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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 2,217 18.1 22 ― 8 ― 6 ―

23年3月期第1四半期 1,878 △6.7 △84 ― △89 ― △196 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △31百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △111百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 0.24 ―

23年3月期第1四半期 △6.93 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 9,736 2,779 28.5
23年3月期 9,755 2,810 28.8

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  2,779百万円 23年3月期  2,810百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 4,200 8.9 70 ― 35 ― 35 ― 1.23
通期 8,600 7.2 220 ― 150 ― 130 ― 4.58



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、添付資
料Ｐ２「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 28,373,005 株 23年3月期 28,373,005 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 16,609 株 23年3月期 16,589 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 28,356,398 株 23年3月期1Q 28,359,017 株



１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………  2 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………  2 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………  2 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………  2 

２．サマリー情報（その他）に関する事項 ………………………………………………  3 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………  3 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………  3 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………  3 

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………  4 

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………  4 

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………  6 

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………  8 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………  8 

○添付資料の目次

ホクシン株式会社（7897）　平成24年3月期第1四半期決算短信

- 1 -



当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により、生産活動が低下
し、輸出も減少するなど景気の下振れ圧力が高まりました。その結果、企業収益の低迷、設備投資の
減少へとつながりました。また、雇用・所得環境においては、失業率が高水準にとどまり厳しい状況
が続きました。 
住宅業界におきましては、震災の影響による住宅着工の先送りが懸念されましたが、政府の住宅取

得支援策もあり、新設住宅着工戸数は対前年同期比で増加傾向となり、底堅く推移しました。 
 このような状況の下、当社ＭＤＦは、東北大震災の復興需要（仮設住宅向け等）や一時的な合板代
替需要もあって、生産面では順調に推移してきました。 また、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でまいりましたが、チップ・接着剤等の原材料の高騰が影響
し、コストダウン効果は限定的なものとなりました。 
この結果、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は22億17百万円（前年同四半期比18.1%増）、

連結営業利益は22百万円（前年同四半期は、84百万円の営業損失)、連結経常利益は８百万円（同 89
百万円の経常損失)、連結四半期純利益は６百万円（同 １億96百万円の四半期純損失）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60百万円増加し、40億90百万円となりました。これは主に

現金及び預金の減少額89百万円、受取手形及び売掛金の増加額１億31百万円、原材料及び貯蔵品の増
加額47百万円によるものです。  
 固定資産は、前連結会計年度末に比べて79百万円減少し、56億45百万円となりました。これは主に
有形固定資産の減少額51百万円と投資有価証券の減少額12百万円によるものです。この結果、総資産
は前連結会計年度末に比べて19百万円減少し、97億36百万円となりました。  

 (2)負債 
流動負債は、前連結会計年度末に比べて１億97百万円増加し、46億66百万円となりました。これは

主に支払手形及び買掛金の増加額２億22百万円によるものです。  
 固定負債は、前連結会計年度末に比べて１億85百万円減少し、22億90百万円となりました。これは
主に長期借入金の減少額１億27百万円によるものです。  
 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて12百万円増加し、69億57百万円となりました。 

(3)純資産 

純資産は、前連結会計年度末に比べて31百万円減少し、27億79百万円となりました。これは主にそ
の他有価証券評価差額金の減少額25百万円によるものです。  

  

住宅業界におきましては、住宅エコポイントは終了するものの、住宅ローン減税等の住宅取得支援
策は今後も継続されることから、新設住宅着工戸数は緩やかに増加するものと思われます。    
 このような状況の下、当社ＭＤＦは、環境に配慮した製品（フロアー基材、構造用MDF）の拡販を
引き続き推し進めてまいります。 また、木材チップの高騰や原油高による接着剤関連の値上がりを
吸収するため、販売価格の改定も行っており、収益も徐々に回復するものと思われます。 

  

１．当四半期決算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

（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。 
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 
  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表等

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,300,092 1,210,662

受取手形及び売掛金 1,110,802 1,242,196

商品及び製品 867,816 853,380

仕掛品 232,340 242,640

原材料及び貯蔵品 414,053 461,113

その他 105,214 80,215

貸倒引当金 △202 －

流動資産合計 4,030,118 4,090,209

固定資産

有形固定資産

機械及び装置（純額） 1,280,757 1,233,594

土地 3,094,470 3,094,470

その他（純額） 624,775 620,026

有形固定資産合計 5,000,003 4,948,092

無形固定資産 37,617 25,399

投資その他の資産

投資有価証券 641,205 628,229

その他 52,348 50,329

貸倒引当金 △6,100 △6,100

投資その他の資産合計 687,453 672,459

固定資産合計 5,725,075 5,645,950

資産合計 9,755,194 9,736,160
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,405,552 1,627,815

短期借入金 1,400,000 1,400,000

1年内償還予定の社債 366,000 366,000

1年内返済予定の長期借入金 1,069,327 1,044,294

未払法人税等 8,253 2,477

賞与引当金 22,800 11,400

その他 196,652 214,527

流動負債合計 4,468,585 4,666,514

固定負債

社債 584,000 551,000

長期借入金 1,232,304 1,104,323

繰延税金負債 205,591 205,591

退職給付引当金 352,780 342,647

環境対策引当金 9,017 9,131

その他 92,763 77,938

固定負債合計 2,476,456 2,290,630

負債合計 6,945,042 6,957,144

純資産の部

株主資本

資本金 2,343,871 2,343,871

利益剰余金 606,284 613,181

自己株式 △2,900 △2,903

株主資本合計 2,947,254 2,954,149

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △13,690 △39,500

繰延ヘッジ損益 3,189 △9,029

土地再評価差額金 △126,602 △126,602

その他の包括利益累計額合計 △137,102 △175,133

純資産合計 2,810,151 2,779,016

負債純資産合計 9,755,194 9,736,160
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

売上高 1,878,025 2,217,109

売上原価 1,674,765 1,886,040

売上総利益 203,260 331,069

販売費及び一般管理費 287,686 308,293

営業利益又は営業損失（△） △84,426 22,775

営業外収益

受取利息及び配当金 7,356 7,595

助成金収入 6,962 －

その他 4,847 1,699

営業外収益合計 19,166 9,294

営業外費用

支払利息 18,149 16,460

その他 6,178 7,425

営業外費用合計 24,328 23,886

経常利益又は経常損失（△） △89,587 8,184

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 －

特別利益合計 25,920 －

特別損失

投資有価証券評価損 127,612 －

特別退職金 1,620 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,256 －

特別損失合計 131,490 －

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（△）

△195,158 8,184

法人税、住民税及び事業税 1,279 1,286

法人税等合計 1,279 1,286

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△196,437 6,897

四半期純利益又は四半期純損失（△） △196,437 6,897
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四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△196,437 6,897

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 96,501 △25,810

繰延ヘッジ損益 △11,589 △12,219

その他の包括利益合計 84,912 △38,030

四半期包括利益 △111,525 △31,132

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △111,525 △31,132

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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