298 

信託受益権収益配当金 19,427 － 

不動産賃貸料 13,200 13,200 

デリバティブ評価益 － 7,300 

その他 19,480 18,894 

営業外収益合計 61,649 47,693 

営業外費用 

支払利息 47,412 70,919 

手形売却損 22,164 17,633 

売上割引 26,893 22,314 

デリバティブ評価損 29,319 － 

事業投資調査費 － 19,827 

その他 18,325 834 

営業外費用合計 144,114 131,530 

経常利益 973,904 104,781 

特別損失 

固定資産除却損 ※4 54,528 ※4 11,166 

投資有価証券評価損 － 23,747 

たな卸資産廃棄損 13,775 3,010 

特別退職金 － 5,500 

会員権評価損 － 2,523 

特別損失合計 68,303 45,947 

税金等調整前当期純利益 905,601 58,833 

法人税、住民税及び事業税 14,500 5,242 

法人税等調整額 15,203 886 

法人税等合計 29,703 6,129 

少数株主利益 145 401 

当期純利益 875,752 52,302 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 2,343,871 2,343,871 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,343,871 2,343,871 

利益剰余金 

前期末残高 1,096,119 1,830,044 

当期変動額 

剰余金の配当 △141,827 △170,177 

当期純利益 875,752 52,302 

当期変動額合計 733,925 △117,875 

当期末残高 1,830,044 1,712,169 

自己株式 

前期末残高 △1,143 △1,918 

当期変動額 

自己株式の取得 △775 △398 

当期変動額合計 △775 △398 

当期末残高 △1,918 △2,317 

株主資本合計 

前期末残高 3,438,847 4,171,997 

当期変動額 

剰余金の配当 △141,827 △170,177 

当期純利益 875,752 52,302 

自己株式の取得 △775 △398 

当期変動額合計 733,150 △118,273 

当期末残高 4,171,997 4,053,723 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 67,214 △75,788 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△143,003 △130,309 

当期変動額合計 △143,003 △130,309 

当期末残高 △75,788 △206,098 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 34,478 △317,752 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△352,231 289,414 

当期変動額合計 △352,231 289,414 

当期末残高 △317,752 △28,338 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

土地再評価差額金 

前期末残高 △126,602 △126,602 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 △126,602 △126,602 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 △24,908 △520,143 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△495,234 159,104 

当期変動額合計 △495,234 159,104 

当期末残高 △520,143 △361,039 

少数株主持分 

前期末残高 19,812 16,541 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,270 △16,541 

当期変動額合計 △3,270 △16,541 

当期末残高 16,541 － 

純資産合計 

前期末残高 3,433,750 3,668,395 

当期変動額 

剰余金の配当 △141,827 △170,177 

当期純利益 875,752 52,302 

自己株式の取得 △775 △398 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △498,505 142,562 

当期変動額合計 234,644 24,289 

当期末残高 3,668,395 3,692,684 

ホクシン株式会社(7897)　平成21年３月期　決算短信

12



(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益 905,601 58,833 

減価償却費 362,424 395,786 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △47,954 △77,993 

賞与引当金の増減額（△は減少） 38,744 △60,343 

受取利息及び受取配当金 △9,541 △8,298 

支払利息 47,412 70,919 

デリバティブ評価損益（△は益） 29,319 △7,300 

固定資産除却損 54,528 11,166 

投資有価証券評価損益（△は益） － 23,747 

売上債権の増減額（△は増加） 696,018 596,748 

たな卸資産の増減額（△は増加） △814,690 55,887 

未払消費税等の増減額（△は減少） △22,881 16,794 

仕入債務の増減額（△は減少） △612,761 △186,674 

割引手形の増減額（△は減少） 17,797 △278,535 

その他 2,236 △1,645 

小計 646,251 609,089 

利息及び配当金の受取額 9,521 8,814 

利息の支払額 △52,186 △71,972 

法人税等の支払額 △14,935 △12,583 

営業活動によるキャッシュ・フロー 588,650 533,347 

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 － △40,485 

関係会社株式の取得による支出 △9,000 － 

少数株主からの株式取得による支出 － △15,000 

有形固定資産の取得による支出 △2,637,165 △236,603 

無形固定資産の取得による支出 △46,501 △43,440 

固定資産撤去に伴う支出 △9,410 － 

貸付けによる支出 △3,500 △6,700 

貸付金の回収による収入 2,162 2,464 

その他 △3,711 725 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,707,126 △239,039 

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） 1,000,000 － 

長期借入れによる収入 500,000 2,250,000 

長期借入金の返済による支出 △511,866 △710,265 

社債の発行による収入 1,286,893 － 

社債の償還による支出 △200,000 △749,200 

配当金の支払額 △141,827 △170,177 

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 △775 △398 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,931,675 619,959 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △486 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △186,800 913,781 

現金及び現金同等物の期首残高 1,042,931 856,131 

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 856,131 ※ 1,769,912 
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

該当事項はありません。 

 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21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 

同左 

 (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、当期純損

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 

同左 

２ 持分法の適用に関する事

項 

 持分法を適用していない非連結子会

社（株式会社大亀）は、当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等からみて、持分法の対

象から除いても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。 

同左 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の決算日と連結決算日は

一致しております。 

同左 

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 

  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 

    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 

 (2) デリバティブ 

  時価法 

(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 

  通常の販売目的で保有するたな卸

資産 

評価基準は原価法（収益性の低

下による簿価切下げの方法）に

よっております。 

 ①商品及び製品 

総平均法 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

  ②未着商品 

  個別法による原価法 

 ②未着商品 

  個別法 

  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 

  総平均法 

  ④貯蔵品 

  終仕入原価法による原価法 

 ④貯蔵品 

  終仕入原価法 

  （会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「棚卸資産の評

価に関する会計基準」(企業会計基準第

９号 平成18年７月５日公表分）を適用

しております。この結果、従来の方法

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当期純利益が

それぞれ26,453千円減少しておりま

す。 

 (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 3年～15年
 

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、当連結会計年度

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

期純利益は、それぞれ9,657千円減少し

ております。 

 

  （追加情報） 

有形固定資産の耐用年数の変更 

 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、

当連結会計年度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。 

 この結果、従来の方法に比べて、売

上総利益が16,469千円、営業利益が

16,487千円、経常利益及び税金等調整

前当期純利益がそれぞれ16,495千円減

少しております。 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

 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 

 (3) 重要な繰延資産の処理

方法 

社債発行費 

   支出時に全額費用として処理し

ております。 

─── 

 (4) 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 

 (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 

 (3) 役員賞与引当金 

   役員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。 

(3) 役員賞与引当金 

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。 

(4) 退職給付引当金 

同左 

  （会計方針の変更） 

 「退職給付に係る会計基準」の一部

を改正（その３）（企業会計基準第19

号 平成20年７月31日）が平成21年３

月31日以前に開始する連結会計年度か

ら適用できることになったことに伴

い、当連結会計年度から同会計基準を

適用しております。 

 本会計基準の適用に伴い発生する退

職給付債務の差額に関わる適用初年度

の費用処理額は22,457千円であり、売

上総利益が13,283千円、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19,880千円減少しており

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 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

 (5) 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。 

─── 

 (6) 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 

 (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 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  （ヘッジ手段） 

同左 

   （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 

  （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 

 (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 

 (7) 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。 同左 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価方法

は、全面時価評価法によっております。

同左 

６ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 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 
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表示方法の変更 

 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

─── （連結貸借対照表） 
 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20年
８月７日 内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前
連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記された
ものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」「原
材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。 
 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商
品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ
1,959,086千円、189,140千円、507,456千円であります。

 

注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

 １ 受取手形割引高 1,447,711千円
 

 １ 受取手形割引高 1,169,175千円
 

※２ 土地の再評価 

    当社は、土地の再評価に関する法律(平成10年３

月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の

再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に

計上しております。 

   ・再評価の方法 

     主に土地の再評価に関する法律施行令(平成

10年３月31日公布政令第119号)第２条第４号に

定める路線価に基づいて時点修正等合理的な調

整を行って算出しております。 

   ・再評価を行った年月日・・・平成13年３月31日

   ・再評価を行った土地の当期末における時価と再

評価後の帳簿価額との差額・・・△42,601千円

※２ 土地の再評価 

    当社は、土地の再評価に関する法律(平成10年３

月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の

再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に

計上しております。 

   ・再評価の方法 

     主に土地の再評価に関する法律施行令(平成

10年３月31日公布政令第119号)第２条第４号に

定める路線価に基づいて時点修正等合理的な調

整を行って算出しております。 

   ・再評価を行った年月日・・・平成13年３月31日

   ・再評価を行った土地の当期末における時価と再

評価後の帳簿価額との差額・・・ △41,305千円

※３ 非連結子会社に対するものは、次のとおりであり

 ます。 

    投資有価証券（株式） 10,267千円
 

※３ 非連結子会社に対するものは、次のとおりであり

 ます。 

    投資有価証券（株式） 10,267千円
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(連結損益計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

─── ※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額 

    売上原価 26,453千円
 

※２ 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 695,007千円

給与賃金手当 225,553 

減価償却費 63,153 

賞与引当金繰入額 44,700 

退職給付費用 9,403 
 

※２ 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 610,954千円

給与賃金手当 209,331 

賞与引当金繰入額 22,947 

貸倒引当金繰入額 1,577 

役員賞与引当金繰入額 6,798 
 

※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は88,972千円であります。 

※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は85,918千円であります。 

※４ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 2,346千円

機械装置及び運搬具 48,155千円

工具器具備品 695千円

除却に伴う撤去費用等 3,330千円

合計 54,528千円
 

※４ 固定資産除却損の内訳 

機械装置及び運搬具 11,166千円
 

 
(連結株主資本等変動計算書関係) 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20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) 7,234 2,403 ─ 9,637
 
   (注)普通株式の自己株式の株式数の増加 2,403 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

平成19年11月15日 
取締役会 

普通株式 42,547 1.5 平成19年９月30日 平成19年12月10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20年6月27日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 99,271 3.5 平成20年3月31日 平成20年6月30日
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当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21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) 9,637 2,385 ─ 12,022
 
   (注)普通株式の自己株式の株式数の増加 2,385 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20年６月27日 
定時株主総会 

普通株式 99,271 3.5 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年10月30日 
取締役会 

普通株式 70,905 2.5 平成20年９月30日 平成20年12月１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21年6月26日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 42,541 1.5 平成21年3月31日 平成21年6月29日
 
 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

※  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20年３月31日)

現金及び預金勘定 956,131千円

預入期間３か月超の定期預金 △100,000千円

現金及び現金同等物 856,131千円
 

※  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21年３月31日)

現金及び預金勘定 1,769,912千円

現金及び現金同等物 1,769,912千円
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成20

年４月１日 至 平成21年３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。 

 
【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成20

年４月１日 至 平成21年３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】 

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成20

年４月１日 至 平成21年３月31日) 

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。 

 

【関連当事者情報】 

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

１.親会社及び法人主要株主等 
 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％) 

役員の
兼任等

事業上 
の関係 

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

その他
の関係
会社 

兼松 
株式会社 

東京都 
港区 

27,781 商社 

(所有) 
直接 0.1 
(被所有) 
直接30.6 

― ─ 
土地信託
受益権購入

2,300,000 ─ ─ 

(注) １．土地信託受益権の購入に関しては、不動産鑑定士による鑑定評価額を参考に決定しております。 

２．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。 

 
 

２.子会社等 
 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％) 

役員の
兼任等

事業上 
の関係 

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

非連結 
子会社 

株式会社
大亀 

大阪府 
岸和田市 

10 木材加工 
(所有) 

直接 100.0
１名

委託加工
及び土地建
物の賃貸

土地建物
の賃貸 

6,600 ─ ─ 

(注) １．土地建物の賃貸料については、近隣の取引事例を参考に決定しております。 

２．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。 
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３.兄弟会社等 
 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％) 

役員の
兼任等

事業上 
の関係 

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

その他
の関係
会社の
子会社 

兼松ケミカ
ル株式会社 

東京都 
中央区 

300 商社 

(所有) 
直接   ―
(被所有) 

直接   ―

─ 
原材料の
仕入 

原材料  
の仕入 

1,915,283 買掛金 975,449

(注) １．原材料の仕入についての取引条件は、一般の取引条件と同様に決定しております。 

２．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

 
当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

（追加情報） 

  当連結会計年度から平成18年10月17日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 企業会計基準第11号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準委員会 企業会計基準第13号）を適用しております。 

  この結果、開示対象範囲の変更はありません。 

 

１.関連当事者との取引 

 （１）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

（ア）連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等 
 

種類 
会社等 
の名称 

又は氏名 
所在地 

資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％) 

関連当事者 
との関係 

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円) 

非連結 
子会社 

株式会
社大亀 

大阪府 
岸和田市 

10 木材加工 
(所有) 

直接 100.0

委託加工及び
土地建物の賃貸

 
役員の兼任 

土地建物
の賃貸 

13,200 前受収益 1,155

(注) １．土地、建物の賃貸料については、近隣の取引事例を参考に決定しております。 

２．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

 
（イ）連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係

会社の子会社等 
 

種類 
会社等 
の名称 

又は氏名 
所在地 

資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％) 

関連当事者 
との関係 

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円) 

その他 
の関係 
会社の 
子会社 

兼松ケミ
カル株式
会社 

東京都 
中央区 

300 商社 

(所有) 
直接 ─ 
(被所有) 
直接 ─ 

原材料の 
仕入 

原材料 
の仕入 

1,917,439 買掛金 998,190

(注) １．原材料の仕入についての取引条件は、一般の取引条件と同様に決定しております。 

２．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 
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(１株当たり情報) 
 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

１株当たり純資産額 128円75銭
 

１株当たり純資産額 130円20銭
 

１株当たり当期純利益金額 30円87銭
 

１株当たり当期純利益金額 １円84銭
 

 なお、「潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額」に

ついては、潜在株式が存在しないため表示しておりませ

ん。 

同左 

(注) 算定上の基礎 

 １ １株当たり純資産額 

 
前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 3,668,395 3,692,684

普通株式に係る純資産額(千円) 3,651,853 3,692,684

差額の主な内訳 

少数株主持分 16,541 ─

普通株式の発行済株式数(千株) 28,373 28,373

普通株式の自己株式数(千株) 9 12

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
普通株式の数(千株) 

28,363 28,360

  

 ２ １株当たり当期純利益金額 

 
前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日)

当期純利益(千円) 875,752 52,302

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式に係る当期純利益(千円) 875,752 52,302

普通株式の期中平均株式数(千株) 28,364 28,362

 

 (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、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付に関する注記事項については、

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ております。 

 
 

ホクシン株式会社(7897)　平成21年３月期　決算短信

23



5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 765,224 1,605,634 

受取手形 ※2 88,432 ※2 72,346 

売掛金 ※2 1,385,977 ※2 1,083,851 

商品 956,593 － 

未着商品 158,068 － 

製品 844,424 － 

商品及び製品 － 1,902,264 

原材料 191,116 － 

仕掛品 189,140 203,055 

貯蔵品 316,339 － 

原材料及び貯蔵品 － 494,475 

前払費用 9,747 15,684 

繰延税金資産 190,387 29,195 

その他 11,351 535 

流動資産合計 5,106,804 5,407,043 

固定資産 

有形固定資産 

建物 1,828,019 1,844,509 

減価償却累計額 △1,311,703 △1,345,341 

建物（純額） 516,316 499,168 

構築物 362,516 362,516 

減価償却累計額 △234,913 △248,310 

構築物（純額） 127,603 114,205 

機械及び装置 11,689,326 11,726,614 

減価償却累計額 △10,116,399 △10,223,952 

機械及び装置（純額） 1,572,927 1,502,662 

車両運搬具 13,872 13,872 

減価償却累計額 △12,910 △13,133 

車両運搬具（純額） 962 738 

工具、器具及び備品 151,331 160,446 

減価償却累計額 △120,575 △130,759 

工具、器具及び備品（純額） 30,756 29,687 

土地 ※1 3,094,470 ※1 3,094,470 

建設仮勘定 － 5,760 

有形固定資産合計 5,343,036 5,246,693 

無形固定資産 

ソフトウエア 171,255 124,340 

ソフトウエア仮勘定 822 － 

電話加入権 4,082 4,082 

その他 1,412 927 

無形固定資産合計 177,573 129,350 

投資その他の資産 

投資有価証券 617,833 539,154 

関係会社株式 188,767 161,915 

従業員に対する長期貸付金 11,453 15,689 

長期前払費用 1,792 1,160 

会員権 28,161 26,900 

その他 14,310 16,376 

貸倒引当金 △6,100 △6,100 

投資その他の資産合計 856,220 755,095 

固定資産合計 6,376,830 6,131,139 

資産合計 11,483,634 11,538,182 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形 105,349 83,006 

買掛金 1,569,586 1,405,254 

短期借入金 1,700,000 1,700,000 

1年内償還予定の社債 749,200 299,600 

1年内返済予定の長期借入金 666,932 852,064 

未払金 46,241 51,569 

未払費用 30,519 22,805 

未払法人税等 12,169 5,730 

未払消費税等 － 17,186 

預り金 15,428 14,247 

前受収益 1,155 1,155 

賞与引当金 113,500 65,458 

役員賞与引当金 6,800 4,398 

設備関係未払金 145,301 121,124 

デリバティブ債務 317,752 28,338 

その他 20,538 4,326 

流動負債合計 5,500,474 4,676,264 

固定負債 

社債 950,600 651,000 

長期借入金 658,702 2,013,305 

繰延税金負債 205,591 45,286 

退職給付引当金 310,966 232,972 

環境対策引当金 24,399 24,399 

長期未払金 177,435 200,323 

その他 12,347 5,852 

固定負債合計 2,340,042 3,173,139 

負債合計 7,840,516 7,849,404 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,343,871 2,343,871 

利益剰余金 

利益準備金 29,182 46,199 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 1,781,371 1,643,615 

利益剰余金合計 1,810,553 1,689,814 

自己株式 △1,918 △2,317 

株主資本合計 4,152,505 4,031,368 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △65,032 △187,648 

繰延ヘッジ損益 △317,752 △28,338 

土地再評価差額金 ※1 △126,602 ※1 △126,602 

評価・換算差額等合計 △509,387 △342,589 

純資産合計 3,643,118 3,688,778 

負債純資産合計 11,483,634 11,538,182 
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 

製品売上高 8,131,353 6,988,764 

商品売上高 4,005,192 3,496,221 

売上高合計 ※5 12,136,545 ※5 10,484,985 

売上原価 

製品期首たな卸高 622,351 844,424 

商品期首たな卸高 652,915 1,114,662 

当期製品製造原価 6,832,114 6,463,273 

当期商品仕入高 3,628,627 2,623,015 

合計 11,736,009 11,045,375 

他勘定振替高 ※2 15,920 ※2 13,137 

製品期末たな卸高 844,424 1,016,085 

商品期末たな卸高 1,114,662 886,179 

売上原価合計 ※1, ※6 9,761,002 ※1, ※6 9,129,974 

売上総利益 2,375,543 1,355,011 

販売費及び一般管理費 ※3, ※6 1,329,702 ※3, ※6 1,169,202 

営業利益 1,045,840 185,808 

営業外収益 

受取利息 1,214 163 

受取配当金 11,200 6,325 

信託受益権収益配当金 19,427 － 

不動産賃貸料 ※5 13,200 ※5 13,200 

デリバティブ評価益 － 7,300 

業務受託料 ※5 8,375 ※5 8,375 

その他 10,127 8,933 

営業外収益合計 63,545 44,297 

営業外費用 

支払利息 39,504 53,587 

社債利息 5,891 16,296 

手形売却損 22,164 17,633 

売上割引 ※5 26,893 ※5 22,314 

社債発行費償却 13,106 － 

デリバティブ評価損 29,319 － 

事業投資調査費 － 19,827 

その他 5,218 834 

営業外費用合計 142,098 130,494 

経常利益 967,287 99,611 

特別損失 

固定資産除却損 ※4 54,528 ※4 11,166 

投資有価証券評価損 － 23,747 

たな卸資産廃棄損 13,775 3,010 

特別退職金 － 5,500 

会員権評価損 － 1,261 

特別損失合計 68,303 44,685 

税引前当期純利益 898,984 54,925 

法人税、住民税及び事業税 4,600 4,600 

法人税等調整額 15,203 886 

法人税等合計 19,803 5,486 

当期純利益 879,180 49,438 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 2,343,871 2,343,871 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,343,871 2,343,871 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 15,000 29,182 

当期変動額 

利益準備金の積立 14,182 17,017 

当期変動額合計 14,182 17,017 

当期末残高 29,182 46,199 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

前期末残高 1,058,199 1,781,371 

当期変動額 

剰余金の配当 △141,827 △170,177 

利益準備金の積立 △14,182 △17,017 

当期純利益 879,180 49,438 

当期変動額合計 723,171 △137,755 

当期末残高 1,781,371 1,643,615 

利益剰余金合計 

前期末残高 1,073,199 1,810,553 

当期変動額 

剰余金の配当 △141,827 △170,177 

利益準備金の積立 － － 

当期純利益 879,180 49,438 

当期変動額合計 737,353 △120,738 

当期末残高 1,810,553 1,689,814 

自己株式 

前期末残高 △1,143 △1,918 

当期変動額 

自己株式の取得 △775 △398 

当期変動額合計 △775 △398 

当期末残高 △1,918 △2,317 

株主資本合計 

前期末残高 3,415,927 4,152,505 

当期変動額 

剰余金の配当 △141,827 △170,177 

当期純利益 879,180 49,438 

自己株式の取得 △775 △398 

当期変動額合計 736,578 △121,136 

当期末残高 4,152,505 4,031,368 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 62,865 △65,032 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△127,897 △122,616 

当期変動額合計 △127,897 △122,616 

当期末残高 △65,032 △187,648 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 34,478 △317,752 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△352,231 289,414 

当期変動額合計 △352,231 289,414 

当期末残高 △317,752 △28,338 

土地再評価差額金 

前期末残高 △126,602 △126,602 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 △126,602 △126,602 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 △29,257 △509,387 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△480,129 166,797 

当期変動額合計 △480,129 166,797 

当期末残高 △509,387 △342,589 

純資産合計 

前期末残高 3,386,669 3,643,118 

当期変動額 

剰余金の配当 △141,827 △170,177 

当期純利益 879,180 49,438 

自己株式の取得 △775 △398 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △480,129 166,797 

当期変動額合計 256,448 45,660 

当期末残高 3,643,118 3,688,778 

ホクシン株式会社(7897)　平成21年３月期　決算短信

28



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

該当事項はありません。 

 

重要な会計方針 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 子会社株式 

   移動平均法による原価法 

(1) 子会社株式 

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 

   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 

２ デリバティブの評価基準

及び評価方法 

時価法によっております。 同左 

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

 

 

 

 

 

(1) 商品及び製品 

   総平均法による原価法 

通常の販売目的で保有するたな卸資

産 

評価基準は原価法（収益性の低下 

による簿価切下げの方法）によっ 

ております。 

(1) 商品及び製品 

総平均法 

 (2) 未着商品 

   個別法による原価法 

(2) 未着商品 

個別法 

 (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 

総平均法 

 (4) 貯蔵品 

   終仕入原価法による原価法 

(4) 貯蔵品 

  終仕入原価法 

  （会計方針の変更） 

 当事業年度より、「棚卸資産の評価に

関する会計基準」(企業会計基準第９号 

平成18年７月５日公表分）を適用して

おります。この結果、従来の方法に比

べて、売上総利益、営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益がそれぞれ

26,453千円減少しております。 

４ 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 ３年～15年 

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 ３年～15年 
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項目 
前事業年度 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21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、当事業年度から、

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

益は、それぞれ9,657千円減少しており

ます。 

 

  （追加情報） 

有形固定資産の耐用年数の変更 

 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、

当事業年度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。 

 この結果、従来の方法に比べて、売

上総利益が16,469千円、営業利益が

16,487千円、経常利益及び税引前当期

純利益がそれぞれ16,495千円減少して

おります。 

 無形固定資産－定額法 

 なお、ソフトウェア(自社利用)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 

５ 繰延資産の処理方法 社債発行費 

支出時に全額費用処理しております。

─ 

６ 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 

 (2) 賞与引当金 

   従業員等に対し支給する賞与の

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 
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項目 
前事業年度 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

 (3) 役員賞与引当金 

   役員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。 

(3) 役員賞与引当金 

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。 

(4) 退職給付引当金 

同左 

  （会計方針の変更） 

 「退職給付に係る会計基準」の一部

を改正（その３）（企業会計基準第19

号 平成20年７月31日）が平成21年３

月31日以前に開始する事業年度から適

用できることになったことに伴い、当

事業年度から同会計基準を適用してお

ります。 

 本会計基準の適用に伴い発生する退

職給付債務の差額に関わる適用初年度

の費用処理額は22,457千円であり、売

上総利益が13,283千円、営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益が、それ

ぞれ19,880千円減少しております。 

 (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、当事業年度末に

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 

７ 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ィナン

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。 

─── 

８ 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 

 (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 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  （ヘッジ手段） 

同左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

   （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 

  （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 

 (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 

９ 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。 同左 

 
 
表示方法の変更 

 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

（損益計算書） 

１．前事業年度まで売上高に含めて表示しておりました

「製品売上高」、「商品売上高」は明瞭性の観点から区

分掲記することといたしました。 

なお、前事業年度の「製品売上高」は7,493,871千円、

「商品売上高」は4,350,852千円であります。 

─── 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

※１ 土地の再評価 

    土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日

公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価

を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上し

ております。 

   ・再評価の方法 

     主に土地の再評価に関する法律施行令(平成

10年３月31日公布政令第119号)第２条第４号に

定める路線価に基づいて時点修正等合理的な調

整を行って算出しております。 

   ・再評価を行った年月日・・・平成13年３月31日

   ・再評価を行った土地の期末における時価と再評

価後の帳簿価額との差額・・・△42,601千円 

※１ 土地の再評価 

    土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日

公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価

を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上し

ております。 

   ・再評価の方法 

     主に土地の再評価に関する法律施行令(平成

10年３月31日公布政令第119号)第２条第４号に

定める路線価に基づいて時点修正等合理的な調

整を行って算出しております。 

   ・再評価を行った年月日・・・平成13年３月31日

   ・再評価を行った土地の期末における時価と再評

価後の帳簿価額との差額・・・△41,305千円 

※２ 関係会社に係るもの 

    各科目に含まれている関係会社に対するものは

次のとおりであります。 

受取手形 88,432千円

売掛金 1,385,965千円
 

※２ 関係会社に係るもの 

    各科目に含まれている関係会社に対するものは

次のとおりであります。 

受取手形 72,346千円

売掛金 1,082,933千円
 

 ３ 受取手形割引高 1,447,711千円
 

 ３ 受取手形割引高 1,169,175千円
 

 
(損益計算書関係) 

 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

─── ※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額 

    売上原価 26,453千円
 

※２ 他勘定振替高は次のとおりであります。 

商品、製品から販売費へ 7,592千円

製品から特別損失へ 6,990 

製品からその他へ 1,337 
 

※２ 他勘定振替高は次のとおりであります。 

商品、製品から販売費へ 13,137千円
 

※３ 販売費に属する費用のおおよその割合は70％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

30％であります。 

   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 695,007千円

給与賃金手当 113,468 

賃借料 59,185 

保管料 86,578 

減価償却費 62,820 

賞与引当金繰入額 25,700 

退職給付費用 9,403 
 

※３ 販売費に属する費用のおおよその割合は69％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

31％であります。 

   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 610,954千円

給与賃金手当 105,360 

保管料 79,456 

減価償却費 62,532 

賞与引当金繰入額 12,547 

役員賞与引当金繰入額 4,398 
 

 

ホクシン株式会社(7897)　平成21年３月期　決算短信

33



(損益計算書関係) 

 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

 

建物 1,730千円

構築物 616千円

機械及び装置 48,155千円

工具器具備品 695千円

除却に伴う撤去費用等 3,330千円

合計 54,528千円
 

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

 

機械及び装置 11,166千円
 

※５ 関係会社に係るものが次のとおり含まれておりま

す。 

関係会社への売上高 12,127,676千円

関係会社への売上割引 26,893千円

関係会社よりの 
電算業務請負収入 

8,375千円

関係会社よりの賃貸収入 6,600千円
 

※５ 関係会社に係るものが次のとおり含まれておりま

す。 

関係会社への売上高 10,481,283千円

関係会社への売上割引 22,314千円

関係会社よりの 
電算業務請負収入 

8,375千円

関係会社よりの賃貸収入 13,200千円
 

※６ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は88,972千円であります。 

※６ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は85,918千円であります。 

 

(株主資本等変動計算書関係) 

前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20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) 7,234 2,403 ─ 9,637

   (注)普通株式の自己株式の株式数の増加 2,403 株は単元未満株式の買取によるものであります。 

 

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21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) 9,637 2,385 ─ 12,022

   (注)普通株式の自己株式の株式数の増加 2,385 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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(１株当たり情報) 
 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

１株当たり純資産額 128円44銭
 

１株当たり純資産額 130円07銭
 

１株当たり当期純利益金額 31円00銭
 

１株当たり当期純利益金額 １円74銭
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

同左 

(注) 算定上の基礎 

 １ １株当たり純資産額 

 
前事業年度 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日)

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 3,643,118 3,688,778

普通株式に係る純資産額（千円） 3,643,118 3,688,778

普通株式の発行済株式数（千株） 28,373 28,373

普通株式の自己株式数(千株) 9 12

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
普通株式の数（千株） 

28,363 28,360

 

 ２ １株当たり当期純利益金額 

 
前事業年度 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日)

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日)

当期純利益(千円) 879,180 49,438

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式に係る当期純利益(千円) 879,180 49,438

普通株式の期中平均株式数(千株) 28,364 28,362

 
 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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６．その他 

（１）役員の異動 

該当事項はありません。 

 

（２）その他 

該当事項はありません。 
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