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1.  21年11月期の連結業績（平成20年11月21日～平成21年11月20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11月期 37,141 △9.4 116 △66.9 207 △53.5 29 △81.6

20年11月期 40,979 △3.0 350 △25.8 445 △18.9 157 △28.8

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11月期 3.07 ― 0.3 1.2 0.3
20年11月期 16.70 ― 1.9 2.4 0.9

（参考） 持分法投資損益 21年11月期  ―百万円 20年11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11月期 16,896 8,313 49.2 880.36
20年11月期 18,508 8,341 45.1 883.00

（参考） 自己資本   21年11月期  8,313百万円 20年11月期  8,341百万円

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11月期 695 △35 △76 5,222
20年11月期 377 △142 △78 4,639

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

20年11月期 ― ― ― 8.00 8.00 75 47.9 0.9
21年11月期 ― ― ― 8.00 8.00 75 260.2 0.9

22年11月期 
（予想）

― ― ― 5.00 5.00 ―

3.  22年11月期の連結業績予想（平成21年11月21日～平成22年11月20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

18,000 △4.6 50 19.5 80 △22.4 20 21.8 2.12

通期 37,500 1.0 150 29.1 200 △3.5 60 106.7 6.35
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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） 

（注）詳細は、19ページ「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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、32ページ「１株当たり情報」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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年11月期 10,011,841株 20年11月期 10,011,841株

② 期末自己株式数 21年11月期  568,869株 20年11月期  564,799株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年11月期の個別業績（平成20年11月21日～平成21年11月20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11月期 36,085 △10.5 170 △52.3 255 △41.7 80 △47.7

20年11月期 40,306 △3.6 357 △22.2 437 △17.2 153 △30.3

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
円 銭 円 銭

21年11月期 8.52 ―

20年11月期 16.26 ―

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11月期 16,763 8,359 49.9 885.24
20年11月期 18,395 8,336 45.3 882.44

（参考） 自己資本 21年11月期  8,359百万円 20年11月期  8,336百万円

2.  22年11月期の個別業績予想（平成21年11月21日～平成22年11月20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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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仮定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、３ページ「１．経営成績 （１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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

17,100 △7.6 60 7.9 90 △21.5 25 △17.5 2.65

通期 35,700 △1.1 150 △12.1 200 △21.6 60 △25.4 6.35
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① 当連結会計年度の概況  

当連結会計年度のわが国経済は、欧米諸国を中心とした景気浮揚策や金融安定化策等による海外景

気の回復傾向を受け、輸出関連企業の業績に回復の兆しはみられるものの、依然、国内需要の自立的

回復力は脆弱な状況が続き、企業収益は厳しい状況の中で推移いたしました。また、厳しい雇用・所

得環境が続く中、個人消費は各種景気浮揚策の効果等により、家電商品や自動車等の耐久消費財を中

心に若干の回復があるものの、依然として低調に推移いたしました。 

 当住宅関連業界におきましても、雇用・所得環境が厳しさを増したことや、景気動向の先行き不透

明感等により、新設住宅着工戸数は大幅に減少し、当社グループを取巻く市場環境は厳しい状況にて

推移いたしました。 

 このような状況のもと、当社グループは新規取引先の開拓、重点商品（オリジナル商品、施工付販

売、住宅設備機器）の販売強化、経営資源の活用と経営効率の向上を 重点課題として取組み、収益

の改善に努めてまいりました。 

 その結果、当連結会計年度の売上高は371億41百万円(前年同期は409億79百万円）となりました。損

益面につきましては、全社的な業務の合理化、経費削減、売上総利益率の改善を行うなど収益の確保

に努めましたが、売上高の減少に伴う売上総利益の低下や、連結子会社の拠点開設費用が先行したた

め、営業利益は１億16百万円(前年同期は３億50百万円）、経常利益は２億７百万円(前年同期は４億

45百万円）となり、当期純利益につきましては、投資有価証券評価損15百万円を特別損失に計上した

こと等により、29百万円(前年同期は１億57百万円）となりました。 

  

品目別売上高の状況 

 
(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 上記商品販売金額にはオリジナル商品販売実績2,665,064千円（前期実績3,214,127千円）が含まれておりま

す。 

３ 品目別売上高の状況については以下のとおりであります。 

第51期の品目別の販売実績は、住宅着工戸数の減少の影響を受け、構成比の高い住宅設備機器および施工

付販売（施工付販売+完成工事高）の売上高は減少となりました。 

また、相場商品である合板は大きく単価を下げ、売上高は前期に比べ64.7％となりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成19年11月21日 （自 平成20年11月21日

至 平成20年11月20日） 至 平成21年11月20日）

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

商品

木質建材 5,992,543 14.6 5,517,886 14.9

非木質建材 1,811,072 4.4 1,959,031 5.2

合板 3,003,908 7.3 1,942,658 5.2

木材銘木製品 2,520,952 6.1 2,455,094 6.6

住宅設備機器 13,513,286 33.0 12,610,387 34.0

施工付販売 1,187,830 3.0 818,839 2.2

その他 1,535,393 3.7 1,524,512 4.1

小計 29,564,988 72.1 26,828,409 72.2

工事
完成工事高 11,414,924 27.9 10,312,965 27.8

小計 11,414,924 27.9 10,312,965 27.8

合計 40,979,912 100.0 37,141,375 100.0
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② 次期の見通し 

次期の見通しにつきましては、海外経済の緩やかな回復傾向の影響による国内経済の持直しや、厳

しい雇用・所得環境ながらも景気浮揚策等による個人消費の回復が期待されるものの、景気の下振れ

懸念や企業の生産体制の過剰感から、設備投資の回復スピードは鈍く、企業収益は依然として厳しい

状況が続くものと予想されます。 

 また、当住宅関連業界におきましては、住宅版エコポイント導入や優良な住宅に対するローン金利

優遇制度、住宅取得等資金の贈与に係る非課税枠拡大などにより、若干の明るさは見えるものの、雇

用・所得環境の不透明感を背景に個人の住宅購入意欲の回復には時間を要するものと思われ、新設住

宅着工戸数は低調に推移するものと予想されます。 

 当社グループといたしましては、このような状況を十分に認識し、引続き新規取引先の開拓や重点

商品（オリジナル商品、施工付販売、住宅設備機器）の販売強化に取組んでまいります。重点商品に

つきましては、環境に配慮した商品を中心とした住宅設備機器や、自然素材をベースにした輸入フロ

ーリングを中心にデザイン性、機能性を高めたオリジナル商品の販売に注力するとともに、工事機能

の充実を図り、お得意先様からのより一層の信頼を得られるよう努めてまいります。さらに、全社的

な業務の合理化や経費削減を図り、経営資源の活用と経営効率の向上を 重点課題として取組み、業

績の向上に努めてまいります。 

 なお、次期の業績につきましては、売上高375億円、営業利益１億50百万円、経常利益２億円、当期

純利益60百万円を見込んでおります。 

  

品目別の販売計画 

 
(注)  上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

区分

当連結会計年度 次期連結会計年度

（自 平成20年11月21日 （自 平成21年11月21日

至 平成21年11月20日） 至 平成22年11月20日）

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

商品

木質建材 5,517,886 14.9 5,500,000 14.7

非木質建材 1,959,031 5.2 1,950,000 5.2

合板 1,942,658 5.2 1,900,000 5.1

木材銘木製品 2,455,094 6.6 2,450,000 6.5

住宅設備機器 12,610,387 34.0 12,700,000 33.9

施工付販売 818,839 2.2 950,000 2.5

その他 1,524,512 4.1 1,500,000 4.0

小計 26,828,409 72.2 27,050,000 71.9

工事
完成工事高 10,312,965 27.8 10,550,000 28.1

小計 10,312,965 27.8 10,550,000 28.1

合計 37,141,375 100.0 37,500,000 100.0
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① 資産、負債及び純資産の状況 

資産につきましては、前連結会計年度末に比べて16億11百万円減少し、168億96百万円となりまし

た。これは主に受取手形及び売掛金の減少によるものです。  

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べて15億83百万円減少し、85億83百万円となりまし

た。これは主に支払手形及び買掛金の減少によるものです。  

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて28百万円減少し、83億13百万円となりました。

これは主に利益剰余金の減少によるものです。  

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末より

５億83百万円増加し、52億22百万円となりました。  

(営業活動によるキャッシュ・フロー)  

 営業活動による資金の増加は、６億95百万円（前年同期は３億77百万円の増加）となりました。こ

れは主に税金等調整前当期純利益１億92百万円及び、売上債権の減少額17億31百万円ならびにたな卸

資産の減少額３億６百万円の増加要因に対し、仕入債務の減少額14億39百万円及び法人税等の支払額

２億92百万円の減少要因によるものです。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)  

 投資活動による資金の減少は、35百万円（前年同期は１億42百万円の減少）となりました。これは

主に有形固定資産の取得23百万円及び無形固定資産の取得10百万円の支出によるものです。  

(財務活動によるキャッシュ・フロー)  

 財務活動による資金の減少は、76百万円（前年同期は78百万円の減少）となりました。これは主に

配当金75百万円の支払をしたことによるものです。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
  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  

債務償還年数           ： 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  

  

（注）１ 平成17年及び平成18年につきましては、北恵株式会社個別実績ベースの財務数値により、平成19年以 

   降につきましては、連結ベースの財務数値によりそれぞれ算出しております。  

 ２ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。  

 ３ 債務償還年数は有利子負債が預り保証金のため、記載しておりません。  

 ４ インタレスト・カバレッジ・レシオは利払い内容が預り保証金に対するものであるため記載してお 

   りません。  

  

(2) 財政状態に関する分析

平成17年11月期 平成18年11月期 平成19年11月期 平成20年11月期 平成21年11月期

自己資本比率 46.4 44.0 46.0 45.1 49.2

時価ベースの自己資本比率 25.4 22.1 22.6 13.9 12.5

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率

－ － － － －

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ

－ － － － －
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当社グループは、株主各位への安定した利益還元を維持するとともに、企業体質の一層の強化と今

後の事業展開に備えるための内部留保を充実させながら、その時々の業績を勘案して決定することを

基本方針としております。 

  当期の配当金につきましては、１株あたり８円を予定しております。 

  次期の配当金につきましては、経営環境の先行きが依然不透明であることなどから、来期の業績見

通しを勘案した結果、１株あたり５円とさせていただく所存であります。 

  

当社グループにおける事業等のリスクの内、主なものは以下のとおりであります。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。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グルー

プが判断したものであり、また、本記載は、将来発生しうるすべてのリスクを網羅したものではあ

りません。  

① 新設住宅着工戸数の増減について  

当住宅関連業界は、新設住宅着工戸数の増減に大きな影響を受けます。また、当社グループにお

きましては取扱商品・得意先構成により持家住宅の増減が業績に大きな影響を与えます。  

 当社グループでは特徴ある機能付販売の強化等を推進し、その影響の軽減に努めております。  

② 瑕疵保証責任について  

当社グループには「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の施行により、当社グループの行っ

た外壁工事等の瑕疵担保責任があります。従って瑕疵担保責任範囲内において不具合が発生した場

合、補修・取替工事等の賠償責任が発生する可能性があります。  

 当社グループでは外壁工事等に対して施工管理体制を強化するとともに、瑕疵保証保険に加入す

るなど瑕疵発生リスクの軽減に努めております。  

③ 信用リスクについて  

当社グループには取引先との商取引活動に伴い発生する、信用リスクがあります。当社グループ

では取引先毎に信用リスクを評価し、取引の継続の検討を行うとともに、営業部門の意識の向上を

図り、信用リスクの軽減に努めております。 

④ 為替リスクについて  

当社グループのオリジナルブランド商品等海外商品の取引には外貨による輸入が含まれておりま

す。そのため当社グループは実需の範囲内で為替予約等により為替相場の変動リスクをヘッジして

おりますが、経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。  

  

該当事項はありません。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等
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当社の企業グループは、北恵㈱（当社）及び連結子会社１社（福住㈱）により構成されており、

事業内容といたしましては、木材店、建材店、工務店、住宅会社等に対して新建材、住宅設備機器

等の商品販売及び施工付販売を行っております。 

 なお、株式会社福住新建材は平成21年５月21日付けで福住株式会社に社名変更しております。 

 事業内容と当社及び連結子会社の当該事業における位置付けは次のとおりであります。  

  

 

  

(注) 当連結会計年度末において、非連結子会社及び持分法適用会社はありません。  

  

 
  

2. 企業集団の状況

(1) 事業の概況

(2) 取扱主要商品

区分 主要商品

木質建材 ユニットドア、クローゼット、合板フロア、収納ユニット、階段セット

非木質建材 石膏ボード、断熱材、屋根材、不燃ボード

合板 ラワン合板、針葉樹合板

木材銘木製品 木材構造材、木材造作材、フローリング、銘木工芸品

住宅設備機器
システムキッチン、ユニットバス、洗面ユニット、シャワートイレ       

空調機器、燃焼機器、照明機器

施工付販売 外壁工事、屋根工事、構造躯体工事、内装工事

その他 化成品、住宅保存剤、建築金物、建築道具、エクステリア

北恵株式会社（9872）　平成21年11月期　決算短信

7



当社グループは、「人ある限り住まいに対するニーズは永遠である」と捉え、多様化する住まい

のニーズを充足するため、取引先と住まいのユーザーに満足していただく資材・サービスの提供を

第一として、常に存在価値のある住宅資材提供会社をめざしております。  

  

当社グループは収益性を重視するために「売上高総利益率」及び「売上高営業利益率」を、ま

た、企業価値を高めるためにオリジナル商品・施工付販売等の「売上高構成比率」を主な目標数値

として企業経営を実施しております。  

  

当社グループは、今後予想される市場環境の変化に対応するため、取引先のニーズを的確に捉え

た提案を実施し、高品質な商品及びサービスの提供を推進することにより、現有マーケットでの業

績の維持向上のみならず、顧客基盤の拡充にも積極的に取組んでまいります。  

  その一環として、当社の強みであるオリジナル商品や施工付販売を強化することにより、差別

化、競争優位性の確立を追及するとともに、今後増加が期待されるリフォーム需要に対応すべく住

宅設備機器の販売強化にも注力してまいります。  

  

経営基盤の強化と業績の向上を図るため上記の経営戦略を実行するとともに業務効率の向上を図

るため、情報システムの整備拡充にも積極的に取組んでまいります。  

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題

北恵株式会社（9872）　平成21年11月期　決算短信

8



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11月20日) 

当連結会計年度 
(平成21年11月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,639,442 5,222,673

受取手形及び売掛金 9,028,002 7,203,396

有価証券 － 100,140

商品 646,080 563,243

未成工事支出金 586,606 362,251

貯蔵品 － 1,060

その他 172,489 105,583

貸倒引当金 △51,205 △50,314

流動資産合計 15,021,416 13,508,033

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 876,033 888,495

減価償却累計額 △575,761 △595,089

建物及び構築物（純額） 300,272 293,405

土地 1,451,515 1,451,515

その他 120,773 126,241

減価償却累計額 △97,134 △99,903

その他（純額） 23,638 26,338

有形固定資産合計 1,775,426 1,771,259

無形固定資産   

のれん 23,579 15,719

その他 29,767 39,113

無形固定資産合計 53,346 54,833

投資その他の資産   

投資有価証券 615,778 519,236

投資不動産 ※１  673,577 ※１  658,843

その他 459,906 517,913

貸倒引当金 △90,917 △133,189

投資その他の資産合計 1,658,344 1,562,803

固定資産合計 3,487,117 3,388,896

資産合計 18,508,534 16,896,929
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成20年11月20日) 

当連結会計年度 
(平成21年11月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,521,290 7,081,777

未払金 241,099 247,508

未払費用 225,414 214,280

未払法人税等 139,016 27,183

その他 132,930 72,498

流動負債合計 9,259,751 7,643,249

固定負債   

長期預り保証金 581,487 610,140

繰延税金負債 133,761 120,961

役員退職慰労引当金 177,630 196,510

その他 14,210 12,880

固定負債合計 907,089 940,491

負債合計 10,166,841 8,583,741

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,220,082 2,220,082

資本剰余金 2,851,478 2,851,384

利益剰余金 3,426,847 3,380,304

自己株式 △157,372 △158,253

株主資本合計 8,341,036 8,293,517

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,674 20,615

繰延ヘッジ損益 △6,017 △944

評価・換算差額等合計 656 19,671

純資産合計 8,341,693 8,313,188

負債純資産合計 18,508,534 16,896,929
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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11月21日 
 至 平成20年11月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年11月21日 
 至 平成21年11月20日) 

売上高 40,979,912 37,141,375

売上原価 36,725,812 33,190,380

売上総利益 4,254,099 3,950,995

販売費及び一般管理費 ※１  3,903,481 ※１  3,834,814

営業利益 350,618 116,181

営業外収益   

受取利息 12,296 11,212

受取配当金 3,995 3,688

仕入割引 144,743 132,003

受取賃貸料 58,990 57,130

その他 24,055 18,627

営業外収益合計 244,081 222,662

営業外費用   

支払利息 1,498 1,534

売上割引 115,213 106,154

賃貸原価 18,778 20,819

その他 13,660 3,056

営業外費用合計 149,150 131,565

経常利益 445,549 207,278

特別損失   

投資有価証券評価損 36,203 15,055

特別損失合計 36,203 15,055

税金等調整前当期純利益 409,346 192,222

法人税、住民税及び事業税 282,900 158,851

法人税等調整額 △31,435 4,338

法人税等合計 251,465 163,189

当期純利益 157,881 29,032
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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11月21日 
 至 平成20年11月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年11月21日 
 至 平成21年11月20日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,220,082 2,220,082

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,220,082 2,220,082

資本剰余金   

前期末残高 2,851,478 2,851,478

当期変動額   

自己株式の処分 0 △94

当期変動額合計 0 △94

当期末残高 2,851,478 2,851,384

利益剰余金   

前期末残高 3,344,610 3,426,847

当期変動額   

剰余金の配当 △75,644 △75,576

当期純利益 157,881 29,032

当期変動額合計 82,237 △46,543

当期末残高 3,426,847 3,380,304

自己株式   

前期末残高 △154,293 △157,372

当期変動額   

自己株式の取得 △3,142 △1,604

自己株式の処分 63 723

当期変動額合計 △3,078 △881

当期末残高 △157,372 △158,253

株主資本合計   

前期末残高 8,261,877 8,341,036

当期変動額   

剰余金の配当 △75,644 △75,576

当期純利益 157,881 29,032

自己株式の取得 △3,142 △1,604

自己株式の処分 64 628

当期変動額合計 79,158 △47,519

当期末残高 8,341,036 8,293,517
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成19年11月21日 
 至 平成20年11月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年11月21日 
 至 平成21年11月20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 21,650 6,674

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14,976 13,941

当期変動額合計 △14,976 13,941

当期末残高 6,674 20,615

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △9,462 △6,017

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,444 5,072

当期変動額合計 3,444 5,072

当期末残高 △6,017 △944

評価・換算差額等合計   

前期末残高 12,188 656

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,531 19,014

当期変動額合計 △11,531 19,014

当期末残高 656 19,671

純資産合計   

前期末残高 8,274,065 8,341,693

当期変動額   

剰余金の配当 △75,644 △75,576

当期純利益 157,881 29,032

自己株式の取得 △3,142 △1,604

自己株式の処分 64 628

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,531 19,014

当期変動額合計 67,627 △28,504

当期末残高 8,341,693 8,313,188
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(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11月21日 
 至 平成20年11月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年11月21日 
 至 平成21年11月20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 409,346 192,222

減価償却費 48,117 45,928

のれん償却額 7,859 7,859

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 17,170 18,880

貸倒引当金の増減額（△は減少） 35,050 41,381

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,000 －

受取利息及び受取配当金 △16,292 △14,900

投資有価証券評価損益（△は益） 36,203 15,055

売上債権の増減額（△は増加） △430,543 1,731,077

たな卸資産の増減額（△は増加） 68,952 306,132

仕入債務の増減額（△は減少） 544,994 △1,439,512

その他 △38,309 67,794

小計 667,549 971,919

利息及び配当金の受取額 15,662 15,738

法人税等の支払額 △305,596 △292,618

営業活動によるキャッシュ・フロー 377,615 695,039

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △14,104 △23,277

有形固定資産の売却による収入 － 100

無形固定資産の取得による支出 △1,972 △10,829

投資不動産の取得による支出 △6,791 △534

投資有価証券の取得による支出 △119,891 △1,235

投資活動によるキャッシュ・フロー △142,759 △35,775

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の増減額（△は増加） △3,078 △975

配当金の支払額 △75,138 △75,057

財務活動によるキャッシュ・フロー △78,216 △76,032

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 156,639 583,230

現金及び現金同等物の期首残高 4,482,803 4,639,442

現金及び現金同等物の期末残高 ※１  4,639,442 ※１  5,222,673
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該当事項はありません。 

  

  

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】
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(6)【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11月21日 
 至 平成20年11月20日)

当連結会計年度 
(自 平成20年11月21日 

 至 平成21年11月20日)

１ 連結の範囲に関する事項 連結子会社の数及び名称 

  １社 株式会社福住新建材

連結子会社の数及び名称 

  １社 福住株式会社

（注）株式会社福住新建材は平成21年５月21日 

付けで福住株式会社に社名変更しており

ます。

２ 持分法の適用に関する事項 該当事項はありません。 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は、連結決算日と一致して 

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……連結会計年度末日

の市場価格等に基

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）

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 デリバティブ取引 

  時価法

② デリバティブ取引

同左

③ たな卸資産 

  商品……先入先出法による原価法

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。 

  商品……先入先出法

  未成工事支出金……個別法による原価法   未成工事支出金……個別法

  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」（企業会計基準委員会 平成

18年７月５日公表分 企業会計基準第９号）

を適用しております。 

なお、当該変更に伴う損益に与える影響は軽

微であります。
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年11月21日 
 至 平成20年11月20日)

当連結会計年度 
(自 平成20年11月21日 

 至 平成21年11月20日)

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

 

① 有形固定資産……定率法。ただし、平成10

年４月１日以降に取得し

た建物(建物付属設備を

除く)については、定額

法によっております。  

また、取得価額が10万円

以上20万円未満の減価償

却資産については、３年

間で均等償却しておりま

す。  

なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

  建物   ３～50年

（追加情報）

 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、平成19年３月31日以前に取得したものに

ついては、償却可能限度額まで償却が終了し

た翌年から５年間で均等償却する方法によっ

ております。  

当該変更に伴う損益に与える影響は、軽微で

あります。

① 有形固定資産（リース資産を除く）

  定率法。ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物(建物付属設備を除く)について

は、定額法によっております。  

また、取得価額が10万円以上20万円未満の減

価償却資産については、３年間で均等償却し

ております。  

なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。

  建物   ３～50年

 

② 無形固定資産

定額法。なお、ソフトウェア(自社利用分)

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。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法。なお、ソフトウェア(自社利用分)

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。

 

③ 投資不動産……定率法。ただし、平成10年

４月１日以降に取得した建

物(建物付属設備を除く)に

ついては、定額法によって

おります。  

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。

  建物    ３～50年

（追加情報）

 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、平成19年３月31日以前に取得したものに

ついては、償却可能限度額まで償却が終了し

た翌年から５年間で均等償却する方法によっ

ております。  

当該変更に伴う損益に与える影響は、軽微で

あります。

③ 投資不動産（リース資産を除く）

  定率法。ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物(建物付属設備を除く)について

は、定額法によっております。  

なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。

  建物    ３～50年

④ リース資産

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係

るリース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼ

ロとして算定する方法によっております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース

取引のうち、リース取引開始日が改正適用初

年度開始前の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。
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年11月21日 
 至 平成20年11月20日)

当連結会計年度 
(自 平成20年11月21日 

 至 平成21年11月20日)

(3) 重要な引当金の計上基準 ① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金

  売上債権等の貸倒による損失に備えるた

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検討し、回収不能見込

額を計上しております。

同左

② 退職給付引当金(前払年金費用)

  当社の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。

  なお、数理計算上の差異については、各連

結会計年度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数（10年）に

よる定額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処理すること

としております。

② 退職給付引当金(前払年金費用)

同左

③ 役員退職慰労引当金

  当社の役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく当連結会計年度末要支給

額を計上しております。

③ 役員退職慰労引当金

同左

(4) 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。

―――

(5) 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。ただ

し、振当処理の要件を満たしている場合は

振当処理を採用しております。

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

② ヘッジ手段とヘッジ対象

  ヘッジ手段…同左

  ヘッジ対象…外貨建金銭債務及び外貨建予 

        定取引

  ヘッジ対象…同左

③ ヘッジ方針

  為替に係る相場変動リスクを回避する目的

で、実需の範囲内で対象取引のヘッジを行

っております。

③ ヘッジ方針

同左

④ ヘッジの有効性評価の方法

  ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条

件が同一であり、相場変動を完全に相殺す

るものと考えられるため、ヘッジの有効性

の判定は省略しております。

④ ヘッジの有効性評価の方法

同左

(6) その他の連結財務諸表作成の

ための重要な事項

消費税等の会計処理……税抜方式によっており 

           ます。

消費税等の会計処理……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 のれん及び負ののれんの償却に

関する事項

のれんは、５年間の定額法により償却しており

ます。

同左

７ 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

北恵株式会社（9872）　平成21年11月期　決算短信

18



 
  

 
  

 
  

(7)【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】

前連結会計年度
(自 平成19年11月21日
至 平成20年11月20日)

当連結会計年度
(自 平成20年11月21日
至 平成21年11月20日)

――― （リース取引に関する会計基準等）

当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基準」

(企業会計基準第13号(平成５年６月17日(企業審議会第一

部会)、平成19年３月30日改正))及び「リース取引に関す

る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号

(平成６年１月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員

会)、平成19年３月30日改正))を適用しております。 

なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所

有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き

続き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。 

これによる損益に与える影響はありません。

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成20年11月20日)

当連結会計年度
(平成21年11月20日)

※１ 投資不動産の減価償却累計額

 投資不動産 307,937千円

※１ 投資不動産の減価償却累計額

 投資不動産 316,657千円

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年11月21日
至 平成20年11月20日)

当連結会計年度
(自 平成20年11月21日
至 平成21年11月20日)

 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの

 給与手当 1,755,919千円

 運賃 425,807千円

 退職給付費用 85,544千円

 貸倒引当金繰入額 42,864千円

 役員退職慰労引当金繰入額 17,170千円
 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの

 給与手当 1,780,699千円

 運賃 392,688千円

 退職給付費用 97,066千円

 貸倒引当金繰入額 67,744千円

 役員退職慰労引当金繰入額 18,880千円
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前連結会計年度(自 平成19年11月21日 至 平成20年11月20日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  8,698株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買増請求による減少  229株 

  

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 

 
  

(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 

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

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) 10,011,841 ― ― 10,011,841

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) 556,330 8,698 229 564,799

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２月14日 
定時株主総会

普通株式 75,644 8.00 平成19年11月20日 平成20年２月15日

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２月19日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 75,576 8.00 平成20年11月20日 平成21年２月20日
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当連結会計年度(自 平成20年11月21日 至 平成21年11月20日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  6,669株 

減少数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買増請求による減少 2,599株 

  

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 

 
  

(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 

 
  

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) 10,011,841 ― ― 10,011,841

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) 564,799 6,669 2,599 568,869

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21年２月19日 
定時株主総会

普通株式 75,576 8.00 平成20年11月20日 平成21年２月20日

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22年２月18日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 75,543 8.00 平成21年11月20日 平成22年２月19日
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前連結会計年度(自 平成19年11月21日 至 平成20年11月20日)において、同一セグメントに属する

建材販売事業(施工付販売含む)を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はあ

りません。 

  

当連結会計年度(自 平成20年11月21日 至 平成21年11月20日)において、同一セグメントに属する

建材販売事業(施工付販売含む)を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はあ

りません。 

  

前連結会計年度(自 平成19年11月21日 至 平成20年11月20日)において、本邦以外の国または地域

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。 

  

当連結会計年度(自 平成20年11月21日 至 平成21年11月20日)において、本邦以外の国または地域

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。 

  

前連結会計年度(自 平成19年11月21日 至 平成20年11月20日)において、海外売上高がないため、

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成20年11月21日 至 平成21年11月20日)において、海外売上高がないため、

該当事項はありません。 

  

(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11月21日
至 平成20年11月20日)

当連結会計年度
(自 平成20年11月21日
至 平成21年11月20日)

 

※１ 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

現金及び預金勘定 4,639,442千円

現金及び現金同等物 4,639,442千円
 

※１ 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

現金及び預金勘定 5,222,673千円

現金及び現金同等物 5,222,673千円

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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(リース取引関係)

前連結会計年度
(自 平成19年11月21日
至 平成20年11月20日)

当連結会計年度
(自 平成20年11月21日
至 平成21年11月20日)

 

１ 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

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

有形固定資産 
その他(千円)

無形固定資産 
その他(千円)

合計(千円)

取得価額 
相当額

219,744 59,647 279,391

減価償却累計 
額相当額

219,571 47,226 266,797

期末残高 
相当額

172 12,420 12,593

 (注) 取得価額相当額の算定は、有形固定資産の期末

残高等に占める未経過リース料期末残高の割合

が低いため、支払利子込み法によっておりま

す。

 

１ 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

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

有形固定資産
その他(千円)

無形固定資産 
その他(千円)

合計(千円)

取得価額
相当額

4,147 53,263 57,410

減価償却累計
額相当額

4,147 49,523 53,670

期末残高
相当額

－ 3,739 3,739

 (注)         同左

 

② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 8,853千円

１年超 3,739千円

計 12,593千円

 (注) 未経過リース料期末残高相当額の算定は、有形

固定資産の期末残高等に占める未経過リース料

期末残高の割合が低いため、支払利子込み法に

よっております。

 

② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 1,675千円

１年超 2,064千円

計 3,739千円

 (注)         同左

③ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 27,301千円

減価償却費相当額 27,301千円

③ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 8,853千円

減価償却費相当額 8,853千円

④ 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料 

１年以内 3,072千円

１年超 10,240千円

計 13,312千円

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

１年以内 4,043千円

１年超 10,406千円

計 14,449千円
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前連結会計年度(自 平成19年11月21日 至 平成20年11月20日) 

役員及び個人主要株主等 

 
(注) １ 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 有限会社ケイアンドエムは、当社代表取締役北村良一及びその近親者がその議決権の100％を所有しており

ます。 

３ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

有限会社ケイアンドエムとの保険料、出向料については、一般的な取引条件を参考に契約により決定してお

ります。 

有限会社ケイアンドエムとの賃貸料については、近隣の賃料を参考に決定しております。 

役員の家賃については社内制度に基づき会社負担額を記載しております。 

  

当連結会計年度(自 平成20年11月21日 至 平成21年11月20日) 

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いたします。 

  

(関連当事者情報)

属性
会社等 
の名称

住所
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の内容 
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有す
る会社

有限会社 
ケイアンド 

エム

大阪府 
羽曳野 

市
137,700

保険 
代理店業

(被所有)
直接  11.60

―
保険事務取
扱い及び設
備の賃貸等

保険料の支払

賃貸料の受取

出向料の受取

2,208 

295 

400

― ―

役員 北村良一 ― ―
当社 
代表取締役

(被所有)
直接  12.63

― ― 家賃等の支払 900 敷金 3,600

役員 竪 智精 ― ―
当社 
専務取締役

(被所有)
直接  2.61

― ―
保証金の返還

家賃等の支払

150 

1,254
― ―

役員 内田 治 ― ― 当社取締役
(被所有)
直接  0.32

― ― 家賃等の支払 1,075 敷金 230
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(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成20年11月20日)

当連結会計年度
(平成21年11月20日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産(流動)

  未払事業税 12,267千円

  未払賞与 41,952千円

  その他 38,900千円

繰延税金資産(流動)小計 93,119千円

繰延税金負債（流動）

  その他 63千円

繰延税金負債（流動）小計 63千円

繰延税金資産（流動）純額 93,055千円

繰延税金資産(固定)

  貸倒引当金 30,187千円

  役員退職慰労引当金 72,117千円

  長期前払費用 55,834千円

  減損損失 180,961千円

  その他 32,903千円

繰延税金資産(固定)小計 372,003千円

  評価性引当額 △214,002千円

繰延税金資産(固定)合計 158,001千円

繰延税金負債(固定)

  固定資産圧縮積立金 280,683千円

  投資有価証券 536千円

  前払年金費用 10,543千円

繰延税金負債(固定)小計 291,763千円

繰延税金負債(固定)純額 133,761千円

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産(流動)

  未払事業税 4,062千円

  未払賞与 38,594千円

  その他 35,649千円

繰延税金資産(流動)小計 78,306千円

  評価性引当額 △9,747千円

繰延税金資産(流動)合計 68,559千円

繰延税金負債（流動）

  その他 43千円

繰延税金負債（流動）小計 43千円

繰延税金資産（流動）純額 68,516千円

繰延税金資産(固定)

  貸倒引当金 40,016千円

  役員退職慰労引当金 79,783千円

  長期前払費用 56,063千円

  減損損失 180,961千円

  その他 36,027千円

繰延税金資産(固定)小計 392,852千円

  評価性引当額 △225,922千円

繰延税金資産(固定)合計 166,929千円

繰延税金負債(固定)

  固定資産圧縮積立金 279,396千円

  投資有価証券 4,426千円

  前払年金費用 4,068千円

繰延税金負債(固定)小計 287,891千円

繰延税金負債(固定)純額 120,961千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

(調整)

交際費等永久に損金に 
算入されない項目

12.4％

受取配当金等永久に益金に 
算入されない項目

△0.2％

住民税均等割 5.8％

その他 2.8％

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率

61.4％

 
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

(調整)

交際費等永久に損金に
算入されない項目

18.4％

受取配当金等永久に益金に
算入されない項目

△0.4％

住民税均等割 12.5％

評価性引当金 11.2％

その他 2.6％

税効果会計適用後の
法人税等の負担率

84.9％
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（注）その他有価証券で時価のあるものにおいて、簿価に対して時価の下落率が著しい銘柄については、36,203千円

の減損処理を行っております。 

  

 
  

 
  

(有価証券関係)

前連結会計年度

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成20年11月20日)

区分
取得原価
(千円)

連結貸借対照表
計上額(千円)

差額(千円)

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

(1) 株式 15,677 31,190 15,513

(2) 債券 200,370 203,700 3,329

(3) その他 ― ― ―

小計 216,047 234,890 18,842

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

(1) 株式 88,746 79,665 △9,081

(2) 債券 300,431 297,880 △2,551

(3) その他 ― ― ―

小計 389,178 377,545 △11,632

合計 605,225 612,436 7,210

２ 時価評価されていない主な有価証券(平成20年11月20日)

区分 連結貸借対照表計上額(千円)

  その他有価証券

   非上場株式 3,342

合計 3,342

３ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額

(平成20年11月20日)

区分 １年以内(千円)
１年超５年以内

(千円)
５年超10年以内

(千円)
10年超(千円)

(1) 債券

 ① 国債・地方債等 ― 300,000 ― ―

 ② 社債 ― ― ― ―

 ③ その他 ― ― 100,000 ―

(2) その他 ― ― ― ―

合計 ― 300,000 100,000 ―
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（注）その他有価証券で時価のあるものにおいて、簿価に対して時価の下落率が著しい銘柄については、15,055千円

の減損処理を行っております。 

  

 
  

 
  

当連結会計年度

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成21年11月20日)

区分
取得原価
(千円)

連結貸借対照表
計上額(千円)

差額(千円)

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

(1) 株式 47,789 72,292 24,502

(2) 債券 400,245 405,700 5,454

(3) その他 ― ― ―

小計 448,035 477,992 29,957

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

(1) 株式 42,814 38,451 △4,363

(2) 債券 100,098 99,590 △508

(3) その他 ― ― ―

小計 142,913 138,041 △4,871

合計 590,948 616,034 25,085

２ 時価評価されていない主な有価証券(平成21年11月20日)

区分 連結貸借対照表計上額(千円)

  その他有価証券

   非上場株式 3,342

合計 3,342

３ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額

(平成21年11月20日)

区分 １年以内(千円)
１年超５年以内

(千円)
５年超10年以内

(千円)
10年超(千円)

(1) 債券

 ① 国債・地方債等 100,000 200,000 ― ―

 ② 社債 ― ― ― ―

 ③ その他 ― ― 100,000 ―

(2) その他 ― ― ― ―

合計 100,000 200,000 100,000 ―
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デリバティブ取引については、すべてヘッジ会計が適用されているため、記載を省略しております。 

  

デリバティブ取引については、すべてヘッジ会計が適用されているため、記載を省略しております。 

(デリバティブ取引関係)

１ 取引の状況に関する事項

前連結会計年度
(自 平成19年11月21日
至 平成20年11月20日)

当連結会計年度
(自 平成20年11月21日
至 平成21年11月20日)

① 取引の内容及び利用目的

当社は、通貨関連のデリバティブ取引として、通常

の営業過程における輸入取引の為替相場の変動によ

るリスクを軽減するため、為替予約取引を行ってお

ります。 

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っております。 

① 取引の内容及び利用目的

同左

 (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。ただし、振

当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採

用しております。

 (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

ヘッジ対象……外貨建金銭債務及び外貨建予定取

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……同左

 (3) ヘッジ方針

為替に係る相場変動リスクを回避する目的で、実

需の範囲内で対象取引のヘッジを行っておりま

す。

 (3) ヘッジ方針

同左

 (4) ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同

一であり、相場変動を完全に相殺するものと考え

られるため、ヘッジの有効性の判定は省略してお

ります。

 (4) ヘッジの有効性評価の方法

同左

② 取引に対する取組方針

通貨関連のデリバティブ取引につきましては、外貨

建の債務ないしは通常取引の範囲内で行っており、

投機目的のデリバティブ取引は行わない方針であり

ます。また、金利関連のデリバティブ取引は行わな

い方針であります。

② 取引に対する取組方針

同左

③ 取引に係るリスクの内容

通貨関連における為替予約取引は、為替相場の変動

によるリスクを有しておりますが、その契約先は、

いずれも信用度の高い国内の銀行であるため、相手

先の契約不履行による、いわゆる信用リスクは、ほ

とんどないと判断しております。

③ 取引に係るリスクの内容

同左

④ 取引に係るリスク管理体制

輸入取引に係わるデリバティブ取引につきまして

は、経理部において集中的に契約及び管理を行って

おります。なお、取引の結果については取締役会に

て報告を行っております。

④ 取引に係るリスク管理体制

同左

２ 取引の時価等に関する事項

前連結会計年度(平成20年11月20日現在)

当連結会計年度(平成21年11月20日現在)
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当社は確定給付型の制度として確定給付企業年金制度を、確定拠出型の制度として確定拠出年金

制度を設けております。 

  

 
  

 
  

 
  

(退職給付関係)

前連結会計年度(自 平成19年11月21日 至 平成20年11月20日)

１ 採用している退職給付制度の概要

２ 退職給付債務に関する事項

前連結会計年度(平成20年11月20日)

 

① 退職給付債務 △561,687千円

② 年金資産 426,014千円

③ 未積立退職給付債務(①＋②) △135,673千円

④ 会計基準変更時差異の未処理額 ―千円

⑤ 未認識数理計算上の差異 161,643千円

⑥ 未認識過去勤務債務 ―千円

⑦ 前払年金費用(③＋④＋⑤＋⑥) 25,970千円
 

３ 退職給付費用に関する事項

前連結会計年度(自 平成19年11月21日 至 平成20年11月20日)

 

① 勤務費用 36,156千円

② 利息費用 11,933千円

③ 期待運用収益 △11,135千円

④ 会計基準変更時差異の費用処理額 ―千円

⑤ 数理計算上の差異の費用処理額 13,592千円

⑥ 過去勤務債務の費用処理額 ―千円

⑦ 確定拠出年金への掛金支払額 34,996千円

⑧ 退職給付費用(①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦) 85,544千円
 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度(平成20年11月20日)

① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

② 割引率 2.0％

③ 期待運用収益率 2.0％

④ 数理計算上の差異の処理年数 10年
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当社は確定給付型の制度として確定給付企業年金制度を、確定拠出型の制度として確定拠出年金

制度を設けております。 

  

 
  

 
  

 
  

当連結会計年度(自 平成20年11月21日 至 平成21年11月20日)

１ 採用している退職給付制度の概要

２ 退職給付債務に関する事項

当連結会計年度(平成21年11月20日)

 

① 退職給付債務 △545,857千円

② 年金資産 443,409千円

③ 未積立退職給付債務(①＋②) △102,448千円

④ 会計基準変更時差異の未処理額 ―千円

⑤ 未認識数理計算上の差異 112,468千円

⑥ 未認識過去勤務債務 ―千円

⑦ 前払年金費用(③＋④＋⑤＋⑥) 10,020千円
 

３ 退職給付費用に関する事項

当連結会計年度(自 平成20年11月21日 至 平成21年11月20日)

 

① 勤務費用 34,424千円

② 利息費用 11,233千円

③ 期待運用収益 △8,520千円

④ 会計基準変更時差異の費用処理額 ―千円

⑤ 数理計算上の差異の費用処理額 24,204千円

⑥ 過去勤務債務の費用処理額 ―千円

⑦ 確定拠出年金への掛金支払額 35,723千円

⑧ 退職給付費用(①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥＋⑦) 97,066千円
 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

当連結会計年度(平成21年11月20日)

① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

② 割引率 2.0％

③ 期待運用収益率 2.0％

④ 数理計算上の差異の処理年数 10年
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

(ストック・オプション等関係)

前連結会計年度(平成20年11月20日)

当連結会計年度(平成21年11月20日)

(企業結合等関係)

前連結会計年度(自 平成19年11月21日 至 平成20年11月20日)

当連結会計年度(自 平成20年11月21日 至 平成21年11月20日)
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(注) 算定上の基礎 

 １株当たり当期純利益 

 
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成19年11月21日
至 平成20年11月20日)

当連結会計年度
(自 平成20年11月21日
至 平成21年11月20日)

１株当たり純資産額 883円00銭 880円36銭

１株当たり当期純利益 16円70銭 ３円07銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益

 潜在株式がないため、記載して

おりません。

同左 

 

項目
前連結会計年度

(自 平成19年11月21日
至 平成20年11月20日)

当連結会計年度
(自 平成20年11月21日
至 平成21年11月20日)

連結損益計算書上の当期純利益(千円) 157,881 29,032

普通株式に係る当期純利益(千円) 157,881 29,032

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 9,451 9,444

(重要な後発事象)

前連結会計年度(自 平成19年11月21日 至 平成20年11月20日)

当連結会計年度(自 平成20年11月21日 至 平成21年11月20日)
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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11月20日) 

当事業年度 
(平成21年11月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,611,131 5,107,825

受取手形 2,792,592 1,852,493

売掛金 ※２  6,036,425 ※２  5,217,312

有価証券 － 100,140

商品 618,045 528,238

未成工事支出金 586,606 362,251

貯蔵品 － 1,060

前払費用 6,627 7,392

繰延税金資産 89,893 68,718

短期貸付金 3,418 3,756

未収入金 ※２  48,941 ※２  10,838

その他 20,538 13,616

貸倒引当金 △47,935 △35,990

流動資産合計 14,766,285 13,237,652

固定資産   

有形固定資産   

建物 836,058 844,669

減価償却累計額 △546,883 △564,873

建物（純額） 289,175 279,795

構築物 34,228 34,228

減価償却累計額 △25,276 △26,051

構築物（純額） 8,951 8,176

機械及び装置 4,725 4,725

減価償却累計額 △3,534 △3,703

機械及び装置（純額） 1,190 1,021

車両運搬具 13,680 15,321

減価償却累計額 △12,455 △13,086

車両運搬具（純額） 1,224 2,234

工具、器具及び備品 79,183 79,129

減価償却累計額 △61,864 △62,568

工具、器具及び備品（純額） 17,319 16,560

土地 1,451,515 1,451,515

有形固定資産合計 1,769,376 1,759,303

無形固定資産   

ソフトウエア 13,809 18,867

ソフトウエア仮勘定 － 3,097

電話加入権 14,653 14,653

その他 493 434
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年11月20日) 

当事業年度 
(平成21年11月20日) 

無形固定資産合計 28,956 37,053

投資その他の資産   

投資有価証券 615,778 519,236

関係会社株式 175,000 175,000

出資金 10 10

株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 5,134 4,546

破産更生債権等 81,917 110,210

長期前払費用 3,335 1,825

差入保証金 49,231 80,286

敷金 144,402 131,045

保険積立金 130,301 142,839

投資不動産 ※１  673,577 ※１  658,843

前払年金費用 25,970 10,020

その他 6,818 6,728

貸倒引当金 △80,589 △111,126

投資その他の資産合計 1,830,887 1,729,464

固定資産合計 3,629,221 3,525,821

資産合計 18,395,506 16,763,473

負債の部   

流動負債   

支払手形 4,457,358 3,689,688

買掛金 ※２  3,978,906 ※２  3,257,164

未払金 230,227 223,328

未払費用 215,690 199,190

未払法人税等 139,016 27,025

未払消費税等 22,434 21,018

未成工事受入金 77,769 14,853

前受金 20,188 29,639

預り金 115 64

その他 10,306 1,704

流動負債合計 9,152,014 7,463,677

固定負債   

長期預り敷金 14,210 12,880

長期預り保証金 581,487 610,140

繰延税金負債 133,761 120,961

役員退職慰労引当金 177,630 196,510

固定負債合計 907,089 940,491

負債合計 10,059,104 8,404,168
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年11月20日) 

当事業年度 
(平成21年11月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,220,082 2,220,082

資本剰余金   

資本準備金 2,850,892 2,850,892

その他資本剰余金 586 492

資本剰余金合計 2,851,478 2,851,384

利益剰余金   

利益準備金 170,300 170,300

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 410,654 408,771

別途積立金 2,150,000 2,150,000

繰越利益剰余金 690,601 697,349

利益剰余金合計 3,421,556 3,426,420

自己株式 △157,372 △158,253

株主資本合計 8,335,744 8,339,633

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,674 20,615

繰延ヘッジ損益 △6,017 △944

評価・換算差額等合計 656 19,671

純資産合計 8,336,401 8,359,304

負債純資産合計 18,395,506 16,763,473
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(2) 【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年11月21日 
 至 平成20年11月20日) 

当事業年度 
(自 平成20年11月21日 
 至 平成21年11月20日) 

売上高   

商品売上高 28,891,151 25,772,478

完成工事高 11,414,934 10,312,965

売上高合計 40,306,085 36,085,444

売上原価   

商品売上原価   

商品期首たな卸高 686,828 618,045

当期商品仕入高 25,810,649 22,958,907

合計 26,497,477 23,576,953

商品期末たな卸高 618,045 528,238

商品売上原価 25,879,431 23,048,714

完成工事原価 10,322,285 9,320,070

売上原価合計 36,201,716 32,368,784

売上総利益 4,104,368 3,716,659

販売費及び一般管理費 ※１  3,747,141 ※１  3,546,085

営業利益 357,227 170,574

営業外収益   

受取利息 7,162 4,929

有価証券利息 5,088 6,263

受取配当金 3,994 3,686

仕入割引 135,614 123,887

受取賃貸料 60,499 58,073

その他 17,408 18,853

営業外収益合計 229,768 215,693

営業外費用   

支払利息 1,498 1,534

売上割引 115,213 106,154

賃貸原価 18,778 20,819

その他 13,660 2,677

営業外費用合計 149,150 131,185

経常利益 437,844 255,082

特別損失   

投資有価証券評価損 36,203 15,055

特別損失合計 36,203 15,055

税引前当期純利益 401,640 240,027

法人税、住民税及び事業税 278,200 158,611

法人税等調整額 △30,284 974

法人税等合計 247,915 159,585

当期純利益 153,724 80,441

北恵株式会社（9872）　平成21年11月期　決算短信

36



  

 
（注） 原価計算の方法は個別原価計算によっております。 

  

【製造原価明細書】

完成工事原価明細書

前事業年度 

(自 平成19年11月21日 

 至 平成20年11月20日)

当事業年度 

(自 平成20年11月21日 

 至 平成21年11月20日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

Ⅰ 材料費 5,440,037 52.7 4,636,975 51.0 △803,061

Ⅱ 外注費 4,880,065 47.3 4,458,738 49.0 △421,326

  当期総工事原価 10,320,102 100.0 9,095,714 100.0 △1,224,387

  期首未成工事支出金 588,789 586,606 △2,182

      合計 10,908,892 9,682,321 △1,226,570

  期末未成工事支出金 586,606 362,251 △224,355

  当期完成工事原価 10,322,285 9,320,070 △1,002,214
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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11月21日 
 至 平成20年11月20日) 

当事業年度 
(自 平成20年11月21日 
 至 平成21年11月20日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,220,082 2,220,082

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,220,082 2,220,082

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,850,892 2,850,892

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,850,892 2,850,892

その他資本剰余金   

前期末残高 586 586

当期変動額   

自己株式の処分 0 △94

当期変動額合計 0 △94

当期末残高 586 492

資本剰余金合計   

前期末残高 2,851,478 2,851,478

当期変動額   

自己株式の処分 0 △94

当期変動額合計 0 △94

当期末残高 2,851,478 2,851,384

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 170,300 170,300

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 170,300 170,300

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 412,684 410,654

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △2,029 △1,883

当期変動額合計 △2,029 △1,883

当期末残高 410,654 408,771

別途積立金   

前期末残高 2,150,000 2,150,000
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年11月21日 
 至 平成20年11月20日) 

当事業年度 
(自 平成20年11月21日 
 至 平成21年11月20日) 

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,150,000 2,150,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 610,490 690,601

当期変動額   

剰余金の配当 △75,644 △75,576

当期純利益 153,724 80,441

固定資産圧縮積立金の取崩 2,029 1,883

当期変動額合計 80,110 6,748

当期末残高 690,601 697,349

利益剰余金合計   

前期末残高 3,343,475 3,421,556

当期変動額   

剰余金の配当 △75,644 △75,576

当期純利益 153,724 80,441

当期変動額合計 78,080 4,864

当期末残高 3,421,556 3,426,420

自己株式   

前期末残高 △154,293 △157,372

当期変動額   

自己株式の取得 △3,142 △1,604

自己株式の処分 63 723

当期変動額合計 △3,078 △881

当期末残高 △157,372 △158,253

株主資本合計   

前期末残高 8,260,742 8,335,744

当期変動額   

剰余金の配当 △75,644 △75,576

当期純利益 153,724 80,441

自己株式の取得 △3,142 △1,604

自己株式の処分 64 628

当期変動額合計 75,002 3,889

当期末残高 8,335,744 8,339,633
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成19年11月21日 
 至 平成20年11月20日) 

当事業年度 
(自 平成20年11月21日 
 至 平成21年11月20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 21,650 6,674

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14,976 13,941

当期変動額合計 △14,976 13,941

当期末残高 6,674 20,615

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △9,462 △6,017

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,444 5,072

当期変動額合計 3,444 5,072

当期末残高 △6,017 △944

評価・換算差額等合計   

前期末残高 12,188 656

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,531 19,014

当期変動額合計 △11,531 19,014

当期末残高 656 19,671

純資産合計   

前期末残高 8,272,930 8,336,401

当期変動額   

剰余金の配当 △75,644 △75,576

当期純利益 153,724 80,441

自己株式の取得 △3,142 △1,604

自己株式の処分 64 628

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,531 19,014

当期変動額合計 63,470 22,903

当期末残高 8,336,401 8,359,304
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該当事項はありません。 

  

(4)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】
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(5)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成19年11月21日
至 平成20年11月20日)

当事業年度
(自 平成20年11月21日
至 平成21年11月20日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式 

     ……移動平均法による 

       原価法

子会社株式 

     ……同左

その他有価証券

 時価のあるもの

  決算日の市場価格等に基づく時価

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)

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         同左

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品  ……先入先出法による原価法

未成工事支出金…個別法による原価法

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。 

商品  ……先入先出法 

未成工事支出金…個別法 

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」（企業会計基準委員

会 平成18年７月５日公表分 企業会

計基準第９号）を適用しております。 

なお、当該変更に伴う損益に与える影

響は軽微であります。
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項目
前事業年度

(自 平成19年11月21日
至 平成20年11月20日)

当事業年度
(自 平成20年11月21日
至 平成21年11月20日)

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

に取得した建物(建

物付属設備を除く)

については、定額法

によっております。

        また、取得価額が10

万円以上20万円未満

の減価償却資産につ

いては、３年間で均

等償却しておりま

す。なお、主な耐用

年数は以下のとおり

であります。

建物 ３～50年

(追加情報)

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、平成19年

３月31日以前に取得したものについて

は、償却可能限度額まで償却が終了し

た翌年から５年間で均等償却する方法

によっております。  

当該変更に伴う損益に与える影響は、

軽微であります。

有形固定資産（リース資産を除く）

定率法。ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物(建物付属設備を除

く)については、定額法によっており

ます。 

また、取得価額が10万円以上20万円未

満の減価償却資産については、３年間

で均等償却しております。なお、主な

耐用年数は以下のとおりであります。

  建物 ３～50年

無形固定資産……定額法。なお、ソフ

トウェア(自社利用

分)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（リース資産を除く）

定額法。なお、ソフトウェア(自社利

用分)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。
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項目
前事業年度

(自 平成19年11月21日
至 平成20年11月20日)

当事業年度
(自 平成20年11月21日
至 平成21年11月20日)

 

投資不動産 ……定率法。ただし、平

成10年４月１日以降

に取得した建物(建

物付属設備を除く)

については、定額法

によっております。

         なお、主な耐用年

数は以下のとおりで

あります。

建物 ３～50年

(追加情報)

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、平成19年３

月31日以前に取得したものについて

は、償却可能限度額まで償却が終了し

た翌年から５年間で均等償却する方法

によっております。  

当該変更に伴う損益に与える影響は、

軽微であります。

投資不動産（リース資産を除く）

定率法。ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物(建物付属設備を除

く)については、定額法によっており

ます。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

  建物 ３～50年

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

をゼロとして算定する方法によってお

ります。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引のうち、リース取引開始日が

改正適用初年度開始前のリース取引に

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。

５ 引当金の計上基準 貸倒引当金 ……売上債権等の貸倒に

よる損失に備えるた

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

を検討し、回収不能

見込額を計上してお

ります。

貸倒引当金 ……同左
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項目
前事業年度

(自 平成19年11月21日
至 平成20年11月20日)

当事業年度
(自 平成20年11月21日
至 平成21年11月20日)

退職給付引当金（前払年金費用）

      ……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、当事業年度末に

おいて発生している

と認められる額を計

上しております。

        なお、数理計算上の

差異については、各

事業年度の発生時に

おける従業員の平均

残存勤務期間以内の

一定の年数(10年)に

よる定額法により按

分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度か

ら費用処理すること

としております。

退職給付引当金（前払年金費用）

      ……同左

        

役員退職慰労引当金

      ……役員の退職慰労金の

支出に備えるため、

内規に基づく期末要

支給額を計上してお

ります。

役員退職慰労引当金

      ……同左

６ 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。

       ―――

７ 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。ただし、振当処理の要件を満

たしている場合は振当処理を採用

しております。

(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

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

   ヘッジ手段……同左

  ヘッジ対象……外貨建金銭債務及

び外貨建予定取引

   ヘッジ対象……同左

(3)ヘッジ方針

為替に係る相場変動リスクを回避

する目的で、実需の範囲内で対象

取引のヘッジを行っております。

(3)ヘッジ方針

        同左

(4) ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象に関する

重要な条件が同一であり、相場変

動を完全に相殺するものと考えら

れるため、ヘッジの有効性の判定

は省略しております。

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

同左

８ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

         同左
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(6)【重要な会計方針の変更】

前事業年度
(自 平成19年11月21日
至 平成20年11月20日)

当事業年度
(自 平成20年11月21日
至 平成21年11月20日)

――― （リース取引に関する会計基準等） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

りましたが、当事業年度より、「リース取引に関する会

計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日(企業審

議会第一部会)、平成19年３月30日改正))及び「リース取

引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針

第16号(平成６年１月18日(日本公認会計士協会 会計制

度委員会)、平成19年３月30日改正))を適用しておりま

す。 

なお、平成20年３月31日以前に契約を行ったリース契約

につきましては、通常の賃貸借処理に準じた方法によっ

ております。 

これによる損益に与える影響はありません。

(7)【個別財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度
(平成20年11月20日)

当事業年度
(平成21年11月20日)

※１ 投資不動産の減価償却累計額

投資不動産 307,937千円

※１ 投資不動産の減価償却累計額

投資不動産 316,657千円

※２ 関係会社に対する資産及び負債

売掛金 49,166千円

未収入金 830千円

買掛金 253千円

※２ 関係会社に対する資産及び負債

売掛金 281,220千円

未収入金 830千円

買掛金 583千円

(損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年11月21日
至 平成20年11月20日)

当事業年度
(自 平成20年11月21日
至 平成21年11月20日)

 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの

 給与手当 1,663,038千円

 運賃 420,326千円

 退職給付費用 85,040千円

 貸倒引当金繰入額 48,562千円

 役員退職慰労引当金繰入額 17,170千円
 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの

 給与手当 1,630,571千円

 運賃 388,914千円

 退職給付費用 96,562千円

 貸倒引当金繰入額 44,735千円

 役員退職慰労引当金繰入額 18,880千円

北恵株式会社（9872）　平成21年11月期　決算短信

46



   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります 

  単元未満株式の買取りによる増加  8,698株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買増請求による減少  229株 

  

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります 

  単元未満株式の買取りによる増加   6,669株 

減少数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買増請求による減少  2,599株 

  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（自 平成19年11月21日 至 平成20年11月20日）

  自己株式に関する事項

株式の種類 前期末株式数 増加 減少 当期末株式数

普通株式（株) 556,330 8,698 229 564,799

当事業年度（自平成20年11月21日 至 平成21年11月20日）

  自己株式に関する事項

株式の種類 前期末株式数 増加 減少 当期末株式数

普通株式（株) 564,799 6,669 2,599 568,869
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子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成19年11月21日
至 平成20年11月20日)

当事業年度
(自 平成20年11月21日
至 平成21年11月20日)

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・リース取引に係る注記

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・リース取引に係る注記

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

器具及び備品 ソフトウェア 合計

取得価額相当額 219,744千円 59,647千円 279,391千円

減価償却累計額 
相当額

219,571千円 47,226千円 266,797千円

期末残高相当額 172千円 12,420千円 12,593千円

器具及び備品 ソフトウェア 合計

取得価額相当額 4,147千円 53,263千円 57,410千円

減価償却累計額
相当額

4,147千円 49,523千円 53,670千円

期末残高相当額 －千円 3,739千円 3,739千円

(注) 取得価額相当額の算定は、有形固定資産の期末残

高等に占める未経過リース料期末残高の割合が低

いため、支払利子込み法によっております。

(注)          同左

② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 8,853千円

１年超 3,739千円

計 12,593千円

② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 1,675千円

１年超 2,064千円

計 3,739千円

(注) 未経過リース料期末残高相当額の算定は、有形固

定資産の期末残高等に占める未経過リース料期末

残高の割合が低いため、支払利子込み法によって

おります。

(注)          同左

③ 当期の支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 27,301千円

減価償却費相当額 27,301千円

③ 当期の支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 8,853千円

減価償却費相当額 8,853千円

④ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

(有価証券関係)

前事業年度(平成20年11月20日)

当事業年度(平成21年11月20日)
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(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成20年11月20日)

当事業年度 
(平成21年11月20日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産(流動)

  未払事業税 12,267千円

  未払賞与 38,778千円

  その他 38,848千円

繰延税金資産(流動)小計 89,893千円

繰延税金資産（流動）純額 89,893千円

繰延税金資産(固定)

  貸倒引当金 25,549千円

  役員退職慰労引当金 72,117千円

  長期前払費用 55,834千円

  減損損失 180,961千円

  その他 32,903千円

繰延税金資産(固定)小計 367,366千円

  評価性引当額 △209,365千円

繰延税金資産(固定)合計 158,001千円

繰延税金負債(固定)

  固定資産圧縮積立金 280,683千円

  投資有価証券 536千円

  前払年金費用 10,543千円

繰延税金負債(固定)小計 291,763千円

繰延税金負債(固定)純額 133,761千円

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産(流動)

  未払事業税 4,062千円

  未払賞与 33,479千円

  その他 31,219千円

繰延税金資産(流動)小計 68,761千円

繰延税金負債(流動)

その他 43千円

繰延税金負債(流動)小計 43千円

繰延税金資産(流動)純額 68,718千円

繰延税金資産(固定)

  貸倒引当金 31,082千円

  役員退職慰労引当金 79,783千円

  長期前払費用 56,063千円

  減損損失 180,961千円

  その他 33,044千円

繰延税金資産(固定)小計 380,936千円

  評価性引当額 △214,006千円

繰延税金資産(固定)合計 166,929千円

繰延税金負債(固定)

  固定資産圧縮積立金 279,396千円

  投資有価証券 4,426千円

  前払年金費用 4,068千円

繰延税金負債(固定)小計 287,891千円

繰延税金負債(固定)純額 120,961千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

(調整)

交際費等永久に損金に
算入されない項目

12.6％

受取配当金等永久に益金に 
算入されない項目

△0.2％

住民税均等割 5.9％

その他 2.8％

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率

61.7％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

(調整)

交際費等永久に損金に
算入されない項目

14.7％

受取配当金等永久に益金に 
 算入されない項目

△0.3％

住民税均等割 9.9％

その他 1.6％

税効果会計適用後の
 法人税等の負担率

66.5％
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     該当事項はありません。 

  

     該当事項はありません。 

  

 
(注) 算定上の基礎 

 １株当たり当期純利益 

 
  

     該当事項はありません。 

  

     該当事項はありません。 

(企業結合等関係)

前事業年度(自 平成19年11月21日 至 平成20年11月20日)

当事業年度(自 平成20年11月21日 至 平成21年11月20日)

(１株当たり情報)

項目
前事業年度

(自 平成19年11月21日
至 平成20年11月20日)

当事業年度
(自 平成20年11月21日
至 平成21年11月20日)

１株当たり純資産額 882円44銭 885円24銭

１株当たり当期純利益 16円26銭 ８円52銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益

 潜在株式がないため、記載して

おりません。

       同左

項目
前事業年度

(自 平成19年11月21日
至 平成20年11月20日)

当事業年度
(自 平成20年11月21日
至 平成21年11月20日)

損益計算書上の当期純利益(千円) 153,724 80,441

普通株式に係る当期純利益(千円) 153,724 80,441

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 9,451 9,444

(重要な後発事象)

前事業年度(自 平成19年11月21日 至 平成20年11月20日)

当事業年度(自 平成20年11月21日 至 平成21年11月20日)
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① 代表取締役の異動  

   該当事項はありません。  

  

 ② その他の役員の異動  

   該当事項はありません。  

  

6. その他

(1) 役員の異動
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