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(百万円未満切捨て)

１．平成29年11月期第３四半期の連結業績（平成28年11月21日～平成29年８月20日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年11月期第３四半期 40,916 9.2 536 29.1 609 24.7 362 31.3

28年11月期第３四半期 37,474 7.6 415 △2.7 488 △2.7 276 △23.7
(注) 包括利益 29年11月期第３四半期 460百万円( 67.8％) 28年11月期第３四半期 274百万円(△24.6％)
　

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

29年11月期第３四半期 39.11 －

28年11月期第３四半期 29.79 －
　　

（２）連結財政状態

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

29年11月期第３四半期 23,763 10,822 45.5 1,166.37

28年11月期 23,424 10,491 44.8 1,130.73
(参考) 自己資本 29年11月期第３四半期 10,822百万円 28年11月期 10,491百万円
　　　

２．配当の状況

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

28年11月期 － 0.00 － 14.00 14.00

29年11月期 － 0.00 －

29年11月期(予想) 14.00 14.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　　

平成29年11月期の年間配当金予想額については「※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧
ください。
　

３．平成29年11月期の連結業績予想（平成28年11月21日～平成29年11月20日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 55,000 8.2 700 10.6 800 8.9 480 14.6 51.73
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

決算短信（宝印刷） 2017年10月02日 09時25分 1ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） ― 、除外 ―社（社名） ―
　　

（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

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
　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 29年11月期３Ｑ 10,011,841株 28年11月期 10,011,841株

② 期末自己株式数 29年11月期３Ｑ 733,142株 28年11月期 733,102株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年11月期３Ｑ 9,278,721株 28年11月期３Ｑ 9,278,826株

　　
※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想など
の将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
・当社は、配当額につきましては、当面の間、１株当たり年間14円を下限とした上で、連結配当性向35％を目途と
することを配当政策の基本方針としております。
　平成29年11月期の配当につきましては、上記基本方針に基づき実施する予定です。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間（平成28年11月21日～平成29年８月20日）におけるわが国経済は、米国新政権の政

策運営の行き詰まり感や東アジアにおける地政学的リスクが強く意識されるなど不安定な国際情勢が続く中、緩

和的な金融環境や政府による経済対策などを背景に、企業収益や雇用・所得環境の改善が続き、景気は緩やかな

回復基調で推移いたしました。

　当住宅関連業界におきましては、低金利の住宅ローンと政府による継続的な住宅取得支援策等の効果などによ

り新設住宅着工戸数は堅調に推移いたしました。

　このような状況のもと、当社グループは新規取引先開拓の推進や工事機能の充実を図るとともに、外壁工事や

住設工事を中心とした工事売上の拡大、キッチン・ユニットバスなどの住宅設備機器やオリジナル商品の販売な

どに注力し、業績の向上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、409億16百万円（前年同四半期は374億74百万

円）となりました。営業利益につきましては、５億36百万円（前年同四半期は４億15百万円）、経常利益は６億

９百万円（前年同四半期は４億88百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益は３億62百万円（前年同四半期

は２億76百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（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３億38百万円増加し、237億63百万

円となりました。これは主に現金及び預金５億95百万円の増加に対し受取手形及び売掛金１億48百万円及び無形

固定資産24百万円の減少によるものです。

（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７百万円増加し、129億40百万円と

なりました。これは主に電子記録債務３億12百万円の増加に対し支払手形及び買掛金１億91百万円、未払法人税

等54百万円及び退職給付に係る負債19百万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３億30百万円増加し、108億22百

万円となりました。これは主に利益剰余金２億32百万円及びその他有価証券評価差額金87百万円の増加によるも

のです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年11月期の連結業績予想につきましては、平成29年６月29日付「業績予想の修正に関するお知らせ」に

おいて公表しました連結業績予想から変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年11月20日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年８月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,206,409 7,801,678

受取手形及び売掛金 10,869,665 10,720,851

商品 607,135 671,628

未成工事支出金 668,972 704,964

その他 124,617 103,749

貸倒引当金 △12,559 △14,833

流動資産合計 19,464,241 19,988,039

固定資産

有形固定資産 1,652,226 1,652,673

無形固定資産 148,064 123,163

投資その他の資産

その他 2,198,726 2,045,558

貸倒引当金 △38,534 △46,227

投資その他の資産合計 2,160,191 1,999,330

固定資産合計 3,960,483 3,775,166

資産合計 23,424,725 23,763,206

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,965,230 7,773,751

電子記録債務 2,837,564 3,150,185

未払法人税等 156,433 101,974

賞与引当金 － 141,500

役員賞与引当金 15,500 －

その他 667,828 437,365

流動負債合計 11,642,556 11,604,777

固定負債

役員退職慰労引当金 194,790 206,280

退職給付に係る負債 199,816 180,255

資産除去債務 16,339 16,412

その他 879,442 933,099

固定負債合計 1,290,389 1,336,047

負債合計 12,932,945 12,940,824
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年11月20日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年８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 2,851,408 2,851,408

利益剰余金 5,406,334 5,639,276

自己株式 △205,711 △205,736

株主資本合計 10,272,113 10,505,031

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 306,535 394,336

退職給付に係る調整累計額 △86,869 △76,986

その他の包括利益累計額合計 219,665 317,350

純資産合計 10,491,779 10,822,382

負債純資産合計 23,424,725 23,763,206

決算短信（宝印刷） 2017年10月02日 09時25分 6ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



北恵株式会社(9872) 平成29年11月期 第３四半期決算短信

5

（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27年11月21日
　至 平成28年８月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年11月21日
　至 平成29年８月20日)

売上高 37,474,098 40,916,569

売上原価 33,840,805 37,024,193

売上総利益 3,633,292 3,892,376

販売費及び一般管理費 3,217,738 3,355,846

営業利益 415,554 536,530

営業外収益

受取利息 4,736 2,747

受取配当金 10,086 10,744

仕入割引 90,682 95,463

受取賃貸料 21,526 21,526

その他 18,547 11,484

営業外収益合計 145,580 141,967

営業外費用

売上割引 59,036 59,232

不動産賃貸原価 5,108 5,042

その他 8,277 4,556

営業外費用合計 72,421 68,831

経常利益 488,712 609,665

特別損失

固定資産廃棄損 3,593 －

減損損失 8,107 －

ゴルフ会員権評価損 － 6,372

特別損失合計 11,701 6,372

税金等調整前四半期純利益 477,011 603,293

法人税、住民税及び事業税 170,687 220,727

法人税等調整額 29,875 19,721

法人税等合計 200,562 240,449

四半期純利益 276,448 362,844

親会社株主に帰属する四半期純利益 276,448 362,844
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四半期連結包括利益計算書

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27年11月21日
　至 平成28年８月20日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年11月21日
　至 平成29年８月20日)

四半期純利益 276,448 362,844

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △7,049 87,801

繰延ヘッジ損益 △1,022 －

退職給付に係る調整額 6,111 9,883

その他の包括利益合計 △1,960 97,684

四半期包括利益 274,488 460,529

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 274,488 460,529

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１

四半期連結会計期間から適用しております。

（セグメント情報等）

当社グループは、木材店、建材店、工務店、住宅会社等に対する新建材、住宅設備機器等の建材販売事業（施

工付販売含む）並びにこれらの付帯業務の単一事業であり、開示対象となるセグメントはありませんので、セグ

メント情報の記載は省略しております。
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３．補足情報

（１）販売の状況

① 販売実績

前第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結累計期間の販売実績は、次のとおりであります。

区分

前第３四半期連結累計期間
（自 平成27年11月21日

　 至 平成28年８月20日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成28年11月21日

　 至 平成29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 4,382,567 11.7 5,029,471 12.3

非木質建材 2,600,278 6.9 2,819,718 6.9

合板 1,559,809 4.2 1,644,356 4.0

木材製品 1,628,880 4.3 1,750,408 4.3

住宅設備機器 9,171,855 24.5 10,028,797 24.5

施工付販売 1,068,521 2.9 1,203,017 2.9

その他 2,692,283 7.2 2,924,601 7.1

小計 23,104,195 61.7 25,400,371 62.0

工事
完成工事高 14,369,902 38.3 15,516,197 38.0

小計 14,369,902 38.3 15,516,197 38.0

合計 37,474,098 100.0 40,916,569 100.0
　

　(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 第２四半期連結累計期間より、上記商品区分の販売実績において、施工進捗状況に合わせて商品を納

　 める「納材」の販売金額の増額に伴い、集計方法の一部を変更いたしました。

　 この変更に伴い前期実績につきましても修正を行っております。

４ 上記商品販売金額にはオリジナル商品販売実績1,309,245千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。

５ 上記記載の施工付販売と完成工事高の内容は以下のとおりであります。

　 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

決算短信（宝印刷） 2017年10月02日 09時25分 10ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）


