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1.  平成23年11月期第2四半期の連結業績（平成22年11月21日～平成23年5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2四半期 19,655 8.1 234 241.2 265 155.7 126 399.1
22年11月期第2四半期 18,179 △3.7 68 64.2 103 0.7 25 54.4

（注）包括利益 23年11月期第2四半期 ―百万円 （―％） 22年11月期第2四半期 ―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2四半期 13.42 ―

22年11月期第2四半期 2.69 ―

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2四半期 16,891 8,442 50.0 894.81
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2四半期  8,442百万円 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  ：  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

通期 39,500 4.0 400 67.6 460 46.5 200 103.1 21.20



(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異動の有無となります。 

(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）３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2Q 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2Q 577,083 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2Q 9,435,696 株 22年11月期2Q 9,442,058 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国を中心とした好調な海外経済を背景

に、輸出関連企業を中心として企業収益の持ち直し傾向が見られたものの、依然として雇用・所得

環境は厳しい状況が続き、景気は不安定な状況で推移いたしました。このような状況の中、平成23

年３月11日に発生した東日本大震災により、電力供給不足やサプライチェーンの寸断による生産活

動の停滞など深刻な影響を受け、企業業績の下押し圧力が強くなるとともに、消費マインドの低下

や円高、株安が進行し、景気の先行きは不透明感が増す状況となりました。 

 当住宅関連業界におきましては、借入金利の低下や政府による住宅購入支援策などにより、新設

住宅着工戸数は持家及び分譲住宅を中心に、低水準ながら持ち直し傾向にて推移しておりました

が、東日本大震災の影響で一部の建築資材の供給が停滞したことによる工期の遅延や着工の中止な

どがあり、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）の販売を強化するとともに、震災後は代替商品の提案も推進いたしました。

そして、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、当第２四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14億76百万

円増加し、196億55百万円（前年同四半期は181億79百万円）となりました。 

 営業利益につきましては、売上高の増加にともなう売上高総利益の増加や経費削減に努めたこと

により、２億34百万円（前年同四半期は68百万円）となりました。 

 経常利益につきましては、２億65百万円（前年同四半期は１億３百万円）、四半期純利益につき

ましては、１億26百万円（前年同四半期は25百万円）となりました。 

   

（資産） 

 当第２四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６億99百万円減少し、

168億91百万円となりました。これは主に流動資産における受取手形及び売掛金15億86百万円の減少

や現金及び預金８億59百万円の増加によるものです。 

  

（負債） 

 当第２四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７億91百万円減少し、

84億48百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金７億37百万円の減少によるものです。  

  

（純資産） 

 当第２四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91百万円増加し、84

億42百万円となりました。これは主に評価・換算差額等（その他有価証券評価差額金他）41百万円

の増加や利益剰余金51百万円の増加によるものです。  

  

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
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今後の見通しにつきましては、東日本大震災の影響による商品供給の停滞はほぼ解消されつつあ

るものの、消費マインドの低下や住宅版エコポイント制度の終了など、市場環境は未だ不確定な要

素を含んで推移するものと予想されます。 

 なお、通期の連結業績予想につきましては、平成23年６月28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、修正を行なっております。 

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。 

  

  

(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２四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3,261千円減少

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9,608千円でありま

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２四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２四半期連結会計期間末
(平成23年５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 5,554,938 4,695,359

受取手形及び売掛金 6,885,871 8,472,108

有価証券 － 200,840

商品 634,281 503,638

未成工事支出金 329,690 394,175

その他 109,648 117,191

貸倒引当金 △61,456 △67,484

流動資産合計 13,452,974 14,315,827

固定資産   

有形固定資産 1,739,967 1,750,266

無形固定資産 77,767 73,204

投資その他の資産   

その他 1,715,634 1,559,464

貸倒引当金 △95,109 △107,666

投資その他の資産合計 1,620,524 1,451,797

固定資産合計 3,438,258 3,275,267

資産合計 16,891,233 17,591,095

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,748,481 7,485,657

未払法人税等 144,736 168,899

その他 529,737 568,633

流動負債合計 7,422,956 8,223,190

固定負債   

退職給付引当金 5,785 5,365

役員退職慰労引当金 218,980 215,520

資産除去債務 9,608 －

その他 791,609 796,515

固定負債合計 1,025,983 1,017,401

負債合計 8,448,940 9,240,591
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年５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 3,454,340 3,403,230

自己株式 △160,133 △159,503

株主資本合計 8,365,674 8,315,193

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 76,350 37,166

繰延ヘッジ損益 267 △1,856

評価・換算差額等合計 76,618 35,310

純資産合計 8,442,292 8,350,503

負債純資産合計 16,891,233 17,591,095
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月21日 
 至 平成22年５月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年11月21日 
 至 平成23年５月20日) 

売上高 18,179,629 19,655,927

売上原価 16,243,596 17,567,999

売上総利益 1,936,033 2,087,927

販売費及び一般管理費 1,867,335 1,853,543

営業利益 68,697 234,384

営業外収益   

受取利息 5,251 4,046

受取配当金 1,713 2,127

仕入割引 61,683 74,250

不動産賃貸料 28,799 26,344

その他 7,703 6,970

営業外収益合計 105,151 113,740

営業外費用   

売上割引 53,108 61,940

不動産賃貸原価 14,705 18,355

その他 2,255 2,500

営業外費用合計 70,069 82,796

経常利益 103,779 265,328

特別利益   

固定資産売却益 11,729 －

貸倒引当金戻入額 － 7,300

特別利益合計 11,729 7,300

特別損失   

投資有価証券評価損 － 1,236

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 － 4,234

税金等調整前四半期純利益 115,508 268,393

法人税、住民税及び事業税 85,184 135,950

法人税等調整額 4,953 5,833

法人税等合計 90,138 141,783

少数株主損益調整前四半期純利益 － 126,609

四半期純利益 25,370 126,609
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当第２四半期連結累計期間（自 平成22年11月21日 至 平成23年５月20日） 

該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年11月21日 至 平成22年５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２四半期連結累計期間（自 平成21年11月21日 至 平成22年５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２四半期連結累計期間（自 平成21年11月21日 至 平成22年５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２四半期連結累計期間（自 平成22年11月21日 至 平成23年５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２四半期連結累計期間（自 平成22年11月21日 至 平成23年５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

北恵株式会社 (9872)　平成23年11月期第2四半期決算短信

8



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２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年11月21日 （自 平成22年11月21日

  至 平成22年５月20日）  至 平成23年５月20日）

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

商品

木質建材 2,301,624 14.4 2,684,354 15.2

非木質建材 884,007 5.5 1,009,465 5.7

合板 718,961 4.5 954,098 5.4

木材銘木製品 858,785 5.4 796,831 4.5

住宅設備機器 5,886,745 36.8 5,828,079 33.1

施工付販売 395,585 2.5 390,800 2.2

その他 794,161 4.9 1,165,853 6.6

小計 11,839,871 74.0 12,829,483 72.7

工事

材料費 1,998,533 12.5 2,324,958 13.2

外注費 2,156,049 13.5 2,479,714 14.1

小計 4,154,582 26.0 4,804,673 27.3

合計 15,994,454 100.0 17,634,157 100.0

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1,331,292千円(前年同四半期販売実績1,191,874千

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２四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108.1％となりました。 

 これは主に、完成工事高(前年同四半期比111.4％)及び合板(前年同四半期比132.2％)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２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年11月21日 （自 平成22年11月21日

  至 平成22年５月20日）  至 平成23年５月20日）

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

商品

木質建材 2,605,333 14.3 3,004,712 15.3

非木質建材 1,010,810 5.6 1,156,654 5.9

合板 798,179 4.4 1,055,544 5.4

木材銘木製品 1,090,518 6.0 1,001,186 5.1

住宅設備機器 6,451,741 35.5 6,442,960 32.8

施工付販売 444,284 2.4 427,230 2.1

その他 969,064 5.3 1,209,064 6.1

小計 13,369,931 73.5 14,297,354 72.7

工事
完成工事高 4,809,697 26.5 5,358,572 27.3

小計 4,809,697 26.5 5,358,572 27.3

合計 18,179,629 100.0 19,655,927 100.0
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