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1.  平成22年11月期第1四半期の連結業績（平成21年11月21日～平成22年2月20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 ％

22年11月期第1四半期 9,074 △9.9 △33 ― △10 ― △31 ―

21年11月期第1四半期 10,072 ― △6 ― 38 ― △5 ―

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

22年11月期第1四半期 △3.31 ―

21年11月期第1四半期 △0.57 ―

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

22年11月期第1四半期 16,698 8,221 49.2 870.65
21年11月期 16,896 8,313 49.2 880.36

（参考） 自己資本   22年11月期第1四半期  8,221百万円 21年11月期  8,313百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

21年11月期 ― ― ― 8.00 8.00

22年11月期 ―

22年11月期 
（予想）

― ― 5.00 5.00

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 
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) 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  有  
(注）詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】 「4.その他」をご覧下さい。 

(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（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もの） 

(注）詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】 「4.その他」をご覧下さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 「3. 連結業績予想に関する定性的情報」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 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） 22年11月期第1四半期 10,011,841株 21年11月期  10,011,841株

② 期末自己株式数 22年11月期第1四半期  569,397株 21年11月期  568,869株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年11月期第1四半期  9,442,840株 21年11月期第1四半期  9,446,737株
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当第１四半期におけるわが国経済は、アジアを中心とした海外経済の回復の影響による輸出や生

産の持ち直しの動きや、各種経済対策の効果等による耐久消費財を中心とした個人消費に若干の回

復はあるものの、いまだ本格的な回復には至らず、国内景気は依然として厳しい状況が続いており

ます。 

  当住宅関連業界におきましても、雇用・所得環境や景気の先行き不透明感等から、新設住宅着工

戸数は低調なまま推移し、当社グループを取巻く市場環境は厳しい状況となりました。 

  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最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、当第１四半期連結累計期間の売上高は90億74百万円(前年同期は100億72百万円）とな

りました。損益面につきましては、経費の削減や売上高総利益率の改善に努めましたが、連結子会

社の業績の低迷等により、33百万円の営業損失(前年同期は６百万円の営業損失）、10百万円の経常

損失(前年同期は38百万円の経常利益）、31百万円の四半期純損失(前年同期は５百万円の四半期純

損失）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596,407千円(前年同期販売実績654,665千円)が含まれてお

ります。 

オリジナル商品・・・1978年にプライベートブランド商品として、開発・販売を開始した商品でありま

す。主な商品は、海外の提携工場にて生産された無垢フローリング等や国内外の提携工場にて生産された

総合建材商品であります。 

３ 重点商品の「施工付販売」と記載しております品目は、上記の記載の施工付販売と完成工事高を合わせた

ものであります。  

施工付販売・・・仕入メーカーの責任施工により行っている工事  

完成工事高・・・当社の手配による下請工事業者により行っている工事 

  

・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

区分

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

（自 平成20年11月21日 （自 平成21年11月21日

  至 平成21年２月20日）  至 平成22年２月20日）

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

商品

木質建材 1,330,117 13.2 1,358,838 15.0

非木質建材 576,850 5.7 681,005 7.5

合板 577,619 5.7 375,545 4.2

木材銘木製品 520,247 5.2 503,095 5.5

住宅設備機器 3,464,024 34.4 3,011,650 33.2

施工付販売 55,894 0.5 239,587 2.6

その他 389,793 3.9 434,077 4.8

小計 6,914,545 68.6 6,603,800 72.8

工事
完成工事高 3,158,179 31.4 2,470,396 27.2

小計 3,158,179 31.4 2,470,396 27.2

合計 10,072,724 100.0 9,074,196 100.0
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（資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末に比べて１億98百万円減少し、

166億98百万円となりました。これは主に流動資産における現金及び預金３億47百万円の減少や商品

１億17百万円の増加によるものです。 

  

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べて１億６百万円減少し、

84億77百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金99百万円の減少によるものです。  

  

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べて92百万円減少し、82

億21百万円となりました。これは主に利益剰余金１億６百万円の減少によるものです。  

  

今後の見通しにつきましては、政府により景気対策として打ち出されている住宅版エコポイント

の導入、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の拡大等

により、住宅関連業界に回復の兆しはみられるものの、雇用・所得環境や景気の先行き不透明感等

により厳しい市場環境が続くものと予想されます。 

  なお、平成22年11月期の連結業績予想につきましては、平成22年１月８日発表の業績予想に修正

はありません。 

  今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

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。 

  

当第１四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、前連結会計年

度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売

却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、又は、一

時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合に、前連結会計年度決算において使用した

将来の業績予想やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する

方法によっております。 

  

該当事項はありません。 

  

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、

「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四

半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第１四

半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進

行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適

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)

(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 簡便な会計処理

・ 棚卸資産の評価方法

・ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

(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

① 会計処理基準に関する事項の変更

・ 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 
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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１四半期 
連結会計期間末 

(平成22年２月20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11月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,875,413 5,222,673

受取手形及び売掛金 7,303,096 7,203,396

有価証券 100,040 100,140

商品 680,775 563,243

未成工事支出金 295,956 362,251

その他 115,502 106,643

貸倒引当金 △66,513 △50,314

流動資産合計 13,304,270 13,508,033

固定資産   

有形固定資産 1,766,342 1,771,259

無形固定資産   

のれん 13,754 15,719

その他 49,679 39,113

無形固定資産合計 63,433 54,833

投資その他の資産   

その他 1,690,666 1,695,993

貸倒引当金 △126,452 △133,189

投資その他の資産合計 1,564,214 1,562,803

固定資産合計 3,393,991 3,388,896

資産合計 16,698,261 16,896,929

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,982,703 7,081,777

未払法人税等 39,701 27,183

賞与引当金 126,694 －

その他 362,984 534,288

流動負債合計 7,512,083 7,643,249

固定負債   

役員退職慰労引当金 201,490 196,510

その他 763,653 743,981

固定負債合計 965,143 940,491

負債合計 8,477,226 8,583,741

北恵株式会社（9872）　平成22年11月期第１四半期決算短信

6



(単位：千円)

当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成22年２月20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 2,851,384 2,851,384

利益剰余金 3,273,546 3,380,304

自己株式 △158,369 △158,253

株主資本合計 8,186,643 8,293,517

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 33,600 20,615

繰延ヘッジ損益 789 △944

評価・換算差額等合計 34,390 19,671

純資産合計 8,221,034 8,313,188

負債純資産合計 16,698,261 16,896,929
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 (2)【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20年11月21日 
 至 平成21年２月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月21日 
 至 平成22年２月20日) 

売上高 10,072,724 9,074,196

売上原価 9,072,663 8,106,852

売上総利益 1,000,060 967,344

販売費及び一般管理費 1,006,261 1,000,976

営業損失（△） △6,200 △33,632

営業外収益   

受取利息 3,455 2,306

受取配当金 1,122 807

仕入割引 35,232 32,331

不動産賃貸料 14,645 15,857

その他 21,147 2,324

営業外収益合計 75,604 53,628

営業外費用   

売上割引 25,853 24,229

不動産賃貸原価 5,209 5,977

その他 241 94

営業外費用合計 31,304 30,300

経常利益又は経常損失（△） 38,099 △10,304

特別利益   

固定資産売却益 － 11,729

特別利益合計 － 11,729

特別損失   

投資有価証券評価損 10,592 －

特別損失合計 10,592 －

税金等調整前四半期純利益 27,506 1,424

法人税、住民税及び事業税 26,514 34,423

法人税等調整額 6,355 △1,784

法人税等合計 32,870 32,638

四半期純損失（△） △5,363 △31,214
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当第１四半期連結累計期間（自 平成21年11月21日 至 平成22年２月20日） 

該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年11月21日 至 平成21年２月20日）及び当第１四半期連

結累計期間（自 平成21年11月21日 至 平成22年２月20日） 

  

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。 

  

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。 

  

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年11月21日 至 平成22年２月20日） 

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) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(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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