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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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の景気刺激対策の効果もあり、輸出や

生産が増加基調にあるなど、ある程度持ち直しの兆しが見えてきました。しかしながら、高い失
業率とデフレの進行、為替の不安定化など、依然として出口の見えない不透明な状況が続きまし
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効果により、住宅着工

数は下げ止まりつつありますが、雇用の悪化と所得の低下が改善されないことから、自律的な回
復には繋がらず、当業界を取り巻く経営環境は極めて厳しい状況に見舞われました。 
 このような状況の下、当社グループが販売するＭＤＦは、市場の回復が見られないなか販売量
は低水準で推移し、競合他社との価格競争激化から、販売価格の低下を余儀なくされました。 
 一方、生産面では生産体制の見直しや人員の削減を行い、国産針葉樹チップを使用した新商品
の生産や品質の向上等に継続的に取り組んでまいりましたが、生産量が計画以上に減少したこと
により、その効果は製造原価の上昇を押さえる程度にとどまりました。 
この結果、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は 64 億 12 百万円（前年同期比 26.3%減）、

連結営業損失は２億 55 百万円（前年同期は、２億４百万円の営業利益）、連結経常損失は３億 16
百万円（前年同期は、１億 33 百万円の経常利益）、連結四半期純損失は投資有価証券の評価損 31
百万円及び、繰延税金資産の全額取り崩しによる法人税等調整額１億 89 百万円の計上などにより、
５億 53 百万円（前年同期は、95 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５億 38 百万円減少し、50 億 49 百万円となりました。

これは主に商品及び製品の減少額８億 78 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４億２百万円によるものです。 
 固定資産は、前連結会計年度末に比べて３百万円増加し、60 億 65 百万円となりました。これは
主に有形固定資産の減少額 71 百万円と無形固定資産の減少額 36 百万円及び投資有価証券の増加
額１億 18 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５億 35 百万円減少し、111 億 15 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２億 96 百万円減少し、43 億 77 百万円となりました。

これは主に短期借入金の減少額４億円および１年内償還予定の社債の増加額１億１百万円による
ものです。 
 固定負債は、前連結会計年度末に比べて１億 89 百万円増加し、34 億 73 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、長期借入金の減
少額１億 51 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１億７百万円減少し、78 億 50 百万円となり
ました。 

(3)純資産 

純資産は、前連結会計年度末に比べて４億 27 百万円減少し、32 億 64 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 96 百万円及びその他有価証券評価差額金の増加額１億 44 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、19 億 96 百万円
となり、前連結会計年度末に比べ２億 27 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、７億 83 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３億 60 百万円、減価償却費２億 65 百万円、売上債権の増加額２億 90 百万円、たな卸資
産の減少額９億 23 百万円、割引手形の増加額１億 36 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、２億３百万円となりました。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１億 93 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、３億 30 百万円となりました。これは主に、短期借入金の減少
額４億円、長期借入金の返済による支出６億 31 百万円、社債の償還による支出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 
平成 21 年度の新設住宅着工数は 80 万戸を下回ると予想され、住宅部材のマーケット縮小の影

響により、当社主力製品のＭＤＦについても急激な需要の減少が懸念されています。また、国内
生産の減産による在庫調整にもかかわらず、需給のアンバランスにより販売価格は押し下がり、
相場観のない市況となっています。 
 このような状況の下、営業面においては、顧客との密接な信頼関係に基づく全体サービスを推
進しつつ、既存取引先との関係強化、新規取引先開拓を行い、販売シェアの維持、拡大を図って
まいります。製造においては、国産針葉樹材の利用による原材料の見直し、人員の再配置や製造
経費の削減等のコストダウンを継続して進め、安定的な収益の確保を目指してまいります。 
 なお、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 棚卸資産の評価方法 
当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連

結会計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出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 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３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,996,998 1,769,912

受取手形及び売掛金 1,331,144 1,156,197

商品及び製品 1,023,626 1,902,264

仕掛品 219,598 203,055

原材料及び貯蔵品 432,604 494,475

繰延税金資産 － 29,195

その他 46,344 33,636

貸倒引当金 △371 △330

流動資産合計 5,049,944 5,588,407

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置（純額） 1,468,752 1,502,662

土地 3,094,470 3,094,470

その他（純額） 612,588 650,338

有形固定資産合計 5,175,811 5,247,472

無形固定資産 93,114 129,350

投資その他の資産   

投資有価証券 742,128 624,094

その他 61,945 68,620

貸倒引当金 △7,347 △7,347

投資その他の資産合計 796,726 685,367

固定資産合計 6,065,652 6,062,189

資産合計 11,115,597 11,650,597
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,556,484 1,488,261

短期借入金 1,300,000 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 795,027 852,064

未払法人税等 5,214 2,013

賞与引当金 22,450 82,656

その他 297,427 249,558

流動負債合計 4,377,403 4,674,153

固定負債   

社債 900,000 651,000

長期借入金 1,861,528 2,013,305

繰延税金負債 205,591 45,286

退職給付引当金 245,487 232,972

環境対策引当金 24,399 24,399

その他 236,378 316,796

固定負債合計 3,473,384 3,283,759

負債合計 7,850,788 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 1,116,147 1,712,169

自己株式 △2,565 △2,317

株主資本合計 3,457,453 4,053,723

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △61,639 △206,098

繰延ヘッジ損益 △4,402 △28,338

土地再評価差額金 △126,602 △126,602

評価・換算差額等合計 △192,644 △361,039

純資産合計 3,264,809 3,692,684

負債純資産合計 11,115,597 11,650,597

ホクシン株式会社　（7897）　平成22年3月期第3四半期決算短信

6



(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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 8,701,988 6,412,479

売上原価 7,365,956 5,747,711

売上総利益 1,336,032 664,768

販売費及び一般管理費 1,131,377 920,322

営業利益又は営業損失（△） 204,655 △255,554

営業外収益   

受取利息及び配当金 7,179 9,045

不動産賃貸料 9,900 5,500

助成金収入 － 24,368

その他 17,542 14,657

営業外収益合計 34,622 53,572

営業外費用   

支払利息 52,653 61,728

為替差損 0 22,869

その他 52,636 29,467

営業外費用合計 105,289 114,065

経常利益又は経常損失（△） 133,987 △316,047

特別利益   

子会社清算益 － 696

特別利益合計 － 696

特別損失   

投資有価証券評価損 23,747 31,354

特別退職金 － 12,825

会員権評価損 2,523 －

固定資産除却損 1,781 331

その他 － 314

特別損失合計 28,052 44,826

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（△）

105,935 △360,178

法人税、住民税及び事業税 9,650 3,801

法人税等調整額 － 189,500

法人税等合計 9,650 193,302

少数株主利益 1,085 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 95,200 △553,480
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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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

105,935 △360,178

減価償却費 292,709 265,093

退職給付引当金の増減額（△は減少） △53,184 12,514

賞与引当金の増減額（△は減少） △90,118 △60,206

受取利息及び受取配当金 △7,179 △9,045

支払利息 52,653 61,728

為替差損益（△は益） － 22,946

投資有価証券評価損益（△は益） 23,747 31,354

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） △319,136 △290,227

たな卸資産の増減額（△は増加） 102,131 923,967

未払消費税等の増減額（△は減少） 34,555 12,288

仕入債務の増減額（△は減少） 429,124 68,223

割引手形の増減額（△は減少） 149,239 136,271

その他 11,882 7,487

小計 734,883 828,007

利息及び配当金の受取額 7,709 9,058

利息の支払額 △51,179 △52,423

法人税等の支払額 △12,510 △5,814

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 678,903 783,404

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 △15,713

子会社の清算による収入 － 10,964

有形固定資産の取得による支出 △167,699 △160,805

無形固定資産の取得による支出 △32,617 △32,467

貸付金の回収による収入 2,039 3,934

事業譲受による支出 － △8,565

その他 △1,116 △693

投資活動によるキャッシュ・フロー △119,812 △203,346
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（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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） 200,000 △400,000

長期借入れによる収入 650,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △557,699 △631,646

社債の発行による収入 － 494,210

社債の償還による支出 △549,900 △149,800

配当金の支払額 △170,177 △42,541

自己株式の取得による支出 △368 △247

財務活動によるキャッシュ・フロー △428,144 △330,025

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） 130,946 227,086

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 987,077 1,996,998
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第３四半期連結累計期間（自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 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】 

前第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３四半期連結累計期間（自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 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。 

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 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】 

前第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。 

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 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 21 年４月１日 至 平成 21 年 12 月 31 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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