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1.  平成23年11月期第3四半期の連結業績（平成22年11月21日～平成23年8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 ％

23年11月期第3四半期 29,798 8.8 354 401.5 407 234.9 195 ―

22年11月期第3四半期 27,382 △0.0 70 730.0 121 49.8 4 ―

（注）包括利益 23年11月期第3四半期 ―百万円 （―％） 22年11月期第3四半期 ―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

23年11月期第3四半期 20.76 ―

22年11月期第3四半期 0.50 ―

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11月期第3四半期 17,431 8,521 48.9 903.28
22年11月期 17,591 8,350 47.5 884.82

（参考） 自己資本   23年11月期第3四半期  8,521百万円 22年11月期  8,350百万円

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

22年11月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
23年11月期 ― 0.00 ―

23年11月期（予想） 8.00 8.00

3.  平成23年11月期の連結業績予想（平成22年11月21日～平成23年11月20日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 39,500 4.0 460 92.7 520 65.6 230 133.6 24.38



(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  

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

(2) 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） 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（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）２ページ「(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   ：  有

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） 23年11月期3Q 10,011,841 株 22年11月期 10,011,841 株

② 期末自己株式数 23年11月期3Q 578,132 株 22年11月期 574,342 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年11月期3Q 9,435,121 株 22年11月期3Q 9,441,078 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、東日本大震災の影響を受けたサプライチェー

ンの復旧が進み、震災による供給制約が解消される中で生産や輸出は持ち直し傾向となりました。 

 また、雇用・所得環境は依然厳しい状況が続くものの、個人消費は回復傾向にて推移いたしまし

た。しかしながら、新興国の経済成長が継続する一方で、欧州の金融不安や米国経済の低迷などに

よる円の高止まりや海外景気の下振れが懸念され、依然として不透明感が払拭されない状況で推移

いたしました。 

 当住宅関連業界におきましては、震災の影響等による消費マインドの減退が懸念されましたが、

商品供給体制の早期回復や住宅購入支援策などにより、新設住宅着工戸数は緩やかながら回復傾向

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）やエコ関連商材の販売に努めるとともに、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３四半期連結累計期間の売上高につきましては、前年同四半期に比べ24億16百万

円増加し、297億98百万円（前年同四半期は273億82百万円）となりました。 

 営業利益につきましては、３億54百万円（前年同四半期は70百万円）となりました。 

 経常利益につきましては、４億７百万円（前年同四半期は１億21百万円）、四半期純利益につき

ましては、１億95百万円（前年同四半期は４百万円）となりました。 

  

（資産） 

 当第３四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１億59百万円減少し、

174億31百万円となりました。これは主に現金及び預金４億99百万円の減少や商品３億22百万円の増

加によるものです。 

  

（負債） 

 当第３四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３億30百万円減少し、

89億10百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金１億74百万円の減少によるものです。  

  

（純資産） 

 当第３四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１億70百万円増加

し、85億21百万円となりました。これは主に利益剰余金１億20百万円の増加によるものです。  

  

通期の業績予想に関しましては、平成23年9月30日付「業績予想の修正に関するお知らせ」にて公

表いたしましたとおり、修正を行っております。 

  今後、何らかの修正が必要と判断される場合には速やかにお知らせいたします。 

  

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

(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、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。 

  

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。 

 これにより、経常利益に与える影響は軽微であり、税金等調整前四半期純利益は3,393千円減少

しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は9,641千円でありま

す。 

  

（四半期連結損益計算書関係） 

「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利益」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

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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

① 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

② 表示方法の変更
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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23年８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22年11月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,195,977 4,695,359

受取手形及び売掛金 8,111,602 8,472,108

有価証券 200,800 200,840

商品 826,015 503,638

未成工事支出金 385,422 394,175

その他 110,637 117,191

貸倒引当金 △63,520 △67,484

流動資産合計 13,766,935 14,315,827

固定資産   

有形固定資産 1,735,034 1,750,266

無形固定資産 77,968 73,204

投資その他の資産   

その他 1,946,368 1,559,464

貸倒引当金 △94,823 △107,666

投資その他の資産合計 1,851,544 1,451,797

固定資産合計 3,664,548 3,275,267

資産合計 17,431,483 17,591,095

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,311,086 7,485,657

未払法人税等 92,550 168,899

賞与引当金 123,272 －

その他 316,563 568,633

流動負債合計 7,843,472 8,223,190

固定負債   

退職給付引当金 － 5,365

役員退職慰労引当金 223,560 215,520

資産除去債務 9,641 －

その他 833,513 796,515

固定負債合計 1,066,715 1,017,401

負債合計 8,910,187 9,240,591
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年８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22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 3,523,562 3,403,230

自己株式 △160,400 △159,503

株主資本合計 8,434,629 8,315,193

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 89,303 37,166

繰延ヘッジ損益 △2,636 △1,856

評価・換算差額等合計 86,666 35,310

純資産合計 8,521,295 8,350,503

負債純資産合計 17,431,483 17,591,095
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(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11月21日 
 至 平成22年８月20日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年11月21日 
 至 平成23年８月20日) 

売上高 27,382,544 29,798,830

売上原価 24,468,115 26,677,295

売上総利益 2,914,429 3,121,534

販売費及び一般管理費 2,843,655 2,766,606

営業利益 70,773 354,928

営業外収益   

受取利息 7,912 5,911

受取配当金 3,575 4,228

仕入割引 93,744 107,563

不動産賃貸料 41,836 39,198

その他 9,176 9,089

営業外収益合計 156,245 165,992

営業外費用   

売上割引 79,847 85,506

不動産賃貸原価 23,097 24,649

その他 2,339 3,096

営業外費用合計 105,284 113,252

経常利益 121,734 407,668

特別利益   

固定資産売却益 11,729 －

貸倒引当金戻入額 － 5,297

特別利益合計 11,729 5,297

特別損失   

投資有価証券評価損 － 1,343

のれん償却額 9,824 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,998

特別損失合計 9,824 4,341

税金等調整前四半期純利益 123,639 408,623

法人税、住民税及び事業税 123,812 206,607

法人税等調整額 △4,933 6,184

法人税等合計 118,878 212,791

少数株主損益調整前四半期純利益 － 195,832

四半期純利益 4,760 195,832
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当第３四半期連結累計期間（自 平成22年11月21日 至 平成23年８月20日） 

該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年11月21日 至 平成22年８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。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年11月21日 至 平成22年８月20日） 

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。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年11月21日 至 平成22年８月20日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年11月21日 至 平成23年８月20日） 

当社グループは、建材販売事業(施工付販売含む)の単一セグメントであるため、記載を省略して

おります。 

  

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第

17号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年11月21日 至 平成23年８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】

【セグメント情報】

（追加情報）

(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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当社グループは「３．四半期連結財務諸表（4）セグメント情報」に記載のとおり、建材販売事業

（施工付販売含む）の単一セグメントであり、生産、受注及び販売の状況につきましては取扱品目

別に記載しております。 

  

 
(注) １ 金額は、仕入価格によっております。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当社グループは、建材販売事業（施工付販売含む）を行っており、受注から販売の期間が短いた

め、現在のところは受注実績と販売実績はほぼ一致しております。従って受注実績に関しまして

は、「③ 販売実績」をご参照下さい。 

  

4. 補足情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

① 仕入実績

区分

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年11月21日 （自 平成22年11月21日

  至 平成22年８月20日）  至 平成23年８月20日）

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

商品

木質建材 3,442,894 14.1 4,194,733 15.6

非木質建材 1,656,368 6.8 1,511,528 5.6

合板 1,224,904 5.0 1,382,409 5.1

木材銘木製品 1,192,974 4.9 1,209,653 4.5

住宅設備機器 8,668,423 35.4 8,998,457 33.3

施工付販売 558,471 2.3 625,645 2.3

その他 1,374,841 5.6 1,556,257 5.8

小計 18,118,878 74.1 19,478,684 72.2

工事

材料費 3,100,354 12.7 3,643,846 13.5

外注費 3,240,852 13.2 3,868,389 14.3

小計 6,341,206 25.9 7,512,235 27.8

合計 24,460,084 100.0 26,990,920 100.0

② 受注実績
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(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 総販売実績の10％以上を占める販売顧客に該当するものはありません。 

３ 上記商品販売金額にはオリジナル商品販売実績1,915,974千円(前年同四半期販売実績1,816,564千

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。 

４ 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。 

   当第３四半期連結累計期間の品目別の販売実績は、持家及び一戸建分譲住宅の増加基調の影響に

より、前年同四半期比108.8％となりました。 

 これは主に、完成工事高(前年同四半期比115.8％)及び木質建材(前年同四半期比118.4％)の増加

によるものです。 

５ 重点商品の「施工付販売」と記載しております品目は、上記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 

  

  

  

③ 販売実績

区分

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間

（自 平成21年11月21日 （自 平成22年11月21日

  至 平成22年８月20日）  至 平成23年８月20日）

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

商品

木質建材 3,879,988 14.2 4,592,015 15.4

非木質建材 1,934,736 7.1 1,683,715 5.7

合板 1,432,004 5.2 1,491,977 5.0

木材銘木製品 1,480,758 5.4 1,440,929 4.8

住宅設備機器 9,409,010 34.4 9,860,273 33.1

施工付販売 627,420 2.3 679,925 2.3

その他 1,461,372 5.3 1,761,940 5.9

小計 20,225,291 73.9 21,510,776 72.2

工事
完成工事高 7,157,253 26.1 8,288,053 27.8

小計 7,157,253 26.1 8,288,053 27.8

合計 27,382,544 100.0 29,798,830 100.0

北恵株式会社（9872）　平成23年11月期第３四半期決算短信

9




