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平成22年１月27日 

各 位 

会 社 名 北恵株式会社 

代表者名 代表取締役社長 北村 良一 

（コード 9872 大証第二部） 

問合せ先 常務取締役経営統括本部長 北村 誠 

ＴＥＬ 06-6251-1161 

 

（訂正）平成21年11月期決算短信の一部訂正について 
 

平成22年１月８日に公表いたしました「平成21年11月期 決算短信」の記載内容に一部誤り

がありましたので下記のとおり訂正いたします。 

 

記 

 

１.訂正する決算短信 

平成21年11月期決算短信 

 

２.訂正理由 

記載内容に一部誤りがありましたので訂正いたします。 

 

３.訂正内容 

（1）P４ １．経営成績 

（1）経営成績に関する分析  

②次期の見通し 

 品目別の販売計画 

 

（2）P９ ４.連結財務諸表  

（1）【連結貸借対照表】 

 

（3）P19 （8）【連結財務諸表に関する注記事項】 

（連結貸借対照表関係） 

 

（4）P33 ５.個別財務諸表  

（1）【貸借対照表】 

 

（5）P46 （6）【重要な会計方針の変更】 

（7）【個別財務諸表に関する注記事項】 

（貸借対照表関係） 
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（訂正箇所に下線を付しております。） 

 

（1）P４ １．経営成績 

 

（1）経営成績に関する分析  

②次期の見通し 

 

品目別の販売計画 

（訂正前） 

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） 
区分 

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 

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 

商品 

小計 26,828,409 72.2 27,050,000 71.9 

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

小計 10,312,965 27.8 10,550,000 28.1 

合計 37,141,375 100.0 37,500,000 100.0 

 

 

（訂正後） 

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） 
区分 

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 

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 

商品 

小計 26,828,409 72.2 26,950,000 71.9 

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

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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（2）P９ ４.連結財務諸表  

 

（1）【連結貸借対照表】 

（訂正前） 
（単位：千円） 

前連結会計年度 当連結会計年度 
  

（平成 20 年 11 月 20 日) （平成 21 年 11 月 20 日) 

 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 

 

（訂正後） 
                                （単位：千円） 

前連結会計年度 当連結会計年度 
  

（平成 20 年 11 月 20 日) （平成 21 年 11 月 20 日) 

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 876,033 888,455 

    減価償却累計額 △575,761 △595,049 

    建物及び構築物（純額） 300,272 293,405 

   土地 1,451,515 1,451,515 

   その他 120,773 122,349 

    減価償却累計額 △97,134 △96,011 

    その他（純額） 23,638 26,338 

   有形固定資産合計 1,775,426 1,771,259 

 

 

（3）P19 （8）【連結財務諸表に関する注記事項】 

 

(連結貸借対照表関係) 

（訂正前） 

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
 

 

（訂正後） 

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 316,414千円
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（4）P33 ５.個別財務諸表  

 

（1）【貸借対照表】 

（訂正前） 
                                  （単位：千円） 

前事業年度 当事業年度 
  

（平成 20 年 11 月 20 日) （平成 21 年 11 月 20 日) 

 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 

 

（訂正後） 
                                  （単位：千円） 

前事業年度 当事業年度 
  

（平成 20 年 11 月 20 日) （平成 21 年 11 月 20 日) 

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物 836,058 844,628 

    減価償却累計額 △546,883 △564,833 

    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 13,100 

    減価償却累計額 △12,455 △10,865 

    車両運搬具（純額） 1,224 2,234 

   工具、器具及び備品 79,183 77,459 

    減価償却累計額 △61,864 △60,898 

    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 
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（5）P46 （6）【重要な会計方針の変更】 

 

（訂正前） 

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。 

 

（訂正後） 

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、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。 
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（7）【個別財務諸表に関する注記事項】 

 (貸借対照表関係) 

（訂正前） 

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
 

 

（訂正後） 

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 316,414千円
 

 

 

 

以  上 


