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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 4,153 △26.6 △226 ― △261 ― △467 ―

21年3月期第2四半期 5,654 ― 137 ― 112 ― 82 ―

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

22年3月期第2四半期 △16.50 ―

21年3月期第2四半期 2.92 ―

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

22年3月期第2四半期 11,225 3,247 28.9 114.51
21年3月期 11,650 3,692 31.7 130.20

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  3,247百万円 21年3月期  3,692百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 2.50 ― 1.50 4.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 2.50 2.50

3.  平成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 8,200 △23.8 △315 ― △395 ― △615 ― △21.68
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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) 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、４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） 

(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 

１．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。 
２．業績予想の前提となる条件等については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 28,373,005株 21年3月期  28,373,005株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  12,177株 21年3月期  12,022株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 28,360,897株 21年3月期第2四半期 28,362,954株
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・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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年より続く景気後退が最悪期を脱し、一
部業種においては業績回復の傾向が感じられるなど景気底打ちの兆しが出てきました。しかしな
がら、本格的な景気回復にはほど遠く企業の設備投資の抑制や雇用不安及び所得の伸び悩みなど
景況感は依然として不透明なまま推移しました。 
住宅業界におきましては、低金利、住宅ローン減税の拡充等の経済対策の効果が期待されまし

たが、住宅購入者の買い控えの影響などにより住宅着工戸数は前期比大幅に減少し、住宅業界を
取り巻く経営環境は極めて厳しい状況となりました。 
 このような状況の下、当社グループが販売するＭＤＦは市場の縮小するなか、需給ギャップに
苦しみ、販売量が大きく落ち込み、販売価格も競合他社との価格競争を強いられ、徐々に低下い
たしました。 
 一方、生産面ではエネルギーコストや消耗品等の製造経費の削減と生産性の改善、品質の向上
に継続的に取り組んでまいりましたが、生産調整を余儀なくされたことから、生産量の減少によ
る固定費部分の原価増加が避けられず、製造コストが想定以上に膨らみました。 
この結果、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は 41 億 53 百万円（前年同期比 26.6%減）、

連結営業損失は２億 26 百万円（前年同期は、１億 37 百万円の営業利益）、連結経常損失は２億
61 百万円（前年同期は、１億 12 百万円の経常利益）、連結四半期純損失は繰延税金資産を全額
取り崩し法人税等調整額１億 89 百万円を計上したことにより、４億 67 百万円（前年同期は、82
百万円の四半期純利益）となりました。 

 
 
2. 連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 
 (1)資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて４億 62 百万円減少し、51 億 25 百万円となりました。
これは主に商品及び製品の減少額７億 15 百万円、現金及び預金並びに受取手形及び売掛金の増加
額２億 43 百万円によるものです。 
固定資産は、前連結会計年度末に比べて 38 百万円増加し、61 億円となりました。これは主に

投資有価証券の増加額 70 百万円によるものです。 
この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて４億 24 百万円減少し、112 億 25 百万円とな

りました。 
 (2)負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて３億 18 百万円減少し、43 億 55 百万円となりました。
これは主に支払手形及び買掛金の減少額２億 12 百万円、短期借入金の減少額３億円によるもので
す。 
固定負債は、前連結会計年度末に比べて３億 38 百万円増加し、36 億 22 百万円となりました。

これは主に社債の増加額２億 49 百万円、繰延税金負債の増加額１億 60 百万円によるものです。 
この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて 20 百万円増加し、79 億 78 百万円となりま

した。 
(3)純資産 
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて４億 45 百万円減少し、32 億 47 百万円となりました。

これは主に利益剰余金の減少額５億 10 百万円及びその他有価証券評価差額金の増加額 58 百万円
によるものです。 
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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、19 億９百万円
となり、前年同四半期末に比べ 10 億 70 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、２億 94 百万円となりました。これは主に税金等調整前四半

期純損失２億 75 百万円、減価償却１億 73 百万円、たな卸資産の減少額７億９百万円、仕入債務
の減少額２億 12 百万円及び割引手形の減少額１億 28 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、89 百万円となりました。これは主に、有形固定資産及び無形

固定資産の取得による支出 70 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、42 百万円となりました。これは主に、短期借入金の減少額３

億円、長期借入金の返済による支出４億 44 百万円、社債償還による支出１億 49 百万円、長期借
入れによる収入４億円、及び社債の発行による収入４億 94 百万円によるものです。 

 
3. 連結業績予想に関する定性的情報 

国内外の景気が先行き不透明であると予想されるなか、住宅投資意欲の減退によって、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、高機能・高付加価値製品及び改良ＭＤＦの拡販を目指し、新規取引先の
開拓等営業力の強化を積極的に推し進め、販売数量の維持と拡大に努めます。さらに国産針葉樹
材をはじめとする原材料の見直し、人員の再配置や製造経費の削減等のコストダウン等を進め、
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、平成 21 年 10 月 22 日に公表しました「業績予想の修正に
関するお知らせ」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 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。 

２ 固定資産の減価償却費の算定方法 
 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して
算定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 

該当事項はありません。 
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,909,965 1,769,912

受取手形及び売掛金 1,259,750 1,156,197

商品及び製品 1,186,769 1,902,264

仕掛品 234,431 203,055

原材料及び貯蔵品 469,040 494,475

繰延税金資産 － 29,195

その他 65,957 33,636

貸倒引当金 △324 △330

流動資産合計 5,125,590 5,588,407

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置（純額） 1,524,484 1,502,662

土地 3,094,470 3,094,470

その他（純額） 622,010 650,338

有形固定資産合計 5,240,965 5,247,472

無形固定資産 105,193 129,350

投資その他の資産   

投資有価証券 694,457 624,094

その他 67,039 68,620

貸倒引当金 △7,347 △7,347

投資その他の資産合計 754,149 685,367

固定資産合計 6,100,308 6,062,189

資産合計 11,225,898 11,650,597

ホクシン株式会社　（7897）　平成22年3月期第2四半期決算短信

5



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,275,851 1,488,261

短期借入金 1,400,000 1,700,000

1年内償還予定の社債 400,800 299,600

1年内返済予定の長期借入金 861,760 852,064

未払法人税等 5,546 2,013

賞与引当金 48,880 82,656

その他 362,753 249,558

流動負債合計 4,355,591 4,674,153

固定負債   

社債 900,000 651,000

長期借入金 1,982,293 2,013,305

繰延税金負債 205,591 45,286

退職給付引当金 246,473 232,972

環境対策引当金 24,399 24,399

その他 263,951 316,796

固定負債合計 3,622,709 3,283,759

負債合計 7,978,301 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 1,201,743 1,712,169

自己株式 △2,340 △2,317

株主資本合計 3,543,274 4,053,723

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △147,324 △206,098

繰延ヘッジ損益 △21,749 △28,338

土地再評価差額金 △126,602 △126,602

評価・換算差額等合計 △295,676 △361,039

純資産合計 3,247,597 3,692,684

負債純資産合計 11,225,898 11,650,597
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 5,654,822 4,153,077

売上原価 4,752,567 3,764,963

売上総利益 902,254 388,113

販売費及び一般管理費 765,155 614,226

営業利益又は営業損失（△） 137,098 △226,112

営業外収益   

受取利息及び配当金 4,785 6,708

不動産賃貸料 6,600 5,500

デリバティブ評価益 6,719 2,960

助成金収入 － 22,778

その他 12,917 8,927

営業外収益合計 31,022 46,875

営業外費用   

支払利息 35,255 41,186

売上割引 11,488 7,315

為替差損 0 22,946

その他 9,214 10,701

営業外費用合計 55,957 82,149

経常利益又は経常損失（△） 112,163 △261,387

特別損失   

投資有価証券評価損 23,747 1,485

特別退職金 － 12,825

会員権評価損 2,523 －

その他 546 130

特別損失合計 26,817 14,441

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

85,346 △275,828

法人税、住民税及び事業税 2,673 2,555

法人税等調整額 － 189,500

法人税等合計 2,673 192,056

少数株主損失（△） △186 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 82,859 △467,884
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

85,346 △275,828

減価償却費 190,051 173,024

退職給付引当金の増減額（△は減少） △35,456 13,501

賞与引当金の増減額（△は減少） △16,967 △33,776

受取利息及び受取配当金 △4,785 △6,708

支払利息 35,255 41,186

為替差損益（△は益） － 22,946

投資有価証券評価損益（△は益） 23,747 1,485

会員権評価損 2,523 －

社債発行費 － 5,789

売上債権の増減額（△は増加） △33,543 46,194

たな卸資産の増減額（△は増加） 141,586 709,555

未払消費税等の増減額（△は減少） 28,437 8,193

仕入債務の増減額（△は減少） 74,420 △212,410

割引手形の増減額（△は減少） △171,069 △128,757

その他 △30,074 △36,970

小計 289,473 327,424

利息及び配当金の受取額 5,255 6,678

利息の支払額 △36,069 △38,664

法人税等の支払額 △8,093 △5,350

法人税等の還付額 － 4,576

営業活動によるキャッシュ・フロー 250,566 294,663

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 △5,600 △13,074

有形固定資産の取得による支出 △108,515 △48,765

無形固定資産の取得による支出 △21,795 △21,645

貸付金の回収による収入 1,187 1,449

事業譲受による支出 － △8,565

その他 205 1,238

投資活動によるキャッシュ・フロー △34,517 △89,361
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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 △300,000

長期借入れによる収入 350,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △233,466 △444,148

社債の発行による収入 － 494,210

社債の償還による支出 △199,900 △149,800

配当金の支払額 △99,271 △42,541

自己株式の取得による支出 △221 △23

財務活動によるキャッシュ・フロー △232,859 △42,302

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △22,946

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △16,811 140,052

現金及び現金同等物の期首残高 856,131 1,769,912

現金及び現金同等物の四半期末残高 839,320 1,909,965
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(4) 継続企業の前提に関する注記 
当第２四半期連結累計期間（自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 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】 
前第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。 
 
当第２四半期連結累計期間（自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 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。 

 
当第２四半期連結累計期間（自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 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】 
前第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。 

 
当第２四半期連結累計期間（自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 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 21 年４月１日 至 平成 21 年９月 30 日） 
該当事項はありません。 
 

6. その他の情報 
該当事項はありません。 
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