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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第3四半期 5,966 △7.0 △137 ― △181 ― △293 ―

22年3月期第3四半期 6,412 △26.3 △255 ― △316 ― △553 ―

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

23年3月期第3四半期 △10.36 ―

22年3月期第3四半期 △19.52 ―

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

23年3月期第3四半期 10,110 2,834 28.0 99.95
22年3月期 10,439 3,065 29.4 108.10

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  2,834百万円 22年3月期  3,065百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00 ―

23年3月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 7,900 △5.9 △155 ― △215 ― △340 ― △11.99



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他」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 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） 23年3月期3Q 28,373,005株 22年3月期  28,373,005株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  14,755株 22年3月期  13,921株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 28,358,664株 22年3月期3Q 28,360,793株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、急激な円高やデフレ、株式市場の不安定化など
により、回復傾向が鈍化し景気の踊り場を迎えました。また、雇用・所得環境は持ち直しつつありま
すが、失業率が高水準で推移するなど厳しい状況が続きました。 
住宅業界におきましては、住宅版エコポイント、住宅ローン減税等を追い風に、新設住宅着工戸数

が対前年同期比で増加に転じるなど、改善の兆しが見られました。 
 このような状況の下、当社ＭＤＦは、昨年秋口より生産面で若干の回復が見られる中、引き続き、
品質と歩留まりの改善、及び工場消耗品費を中心とした経費削減に取り組んだことで、徐々にコスト
ダウン効果が現れてまいりました。 
この結果、当第３四半期連結会計期間においては収支均衡まで一応の回復をみましたが、赤字幅を

縮小するまでに至らず、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は59億66百万円（前年同期比7.0%
減）、連結営業損失は１億37百万円（前年同期は、２億55百万円の営業損失)、連結経常損失は１億
81百万円（同 ３億16百万円の経常損失)、連結四半期純損失は投資有価証券の評価損１億27百万円の
計上などにより、２億93百万円（同 ５億53百万円の四半期純損失）となりました。  

  

 (1)資産 
流動資産は、前連結会計年度末に比べて１億51百万円減少し、43億24百万円となりました。これは

主に現金及び預金の減少額２億６百万円、原材料及び貯蔵品の増加額46百万円によるものです。  
 固定資産は、前連結会計年度末に比べて１億77百万円減少し、57億86百万円となりました。これは
主に有形固定資産の減少額96百万円と投資有価証券の減少額43百万円によるものです。 
 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて３億28百万円減少し、101億10百万円となりまし
た。  

 (2)負債 
流動負債は、前連結会計年度末に比べて３億88百万円増加し、44億39百万円となりました。これは

主に支払手形及び買掛金の増加額２億11百万円、１年内返済予定の長期借入金増加額２億76百万円、
短期借入金減少額１億円によるものです。  
 固定負債は、前連結会計年度末に比べて４億86百万円減少し、28億37百万円となりました。これは
主に長期借入金の減少額４億41百万円によるものです。  
 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて97百万円減少し、72億76百万円となりました。 

(3)純資産 

純資産は、前連結会計年度末に比べて２億31百万円減少し、28億34百万円となりました。これは主
に利益剰余金の減少額２億93百万円及びその他有価証券評価差額金の増加額84百万円によるもので
す。  

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(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
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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、15億58百万円とな
り、前連結会計年度末に比べ１億96百万円減少となりました。  

（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、１億91百万円（前年同四半期は７億83百万円の収入）となりま
した。これは主に税金等調整前四半期純損失２億89百万円、減価償却費２億35百万円、売上債権の増
加額３億83百万円、仕入債務の増加額２億11百万円、及び割引手形の増加額３億53百万円によるもの
です。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によって使用した資金は、１億18百万円（同 ２億３百万円の支出）となりました。これ
は主に有形固定資産の取得による支出94百万円、無形固定資産の取得による支出37百万円によるもの
です。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によって使用した資金は、２億68百万円（同 ３億30百万円の支出）となりました。これ
は主に長期借入れによる収入４億円、長期借入金の返済による支出５億64百万円、社債の発行による
収入１億97百万円、及び社債の償還による支出２億１百万円によるものです。  

  

住宅投資環境については、政府の各種景気対策により足元では住宅着工戸数は回復基調にありま
す。しかしながら、デフレの影響や厳しい雇用・所得環境等により大幅な回復は見込まれず、ゆるや
かに改善すると思われます。   
 このような状況下、安定した収益基盤の確立と持続的な成長を目指し、平成23年度を初年度とする
３ヵ年の「中期経営計画」を策定いたしました。販売面においては、必須のニーズとなりつつあるエ
コ化の観点から、環境に配慮した製品（フロアー基材、構造用ＭＤＦ）や、顧客が要望する品質の製
品（加工性の良いＭＤＦ等）の拡販に注力します。生産面においては、環境対応型のコストダウン
（原材料の有効活用、リサイクル古材及びリユースＭＤＦの増量）、原材料の開拓（国産針葉樹チッ
プの使用）を推し進めてまいります。 
 詳細につきましては、本日同時に開示いたしました「中期経営計画策定に関するお知らせ」をご参
照ください。 
 なお、当社連結業績予想につきましては、上期の販売量減少による生産調整が、固定費比率を上昇
させ、売上総利益率の回復を大幅に遅らせたことと、株式市場低迷による投資有価証券の評価損等を
計上したことにより、当初の予想を下回る見通しとなりました。  
 詳細につきましては、本日同時に開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照
ください。 

  

キャッシュ・フローの状況

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

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 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。 

３ 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。 

４ 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。 

  

１ 会計処理基準に関する事項の変更 

 資産除去債務に関する会計基準の適用 
第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号

平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
21号 平成20年３月31日）を適用しております。  
 これによる四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 

２ 表示方法の変更 

 四半期連結損益計算書 
前第３四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました営業外費用の「為替差損」は、重

要性が低くなったことから、当第３四半期連結累計期間より「その他」に含めて表示しておりま
す。なお、当第３四半期連結累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「為替差損」は、０千
円であります。 
  
「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき財務諸

表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、当第
３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目を表示しております。  

  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,558,922 1,765,561

受取手形及び売掛金 1,074,942 1,044,453

商品及び製品 971,207 971,411

仕掛品 216,570 198,586

原材料及び貯蔵品 435,796 389,230

その他 67,052 106,337

貸倒引当金 △229 △192

流動資産合計 4,324,262 4,475,388

固定資産

有形固定資産

機械及び装置（純額） 1,331,588 1,401,024

土地 3,094,470 3,094,470

その他（純額） 639,096 665,776

有形固定資産合計 5,065,155 5,161,271

無形固定資産 45,796 81,035

投資その他の資産

投資有価証券 628,430 671,713

その他 53,369 56,339

貸倒引当金 △6,100 △6,100

投資その他の資産合計 675,700 721,953

固定資産合計 5,786,652 5,964,260

資産合計 10,110,915 10,439,648
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,571,587 1,360,514

短期借入金 1,200,000 1,300,000

1年内償還予定の社債 366,000 351,000

1年内返済予定の長期借入金 1,064,728 788,294

未払法人税等 6,430 6,476

賞与引当金 11,318 45,310

その他 219,229 199,091

流動負債合計 4,439,293 4,050,686

固定負債

社債 734,000 750,000

長期借入金 1,435,200 1,876,531

繰延税金負債 205,591 205,591

退職給付引当金 331,175 248,285

環境対策引当金 9,017 24,399

その他 122,301 218,521

固定負債合計 2,837,286 3,323,329

負債合計 7,276,579 7,374,015

純資産の部

株主資本

資本金 2,343,871 2,343,871

利益剰余金 688,411 982,080

自己株式 △2,697 △2,591

株主資本合計 3,029,584 3,323,360

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △47,099 △132,054

繰延ヘッジ損益 △21,547 929

土地再評価差額金 △126,602 △126,602

評価・換算差額等合計 △195,248 △257,727

純資産合計 2,834,336 3,065,632

負債純資産合計 10,110,915 10,439,648

ホクシン株式会社（7897）　平成23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21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 6,412,479 5,966,289

売上原価 5,747,711 5,220,566

売上総利益 664,768 745,722

販売費及び一般管理費 920,322 883,190

営業損失（△） △255,554 △137,467

営業外収益

受取利息及び配当金 9,045 8,236

不動産賃貸料 5,500 －

助成金収入 24,368 12,460

その他 14,657 12,575

営業外収益合計 53,572 33,273

営業外費用

支払利息 61,728 54,060

為替差損 22,869 －

その他 29,467 23,232

営業外費用合計 114,065 77,293

経常損失（△） △316,047 △181,488

特別利益

賞与引当金戻入額 － 10,538

環境対策引当金戻入額 － 15,381

子会社清算益 696 －

特別利益合計 696 25,920

特別損失

投資有価証券評価損 31,354 127,612

特別退職金 12,825 1,620

固定資産除却損 331 1,449

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,256

その他 314 1,360

特別損失合計 44,826 134,300

税金等調整前四半期純損失（△） △360,178 △289,868

法人税、住民税及び事業税 3,801 3,801

法人税等調整額 189,500 －

法人税等合計 193,302 3,801

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △293,669

四半期純損失（△） △553,480 △293,669
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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21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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損失（△） △360,178 △289,868

減価償却費 265,093 235,270

環境対策引当金の増減額（△は減少） － △15,381

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,514 82,889

賞与引当金の増減額（△は減少） △60,206 △33,992

受取利息及び受取配当金 △9,045 △8,236

支払利息 61,728 54,060

為替差損益（△は益） 22,946 －

投資有価証券評価損益（△は益） 31,354 127,612

社債発行費 5,789 2,977

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,256

売上債権の増減額（△は増加） △290,227 △383,756

たな卸資産の増減額（△は増加） 923,967 △75,345

未払消費税等の増減額（△は減少） 12,288 △22,394

仕入債務の増減額（△は減少） 68,223 211,072

割引手形の増減額（△は減少） 136,271 353,267

その他 7,487 △4,702

小計 828,007 235,730

利息及び配当金の受取額 9,058 8,261

利息の支払額 △52,423 △48,060

法人税等の支払額 △5,814 △4,718

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 783,404 191,212

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 － 10,000

投資有価証券の取得による支出 △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 △160,805 △94,504

無形固定資産の取得による支出 △32,467 △37,457

貸付金の回収による収入 3,934 2,046

事業譲受による支出 △8,565 －

その他 △693 1,042

投資活動によるキャッシュ・フロー △203,346 △118,871

財務活動によるキャッシュ・フロー
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(単位：千円)

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

短期借入金の純増減額（△は減少） △400,000 △100,000

長期借入れによる収入 400,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △631,646 △564,897

社債の発行による収入 494,210 197,022

社債の償還による支出 △149,800 △201,000

配当金の支払額 △42,541 －

自己株式の取得による支出 △247 △105

財務活動によるキャッシュ・フロー △330,025 △268,979

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） 227,086 △196,638

現金及び現金同等物の期首残高 1,769,912 1,755,561

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,996,998 1,558,922
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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