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(百万円未満切捨て)

(1) 連結経営成績 (％表示は対前年中間期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年５月中間期 19,599 △7.8 107 △59.5 164 △45.4 32 △76.2
19年５月中間期 21,266 ― 265 ― 301 ― 134 ―

 19年11月期 42,250 ― 402 ― 549 ― 221 ―

１株当たり中間 
(当期)純利益

潜在株式調整後
１株当たり中間 
(当期)純利益

円 銭 円 銭

20年５月中間期 3 39 ― ―
19年５月中間期 14 22 ― ―

 19年11月期 23 40 ― ―

(参考) 持分法投資損益 20年５月中間期 ―百万円 19年５月中間期 ―百万円 19年11月期 ―百万円

(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

20年５月中間期 16,972 8,251 48.6 872 97

19年５月中間期 17,709 8,237 46.5 870 91

19年11月期 17,973 8,274 46.0 875 05

(参考) 自己資本 20年５月中間期 8,251百万円 19年５月中間期 8,237百万円 19年11月期 8,274百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年５月中間期 308 △36 △76 4,678

19年５月中間期 △660 △169 △104 3,909

19年11月期 △260 4 △106 4,482

１株当たり配当金

(基準日)
第１ 
四半期末

中間期末
第３
四半期末

期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年11月期 ― ― ― ― ― ― 8 00 8 00

20年５月期(実績) ― ― ― ― ― ― ― ―
8 00

20年11月期(予想) ― ― ― ― ― ― 8 00

(％表示は対前期増減率)

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 40,500 △4.2 380 △24.5 450 △22.6 170 △33.0 17 98
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4. その他 

  

① 会計基準等の改正に伴う変更  無 

② ①以外の変更         無 

  

 
(注) １株当たり中間(当期)純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情

報」をご覧ください。 

  

1. 平成20年５月中間期の個別業績（平成19年11月21日～平成20年５月20日） 

 

 
  

 
  

(2) 個別財政状態 

 

 
  

2. 平成20年11月期の個別業績予想（平成19年11月21日～平成20年11月20日） 

 

 
  
 ※ 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の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、３ページ「１ 経営成績 (1)経営成績に関する分析」をご覧下さい。 

(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) 中間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（中間連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項の変更に記載されるもの）

(3) 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)

20年５月中間期 10,011,841株 19年５月中間期 10,011,841株 19年11月期 10,011,841株

② 期末自己株式数 20年５月中間期 559,712株 19年５月中間期 552,967株 19年11月期 556,330株

(参考) 個別業績の概要

(1) 個別経営成績 (％表示は対前年中間期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年５月中間期 19,347 △8.1 118 △54.3 165 △43.3 31 △76.8
19年５月中間期 21,053 16.2 258 48.5 291 47.9 137 3.4

19年11月期 41,811 7.0 459 △2.7 529 1.2 220 △18.5

１株当たり中間 
(当期)純利益

円 銭

20年５月中間期 3 37

19年５月中間期 14 50

19年11月期 23 28

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

20年５月中間期 16,907 8,250 48.8 872 84

19年５月中間期 17,679 8,240 46.6 877 20

19年11月期 17,925 8,272 46.2 874 93

(参考) 自己資本 20年５月中間期 8,250百万円 19年５月中間期 8,240百万円 19年11月期 8,272百万円

(％表示は対前期増減率)

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 40,000 △4.4 380 △22.5 450 △19.8 170 △32.6 17 98
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①当中間連結会計期間の概況  

 当中間連結会計期間のわが国経済は、サブプライムローン問題を背景とする米国の景気後退懸念や原

油価格の高騰、株式・為替市場の変動等の影響により国内景気は減速懸念の中で、推移いたしました。 

 当住宅関連業界におきましては、改正建築基準法の影響は沈静化しつつあるものの、景気の不透明感

や消費者物価の上昇等により、新設住宅着工戸数の当中間連結会計期間の実績は52.9万戸（前年比

89.6％）となり、厳しい状況の中で推移いたしました。  

 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、当中間連結会計期間の業績は、売上高では195億99百万円（前年同期は212億66百万円）と

なりました。利益につきましては、営業利益は１億7百万円（前年同期は２億65百万円）、経常利益は

１億64百万円（前年同期は３億1百万円）となり、中間純利益につきましては、投資有価証券評価損27

百万円を特別損失に計上したことにより、32百万円（前年同期は１億34百万円）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1,599,112千円（前期実績1,575,702千円）が含まれ 

   ております。 

 ３ 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。 

 減収の主な要因といたしまして、合板及び施工付販売（施工付販売＋完成工事高）の売上高の減 

少によるものです。 

合板・・・前期の価格高騰の影響により商品単価が下落し、売上高が前期比80.7％となりました。 

施工付販売（施工付販売＋完成工事高） 

  ・・・新設住宅着工戸数の減少の影響を首都圏を中心に受けたため、売上高が前期比88.4％と 

          なりました。 

  

  

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

区分

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

（自 平成18年11月21日 （自 平成19年11月21日 （自 平成18年11月21日

至 平成19年５月20日） 至 平成20年５月20日） 至 平成19年11月20日）

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

商 
品

木質建材 3,033,675 14.3 2,946,686 15.0 6,058,639 14.3 

非木質建材 967,873 4.6 850,046 4.3 1,905,290 4.5 

合板 1,834,716 8.6 1,480,908 7.6 3,576,722 8.5 

木材銘木製品 1,374,482 6.5 1,272,390 6.5 2,839,997 6.7 

住宅設備機器 6,287,026 29.6 6,226,176 31.8 12,753,972 30.2 

施工付販売 992,341 4.7 440,697 2.2 1,784,084 4.2 

その他 940,081 4.4 798,463 4.1 1,770,844 4.2 

小計 15,430,197 72.6 14,015,369 71.5 30,689,553 72.6 

工 
事

完成工事高 5,836,303 27.4 5,584,288 28.5 11,560,962 27.4 

小計 5,836,303 27.4 5,584,288 28.5 11,560,962 27.4 

合計 21,266,500 100.0 19,599,658 100.0 42,250,515 100.0 
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②通期の見通し  

 通期の見通しにつきましては、引続き米国景気の後退懸念や国内需要の減速、原材料及び原油の高騰

による企業収益の縮小等、厳しさと不透明感が続くものと思われます。  

 当住宅関連業界におきましても、資材等の高騰による建築コストアップや景気不透明感の高まりを背

景に新築住宅購買意欲は低調なまま推移することが予想され、新設住宅着工戸数の改善は期待できず、

引続き厳しい経営環境が継続するものと思われます。  

 当社グループといたしましては、このような状況を十分に認識し、引続き新規取引先の開拓や重点商

品（オリジナル商品、施工付販売、住宅設備機器）の販売強化に取組んで参ります。また、第50期の節

目を迎え、企業価値のさらなる向上に努め、「50周年記念企画」を中心に販売企画を充実させるととも

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、業績の向上に努力してまいりま

す。  

 なお、通期の業績といたしましては、売上高405億円（前年同期は422億91百万円）、営業利益３億80

百万円（前年同期は５億３百万円）、経常利益４億50百万円（前年同期は５億81百万円）、当期純利益

１億70百万円（前年同期は２億53百万円）を見込んでおります。  

品目別の販売計画 

 
（注） 上記金額には、消費税は含まれておりません。 

①資産、負債及び純資産の状況 

資産につきましては、前連結会計年度末に比べて10億１百万円減少し、169億72百万円となりまし

た。これは主に受取手形及び売掛金の減少によるものです。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べて９億78百万円減少し、87億20百万円となりました。

これは主に支払手形及び買掛金の減少によるものです。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて22百万円減少し、82億51百万円となりました。こ

れは主に利益剰余金の減少によるものです。 

  

 

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成18年11月21日 （自 平成19年11月21日

至 平成19年11月20日） 至 平成20年11月20日）

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

商品

木質建材 6,058,639 14.3 6,000,000 14.8 

非木質建材 1,905,290 4.5 1,770,000 4.4 

合板 3,576,722 8.5 3,070,000 7.6 

木材銘木製品 2,839,997 6.7 2,670,000 6.6 

住宅設備機器 12,753,972 30.2 12,810,000 31.6 

施工付販売 1,784,084 4.2 960,000 2.4 

その他 1,770,844 4.2 1,600,000 3.9 

小計 30,689,553 72.6 28,880,000 71.3 

工事
完成工事高 11,560,962 27.4 11,620,000 28.7 

小計 11,560,962 27.4 11,620,000 28.7 

合計 42,250,515 100.0 40,500,000 100.0 

 

(2) 財政状態に関する分析
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②キャッシュ・フローの状況  

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末よ

り１億96百万円増加し、当中間連結会計期間末には46億78百万円となりました。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー)  

 営業活動による資金の増加は、３億８百万円（前年同期は６億60百万円の減少）となりました。これ

は主に税金等調整前中間純利益１億36百万円及び、売上債権の減少額９億23百万円ならびにたな卸資産

の減少額２億87百万円の増加要因に対し、仕入債務の減少額８億46百万円及び法人税等の支払額１億41

百万円の減少要因によるものです。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー)  

 投資活動による資金の減少は、36百万円（前年同期は１億69百万円の減少）となりました。これは主

に投資有価証券の取得19百万円及び有形固定資産の取得９百万円の支出によるものです。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー)  

 財務活動による資金の減少は、76百万円（前年同期は１億４百万円の減少）となりました。これは主

に配当金74百万円の支払いをしたことによるものです。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率           ： 自己資本／総資産  

時価ベースの自己資本比率     ： 株式時価総額／総資産  

債務償還年数           ： 有利子負債／営業キャッシュ・フロー  

インタレスト・カバレッジ・レシオ ： 営業キャッシュ・フロー／利払い  

  

（注）１ 平成16年から平成18年につきましては、北恵株式会社個別実績ベースの財務数値により、 

   平成19年及び平成20年５月中間期につきましては、連結ベースの財務数値によりそれぞれ算出して 

   おります。  

 ２ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。  

 ３ 債務償還年数は有利子負債が預かり保証金のため、記載しておりません。  

 ４ インタレスト・カバレッジ・レシオは利払い内容が預かり保証金に対するものであるため記載してお

   りません。  

平成16年11月期 平成17年11月期 平成18年11月期 平成19年11月期
平成20年５月
中間期

自己資本比率 50.1 46.4 44.0 46.0 48.6

時価ベースの自己資本比率 17.9 25.4 22.1 22.6 19.5

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率

― ― ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ

― ― ― ― ―

北恵株式会社（9872）　平成20年11月期　中間決算短信

5



①利益配分に関する基本的な方針 

 当社グループは、株主各位への安定した利益還元を維持するとともに、企業体質の一層の強化と今後

の事業展開に備えるための内部留保を充実させながら、その時々の業績を勘案して決定することを基本

方針としております。 

  

②当期の配当 

 当期の配当金は１株当たり８円を予定しております。 

  

当社グループにおける事業等のリスクの内、主なものは以下のとおりであります。当社グループはこ

れらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存でありま

す。なお、文中における将来に関する事項は、当中間連結会計期間末現在において当社グループが判断

したものであり、また、本記載は、将来発生しうるすべてのリスクを網羅したものではありません。 

  

①新設住宅着工戸数の増減について 

 当住宅関連業界は、新設住宅着工戸数の増減に大きな影響を受けます。また、当社グループにおきま

しては取扱商品・得意先構成により持家住宅の増減が業績に大きな影響を与えます。当社グループでは

特徴ある機能付販売の強化等を推進し、その影響の軽減に努めております。  

  

②瑕疵保証責任について 

 当社グループには「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の施行により、当社グループの行った外

壁工事等の瑕疵担保責任があります。従って瑕疵担保責任範囲内において不具合が発生した場合、補

修・取替等の工事等の賠償責任が発生する可能性があります。当社グループでは外壁工事等に対して施

工管理体制を強化するとともに、瑕疵保証保険に加入する等瑕疵発生リスクの軽減に努めております。

  

③信用リスクについて 

 当社グループには取引先との商取引活動に伴い発生する、信用リスクがあります。当社グループでは

取引先毎に信用リスクを評価し、取引の継続の検討を行うとともに、営業部門の意識の向上を図り、信

用リスクの軽減に努めております。 

  

④為替リスクについて 

 当社グループのオリジナルブランド商品等海外商品の取引には外貨による輸入が含まれております。

そのため当社グループは実需の範囲内で為替予約等により為替相場の変動リスクをヘッジしております

が、経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。  

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

(4) 事業等のリスク
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当社の企業グループは、北恵株式会社（当社）及び連結子会社１社（株式会社福住新建材）により構

成されており、事業内容としては、木材店、建材店、工務店、住宅会社等に対して新建材、住宅設備機

器等の商品販売及び施工付販売を行っております。 

  

 事業内容と当社及び連結子会社の当該事業における位置付けは次のとおりであります。 

  

 

  

（注）当中間連結会計期間末において、非連結子会社及び持分法適用会社はありません。  

  

 
  

２ 企業集団の状況

(1) 事業の概況

(2) 取扱主要商品

区分 主要商品

木質建材 ユニットドア、クローゼット、合板フロア、収納ユニット、階段セット

非木質建材 石膏ボード、断熱材、屋根材、不燃ボード

合板 ラワン合板、針葉樹合板

木材銘木 木材構造材、木材造作材、フローリング、銘木工芸品

住宅設備機器
システムキッチン、ユニットバス、洗面ユニット、シャワートイレ、空調機器、燃
焼機器、照明機器

施工付販売 外壁工事、屋根工事、構造躯体工事、内装工事

その他 化成品、住宅保存剤、建築金物、建築道具、エクステリア
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当社グループは、「人ある限り住まいに対するニーズは永遠である」と捉え、多様化する住まいのニ

ーズを充足するため、取引先と住まいのユーザーに満足していただく資材・サービスの提供を第一とし

て、常に存在価値のある住宅資材提供会社をめざしております。  

  

当社グループは収益性を重視するために「売上高総利益率」及び「売上高営業利益率」を、また、企

業価値を高めるためにオリジナル商品・施工付販売等の「売上高構成比率」を主な目標数値として企業

経営を実施しております。  

  

当社グループは、今後予想される市場環境の変化に対応するため、取引先のニーズを的確に捉えた提

案を実施し、高品質な商品及びサービスの提供を推進することにより、現有マーケットでの業績の維持

向上のみならず、顧客基盤の拡充にも積極的に取組んでまいります。  

 その一環として、当社の強みであるオリジナル商品や施工付販売を強化することにより、差別化、競

争優位性の確立を追求するとともに、今後増加が期待されるリフォーム需要に対応すべく住宅設備機器

の販売強化にも注力してまいります。  

  

経営基盤の強化と業績の向上を図るため上記の経営戦略を実行するとともに業務効率の向上を図るた

め、情報システムの整備拡充にも積極的に取組んでまいります。  

  

３ 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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４ 中間連結財務諸表

(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末

(平成19年５月20日)

当中間連結会計期間末

(平成20年５月20日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年11月20日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 3,909,999 4,678,897 4,482,803

 ２ 受取手形及び売掛金 ※２ 8,817,444 7,712,856 8,657,745

 ３ たな卸資産 1,181,852 1,014,593 1,301,639

 ４ 未収入金 211,258 14,464 12,935

 ５ その他 105,194 119,978 95,953

 ６ 貸倒引当金 △31,247 △28,316 △27,404

   流動資産合計 14,194,500 80.2 13,512,474 79.6 14,523,672 80.8

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物及び構築物 315,050 310,420 317,800

  (2) 土地 1,451,515 1,451,515 1,451,515

  (3) その他 29,117 27,173 28,599

   有形固定資産合計 1,795,683 10.1 1,789,109 10.5 1,797,915 10.0

 ２ 無形固定資産

  (1) のれん 35,368 27,508 31,438

  (2) その他 24,187 23,293 23,374

   無形固定資産合計 59,555 0.3 50,802 0.3 54,813 0.3

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 613,840 567,438 552,848

  (2) 投資不動産 ※１ 681,093 678,308 676,155

  (3) その他 443,755 475,053 448,146

  (4) 貸倒引当金 △79,289 △100,866 △79,668

   投資その他の 
   資産合計

1,659,399 9.4 1,619,933 9.6 1,597,481 8.9

   固定資産合計 3,514,638 19.8 3,459,845 20.4 3,450,210 19.2

   資産合計 17,709,139 100.0 16,972,319 100.0 17,973,882 100.0
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前中間連結会計期間末

(平成19年５月20日)

当中間連結会計期間末

(平成20年５月20日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年11月20日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 7,820,316 7,129,421 7,976,295

 ２ 未払金 240,397 261,610 247,338

 ３ 未払費用 229,699 219,333 215,039

 ４ 賞与引当金 2,400 ― ―

 ５ その他 292,077 222,423 367,789

   流動負債合計 8,584,890 48.5 7,832,788 46.2 8,806,463 49.0

Ⅱ 固定負債

 １ 預り保証金 541,465 557,055 569,007

 ２ 繰延税金負債 176,682 148,109 149,195

 ３ 役員退職慰労引当金 153,310 168,550 160,460

 ４ その他 14,950 14,360 14,690

   固定負債合計 886,408 5.0 888,074 5.2 893,353 5.0

   負債合計 9,471,298 53.5 8,720,863 51.4 9,699,816 54.0

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 2,220,082 12.5 2,220,082 13.1 2,220,082 12.3

 ２ 資本剰余金 2,851,330 16.1 2,851,478 16.8 2,851,478 15.9

 ３ 利益剰余金 3,257,759 18.4 3,300,974 19.4 3,344,610 18.6

 ４ 自己株式 △152,610 △0.8 △155,497 △0.9 △154,293 △0.9

   株主資本合計 8,176,562 46.2 8,217,038 48.4 8,261,877 45.9

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価 
   差額金

57,038 36,249 21,650

 ２ 繰延ヘッジ損益 4,240 △1,831 △9,462

   評価・換算 
   差額等合計

61,278 0.3 34,417 0.2 12,188 0.1

   純資産合計 8,237,841 46.5 8,251,456 48.6 8,274,065 46.0

   負債純資産合計 17,709,139 100.0 16,972,319 100.0 17,973,882 100.0

 

北恵株式会社（9872）　平成20年11月期　中間決算短信

10



  

 
  

(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

(自 平成18年11月21日
至 平成19年５月20日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年11月21日
至 平成20年５月20日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書
(自 平成18年11月21日
至 平成19年11月20日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 21,266,500 100.0 19,599,658 100.0 42,250,515 100.0

Ⅱ 売上原価 19,102,770 89.8 17,545,620 89.5 37,923,539 89.8

   売上総利益 2,163,730 10.2 2,054,037 10.5 4,326,976 10.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 1,898,329 8.9 1,946,478 9.9 3,854,743 9.1

   営業利益 265,400 1.3 107,559 0.6 472,232 1.1

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 3,919 5,470 8,940

 ２ 受取配当金 1,161 1,862 3,309

 ３ 仕入割引 76,521 71,307 147,434

 ４ 受取賃貸料 29,803 29,732 59,699

 ５ その他 1,676 113,082 0.5 19,161 127,536 0.6 7,064 226,448 0.5

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 573 ― 1,171

 ２ 売上割引 65,438 58,194 127,544

 ３ 賃貸原価 9,122 8,609 18,078

 ４ その他 2,056 77,191 0.4 3,673 70,477 0.4 2,696 149,491 0.3

   経常利益 301,291 1.4 164,617 0.8 549,189 1.3

Ⅵ 特別損失

 １ 投資有価証券評価損 ― ― ― 27,983 27,983 0.1 7,278 7,278 0.0

   税金等調整前中間 
   (当期)純利益

301,291 1.4 136,634 0.7 541,911 1.3

   法人税、住民税 
   及び事業税

152,856 127,500 305,990

   法人税等調整額 13,683 166,539 0.8 △22,873 104,626 0.5 14,318 320,308 0.8

   中間(当期)純利益 134,751 0.6 32,008 0.2 221,602 0.5
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前中間連結会計期間(自 平成18年11月21日 至 平成19年５月20日) 

  

 
  

 
  

(3) 中間連結株主資本等変動計算書

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年11月20日残高(千円) 2,220,082 2,851,284 3,199,204 △123,747 8,146,823

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △76,197 △76,197

 中間純利益 134,751 134,751

 固定資産圧縮積立金取崩額 ― ―

 特別償却準備金取崩額 ― ―

 自己株式の処分 45 58 104

 自己株式の取得 △28,921 △28,921

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円)

― 45 58,554 △28,862 29,738

平成19年５月20日残高(千円) 2,220,082 2,851,330 3,257,759 △152,610 8,176,562

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成18年11月20日残高(千円) 43,835 1,444 45,280 8,192,104

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △76,197

 中間純利益 134,751

 固定資産圧縮積立金取崩額 ―

 特別償却準備金取崩額 ―

 自己株式の処分 104

 自己株式の取得 △28,921

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

13,202 2,795 15,998 15,998

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円)

13,202 2,795 15,998 45,737

平成19年５月20日残高(千円) 57,038 4,240 61,278 8,237,841
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当中間連結会計期間(自 平成19年11月21日 至 平成20年５月20日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年11月20日残高(千円) 2,220,082 2,851,478 3,344,610 △154,293 8,261,877

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △75,644 △75,644

 中間純利益 32,008 32,008

 自己株式の取得 △1,203 △1,203

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円)

― ― △43,636 △1,203 △44,839

平成20年５月20日残高(千円) 2,220,082 2,851,478 3,300,974 △155,497 8,217,038

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成19年11月20日残高(千円) 21,650 △9,462 12,188 8,274,065

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △75,644

 中間純利益 32,008

 自己株式の取得 △1,203

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

14,598 7,630 22,229 22,229

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円)

14,598 7,630 22,229 △22,609

平成20年５月20日残高(千円) 36,249 △1,831 34,417 8,251,456
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前連結会計年度(自 平成18年11月21日 至 平成19年11月20日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年11月20日残高(千円) 2,220,082 2,851,284 3,199,204 △123,747 8,164,823

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △76,197 △76,197

 当期純利益 221,602 221,602

 自己株式の処分 193 281 475

 自己株式の取得 △30,827 △30,827

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

― 193 145,405 △30,545 115,053

平成19年11月20日残高(千円) 2,220,082 2,851,478 3,344,610 △154,293 8,261,877

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成18年11月20日残高(千円) 43,835 1,444 45,280 8,192,104

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △76,197

 当期純利益 221,602

 自己株式の処分 475

 自己株式の取得 △30,827

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)

△22,184 △10,907 △33,091 △33,091

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

△22,184 △10,907 △33,091 81,961

平成19年11月20日残高(千円) 21,650 △9,462 12,188 8,274,065

北恵株式会社（9872）　平成20年11月期　中間決算短信

14



  

 

(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
(自 平成18年11月21日
 至 平成19年５月20日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年11月21日
 至 平成20年５月20日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成18年11月21日
  至 平成19年11月20日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間(当期)純利益 301,291 136,634 541,911

 ２ 減価償却費 21,854 23,190 47,132

 ３ のれん償却額 3,929 3,929 7,859

 ４ 役員退職慰労引当金の増加額・減少額（△） 7,150 8,090 14,300

 ５ 貸倒引当金の増加額・減少額（△） 15,643 22,110 12,179

 ６ 役員賞与引当金の増加額・減少額（△） ― △15,000 15,000

 ７ 賞与引当金の増加額・減少額（△） 2,400 ― ―

 ８ 受取利息及び受取配当金 △5,080 △7,333 △12,250

 ９ 投資有価証券評価損 ― 27,983 7,278

 10 売上債権の増加額（△）・減少額 81,506 923,706 240,824

 11 たな卸資産の増加額（△）・減少額 69,642 287,045 △50,144

 12 仕入債務の増加額・減少額（△） △853,934 △846,874 △697,954

 13 その他 △53,028 △120,938 44,456

 14 役員賞与の支払額 △15,000 ― △15,000

    小計 △423,623 442,543 155,592

 15 利息及び配当金の受取額 5,027 7,339 12,445

 16 法人税等の支払額 △241,861 △141,508 △428,231

   営業活動によるキャッシュ・フロー △660,458 308,374 △260,193

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有価証券の償還による収入 ― ― 200,000

 ２ 有形固定資産の取得による支出 △8,964 △9,052 △30,801

 ３ 有形固定資産の売却による収入 1,047 ― 1,135

 ４ 無形固定資産の取得による支出 △8,308 △976 △8,791

 ５ 投資不動産の取得による支出 △863 △6,791 △863

 ６ 投資有価証券の取得による支出 △688 △19,283 △4,287

 ７ 新規連結子会社株式取得による支出 △151,990 ― △151,990

   投資活動によるキャッシュ・フロー △169,768 △36,103 4,400

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 自己株式の増減額 △28,816 △1,203 △30,352

 ２ 配当金の支払額 △76,117 △74,972 △76,212

   財務活動によるキャッシュ・フロー △104,933 △76,176 △106,564

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額・減少額（△） △935,160 196,094 △362,357

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 4,845,160 4,482,803 4,845,160

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※１ 3,909,999 4,678,897 4,482,803
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(5) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間
(自 平成18年11月21日
至 平成19年５月20日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年11月21日
至 平成20年５月20日)

前連結会計年度
(自 平成18年11月21日
至 平成19年11月20日)

１ 連結の範囲に関する
事項

連結子会社の数及び名称
１社 株式会社福住新建材

連結子会社の数及び名称
１社 株式会社福住新建材

連結子会社の数及び名称
１社 株式会社福住新建材

（注）株式会社福住新建材は平成18
年12月４日の株式取得によ
り、当連結会計年度より連結
の範囲に含めております。

（注）株式会社福住新建材は平成18
年12月４日の株式取得によ
り、当連結会計年度より連結
の範囲に含めております。

２ 持分法の適用に関す
る事項

該当事項はありません。 同左 同左

３ 連結子会社の(中間)
決算日等に関する事
項

連結子会社の中間決算日は、中間連
結決算日と一致しております。

同左 連結子会社の決算日は、連結決算日
と一致しております。

４ 会計処理基準に関す
る事項

(1) 重要な資産の評価
基準及び評価方法

① 有価証券
満期保有目的の債券
 ……償却原価法(定額法)

① 有価証券

――――――

① 有価証券
満期保有目的の債券
 ……償却原価法(定額法)

その他有価証券
時価のあるもの
……中間連結会計期間末日の
市場価格等に基づく時価
法
(評価差額は、全部純
資産直入法により処理
し、売却原価は、移動
平均法により算定)

その他有価証券
時価のあるもの
……同左

その他有価証券
時価のあるもの
……連結会計年度末日の市場
価格等に基づく時価法
(評価差額は、全部純
資産直入法により処理
し、売却原価は、移動
平均法により算定)

時価のないもの
……移動平均法による原価法

時価のないもの
……同左

時価のないもの
……同左

② デリバティブ取引
時価法

② デリバティブ取引
同左

② デリバティブ取引
同左

③ たな卸資産
商品
……先入先出法による原価法

③ たな卸資産
商品
……同左

③ たな卸資産
商品
……同左

未成工事支出金 
……個別法による原価法

未成工事支出金 
……同左

未成工事支出金 
……同左

(2) 重要な減価償却資
産の減価償却の方
法

① 有形固定資産
建物（建物付属設備は除く)
平成10年３月31日以前に取得
したもの
旧定率法によっておりま
す。
平成10年４月１日以降に取得
したもの
旧定額法によっておりま
す。

建物以外
平成19年３月31日以前に取得
したもの
旧定率法によっておりま
す。
平成19年４月１日以降に取
得したもの
定率法によっております。

また、取得価額が10万円以上20万
円未満の減価償却資産について
は、３年間で均等償却しておりま
す。
なお、主な耐用年数は以下のとお
りであります。
   建物    ３～50年
（追加情報）
法人税法の改正（「所得税法等の
一部を改正する法律」(平成19年
３月30日 法律第６号）及び「法
人税法施行令の一部を改正する政
令」(平成19年３月30日 政令第83
号)）に伴い、平成19年４月１日
以降に取得したものについては、
改正後の法人税法に基づく方法を
適用しております。

① 有形固定資産
……定率法。ただし、平成10年
４月１日以降に取得した建
物(建物付属設備を除く)に
ついては、定額法によって
おります。
また、取得価額が10万円以
上20万円未満の減価償却資
産については、３年間で均
等償却しております。
なお、主な耐用年数は以
下のとおりであります。
 建物    ３～50年

（追加情報）
法人税法の改正（「所得税法等の
一部を改正する法律」(平成19年
３月30日 法律第６号）及び「法
人税法施行令の一部を改正する政
令」(平成19年３月30日 政令第83
号)）に伴い、平成19年３月31日
以前に取得したものについては、
償却可能限度額まで償却が終了し
た翌年から５年間で均等償却する
方法によっております。 
当該変更に伴う損益に与える影響
は、軽微であります。

① 有形固定資産
……定率法。ただし、平成10年
４月１日以降に取得した建
物(建物付属設備を除く)に
ついては、定額法によって
おります。
また、取得価額が10万円以
上20万円未満の減価償却資
産については、３年間で均
等償却しております。
なお、主な耐用年数は以
下のとおりであります。
 建物    ３～50年

（追加情報）
法人税法の改正（「所得税法等の
一部を改正する法律」(平成19年
３月30日 法律第６号）及び「法
人税法施行令の一部を改正する政
令」(平成19年３月30日 政令第83
号)）に伴い、平成19年４月１日
以降に取得したものについては、
改正後の法人税法に基づく方法を
適用しております。なお、この変
更による営業利益、経常利益、税
金等調整前当期純利益に与える影
響は軽微であります。
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項目
前中間連結会計期間
(自 平成18年11月21日
至 平成19年５月20日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年11月21日
至 平成20年５月20日)

前連結会計年度
(自 平成18年11月21日
至 平成19年11月20日)

② 無形固定資産

定額法。なお、ソフトウェア

(自社利用分)については、社内

における利用可能期間(５年)に

基づく定額法によっておりま

す。

② 無形固定資産

同左

② 無形固定資産

同左

③ 投資不動産

建物（建物付属設備は除く)

平成10年３月31日以前に取得

したもの

旧定率法によっておりま

す。

平成10年４月１日以降に取得

したもの

旧定額法によっておりま

す。

建物以外

旧定率法によっておりま

す。

また、取得価額が10万円以上20万

円未満の減価償却資産について

は、３年間で均等償却しておりま

す。

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

    建物    ３～50年

③ 投資不動産

……定率法。ただし、平成10年

４月１日以降に取得した建

物(建物付属設備を除く)に

ついては、定額法によって

おります。

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。

 建物    ３～50年

（追加情報）
法人税法の改正（「所得税法等の
一部を改正する法律」(平成19年
３月30日 法律第６号）及び「法
人税法施行令の一部を改正する政
令」(平成19年３月30日 政令第83
号)）に伴い、平成19年３月31日
以前に取得したものについては、
償却可能限度額まで償却が終了し
た翌年から５年間で均等償却する
方法によっております。 
当該変更に伴う損益に与える影響
は、軽微であります。

③ 投資不動産

……定率法。ただし、平成10年

４月１日以降に取得した建

物(建物付属設備を除く)に

ついては、定額法によって

おります。

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。

 建物    ３～50年

（追加情報）

法人税法の改正（「所得税法等の

一部を改正する法律」(平成19年

３月30日 法律第６号）及び「法

人税法施行令の一部を改正する政

令」(平成19年３月30日 政令第83

号)）に伴い、平成19年４月１日

以降に取得したものについては、

改正後の法人税法に基づく方法を

適用しております。なお、この変

更による営業利益、経常利益、税

金等調整前当期純利益に与える影

響はありません。

(3) 重要な引当金の計
上基準

① 貸倒引当金

売上債権等の貸倒による損失に

備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しておりま

す。

① 貸倒引当金

同左

① 貸倒引当金

同左

②    ―――――― ②    ―――――― ② 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額に

基づき計上しております。

③ 賞与引当金

連結子会社の従業員に対して支

給する賞与の支出に充てるた

め、支給見込額に基づき計上し

ております。

③    ―――――― ③    ――――――

④ 退職給付引当金(前払年金費用)

当社の従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当中間連結

会計期間末において発生してい

ると認められる額を計上してお

ります。

 なお、数理計算上の差異につ

いては、各連結会計年度の発生

時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(10年)

による定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理することとして

おります。

④ 退職給付引当金(前払年金費用)

同左

④ 退職給付引当金(前払年金費用)

当社の従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上しており

ます。

 なお、数理計算上の差異につ

いては、各連結会計年度の発生

時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理することと

しております。
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項目
前中間連結会計期間
(自 平成18年11月21日
至 平成19年５月20日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年11月21日
至 平成20年５月20日)

前連結会計年度
(自 平成18年11月21日
至 平成19年11月20日)

⑤ 役員退職慰労引当金

当社の役員の退職慰労金の支出

に備えるため、内規に基づく中

間連結会計期間末要支給額を計

上しております。

⑤ 役員退職慰労引当金

同左

⑤ 役員退職慰労引当金

当社の役員の退職慰労金の支出

に備えるため、内規に基づく当

連結会計年度末要支給額を計上

しております。

(4) 重要なリース取引
の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、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。

同左 同左

(5) 重要なヘッジ会計
の方法

① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。ただし、振当処理の要件

を満たしている場合は振当処理

を採用しております。

① ヘッジ会計の方法

同左

① ヘッジ会計の方法

同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約取引

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…同左

ヘッジ対象…外貨建金銭債務及

び外貨建予定取引

ヘッジ対象…同左 ヘッジ対象…同左

③ ヘッジ方針

為替に係る相場変動リスクを回

避する目的で、実需の範囲内で

対象取引のヘッジを行っており

ます。

③ ヘッジ方針

同左

③ ヘッジ方針

同左

④ ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象に関す

る重要な条件が同一であり、相

場変動を完全に相殺するものと

考えられるため、ヘッジの有効

性の判定は省略しております。

④ ヘッジの有効性評価の方法

同左

④ ヘッジの有効性評価の方法

同左

(6) その他の中間連結
財務諸表(連結財務
諸表)作成のための
重要な事項

① 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。な

お、仮受消費税等及び仮払消費

税等は、相殺のうえ、流動負債

「その他」に含めて表示してお

ります。

① 消費税等の会計処理

同左

① 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

(連結キャッシュ・

フロー計算書)にお

ける資金の範囲

中間連結キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金同等物)

は、手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資か

らなっております。

同左 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)は、

手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資からな

っております。
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(6) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

(会計処理の変更)

(表示方法の変更)

(追加情報)
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(7) 中間連結財務諸表に関する注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

前中間連結会計期間末 
(平成19年５月20日)

当中間連結会計期間末
(平成20年５月20日)

前連結会計年度 
(平成19年11月20日)

※１ 有形固定資産及び投資不動産

の減価償却累計額

有形固定資産 636,696千円

投資不動産 293,630千円

※１ 有形固定資産及び投資不動産

の減価償却累計額

有形固定資産 656,339千円

投資不動産 303,206千円

※１ 有形固定資産及び投資不動産

の減価償却累計額

有形固定資産 651,299千円

投資不動産 298,567千円

※２ 当中間連結会計期間末日満期

手形

当中間連結会計期間末は金

融機関の休日でありますが、

満期日に決済されたものとし

て処理しております。当中間

連結会計期間末満期手形は以

下のとおりであります。

受取手形 232,718千円

※２   ―――――― ※２   ――――――

(中間連結損益計算書関係)

前中間連結会計期間
(自 平成18年11月21日
至 平成19年５月20日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年11月21日
至 平成20年５月20日)

前連結会計年度
(自 平成18年11月21日
至 平成19年11月20日)

 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目と金額は次のとおりで

あります。

給与手当 859,269千円

運賃 208,931千円

賃借料 202,425千円

退職給付費用 39,295千円

役員退職慰労
引当金繰入額

7,150千円

賞与引当金繰
入額

2,400千円

貸倒引当金繰
入額

15,643千円
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目と金額は次のとおりで

あります。

給与手当 863,739千円

運賃 212,331千円

賃借料 200,153千円

退職給付費用 42,681千円

役員退職慰労
引当金繰入額

8,090千円

貸倒引当金繰
入額

33,543千円

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目と金額は次のとおりで

あります。

給与手当 1,717,505千円

運賃 427,198千円

賃借料 406,607千円

退職給付費用 78,490千円

役員退職慰労
引当金繰入額

14,300千円

賞与引当金繰
入額

3,430千円

役員賞与引当
金繰入額

15,000千円

貸倒引当金繰
入額

19,344千円
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前中間連結会計期間(自 平成18年11月21日 至 平成19年５月20日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 
減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 

該当事項はありません。 

  

(中間連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 10,011,841 ― ― 10,011,841

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 487,200 65,996 229 552,967

取締役会決議による市場買付 60,000株

単元未満株式の買取りによる増加 5,996株

単元未満株式の買増請求による減少 229株

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成19年２月16日 
定時株主総会

普通株式 76,197 8.00 平成18年11月20日 平成19年２月19日
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当中間連結会計期間(自 平成19年11月21日 至 平成20年５月20日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 

該当事項はありません。 

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 10,011,841 ― ― 10,011,841

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 556,330 3,382 ― 559,712

単元未満株式の買取りによる増加 3,382株

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成20年２月14日 
定時株主総会

普通株式 75,644 8.00 平成19年11月20日 平成20年２月15日
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前連結会計年度(自 平成18年11月21日 至 平成19年11月20日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 
減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 10,011,841 ― ― 10,011,841

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 487,200 70,149 1,019 556,330

取締役会決議による市場買付 60,000株

単元未満株式の買取りによる増加 10,149株

単元未満株式の買増請求による減少 1,019株

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成19年２月16日 
定時株主総会

普通株式 76,197 8.00 平成18年11月20日 平成19年２月19日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年２月14日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 75,644 8.00 平成19年11月20日 平成20年２月15日
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前中間連結会計期間
(自 平成18年11月21日
至 平成19年５月20日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年11月21日
至 平成20年５月20日)

前連結会計年度
(自 平成18年11月21日
至 平成19年11月20日)

 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額

との関係

現金及び 
預金勘定

3,909,999千円

現金及び 
現金同等物

3,909,999千円

 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額

との関係

現金及び
預金勘定

4,678,897千円

現金及び
現金同等物

4,678,897千円  

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

現金及び 
預金勘定

4,482,803千円

現金及び 
現金同等物

4,482,803千円
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前中間連結会計期間(自 平成18年11月21日 至 平成19年５月20日)において、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。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年11月21日 至 平成20年５月20日)において、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。 

  

前連結会計年度(自 平成18年11月21日 至 平成19年11月20日)において、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。 

  

前中間連結会計期間(自 平成18年11月21日 至 平成19年５月20日)において、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。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年11月21日 至 平成20年５月20日)において、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。 

  

前連結会計年度(自 平成18年11月21日 至 平成19年11月20日)において、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。 

  

前中間連結会計期間(自 平成18年11月21日 至 平成19年５月20日)において、海外売上高がないた

め、該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年11月21日 至 平成20年５月20日)において、海外売上高がないた

め、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成18年11月21日 至 平成19年11月20日)において、海外売上高がないため、

該当事項はありません。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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(リース取引関係)

前中間連結会計期間
(自 平成18年11月21日
至 平成19年５月20日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年11月21日
至 平成20年５月20日)

前連結会計年度
(自 平成18年11月21日
至 平成19年11月20日)

 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額
有形固定 
資産 
その他
(千円)

無形固定 
資産 
(千円)

合計
(千円)

取得価額 
相当額

219,744 55,060 274,804

減価償却 
累計額相当額

181,106 30,978 212,084

中間期末残高 
相当額

38,637 24,081 62,719

 (注) 取得価額相当額の算定は、

有形固定資産の中間期末残

高等に占める未経過リース

料中間期末残高の割合が低

いため、支払利子込み法に

よっております。

 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額
有形固定
資産 
その他
(千円)

無形固定
資産 
(千円)

合計
(千円)

取得価額 
相当額

219,744 59,647 279,391

減価償却 
累計額相当額

218,478 41,900 260,378

中間期末残高
相当額

1,265 17,746 19,012

同左
 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額
有形固定 
資産 
その他
(千円)

無形固定 
資産 
(千円)

合計
(千円)

取得価額
相当額

219,744 55,060 274,804

減価償却
累計額相当額

203,011 36,484 239,496

期末残高
相当額

16,732 18,575 35,308

 (注) 取得価額相当額の算定は、

有形固定資産の期末残高等

に占める未経過リース料期

末残高の割合が低いため、

支払利子込み法によってお

ります。

 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 48,064千円

１年超 14,655千円

計 62,719千円

 (注) 未経過リース料中間期末残

高相当額の算定は、有形固

定資産の中間期末残高等に

占める未経過リース料中間

期末残高の割合が低いた

め、支払利子込み法によっ

ております。

 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 11,658千円

１年超 7,354千円

計 19,012千円

同左

 

② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 26,613千円

１年超 8,694千円

計 35,308千円

 (注) 未経過リース料期末残高相

当額の算定は、有形固定資

産の期末残高等に占める未

経過リース料期末残高の割

合が低いため、支払利子込

み法によっております。

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 27,411千円

減価償却費相当額 27,411千円

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 21,111千円

減価償却費相当額 21,111千円

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 54,822千円

減価償却費相当額 54,822千円

④ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。

④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

２    ―――――― ２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

１年以内 3,072千円

１年超 11,776千円

計 14,848千円

２    ――――――
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１ 時価のある有価証券 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

(有価証券関係)

前中間連結会計期間末(平成19年５月20日)

区分
中間連結貸借対照表
計上額(千円)

時価(千円) 差額(千円)

満期保有目的の債券

   国債・地方債等 ― ― ―

   社債 ― ― ―

   その他 ― ― ―

計 ― ― ―

区分 取得原価(千円)
中間連結貸借対照表
計上額(千円)

差額(千円)

その他有価証券

 ① 株式 124,414 210,678 86,263

 ② 債券

   国債・地方債等 401,487 399,820 △1,667

   社債 ― ― ―

   その他 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

計 525,902 610,498 84,596

区分 中間連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

   非上場株式 3,342

計 3,342
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１ 時価のある有価証券 

  

 
（注）その他有価証券で時価のあるものにおいて、簿価に対して時価の下落率が著しい銘柄につ 

    いては、27,983千円の減損処理を行っております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

当中間連結会計期間末(平成20年５月20日)

区分 取得原価(千円)
中間連結貸借対照表
計上額(千円)

差額(千円)

その他有価証券

 ① 株式 112,036 163,996 51,960

 ② 債券

   国債・地方債等 401,030 400,100 △930

   社債 ― ― ―

   その他 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

計 513,066 564,096 51,030

区分 中間連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

   非上場株式 3,342

計 3,342
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１ 時価のある有価証券 

  

 
（注）その他有価証券で時価のあるものにおいて、簿価に対して時価の下落率が著しい銘柄につ 

    いては、7,278千円の減損処理を行っております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

前連結会計年度末(平成19年11月20日)

区分
連結貸借対照表
計上額(千円)

時価(千円) 差額(千円)

満期保有目的の債券

   国債・地方債等 ― ― ―

   社債 ― ― ―

   その他 ― ― ―

計 ― ― ―

区分 取得原価(千円)
連結貸借対照表
計上額(千円)

差額(千円)

その他有価証券

 ① 株式 120,736 147,456 26,719

 ② 債券

   国債・地方債等 401,258 402,050 791

   社債 ― ― ―

   その他 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

計 521,995 549,506 27,510

区分 連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

   非上場株式 3,342

計 3,342
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デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

デリバティブ取引については、すべてヘッジ会計が適用されているため、記載を省略しており

ます。 

  

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

デリバティブ取引については、すべてヘッジ会計が適用されているため、記載を省略しており

ます。 

  

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

デリバティブ取引については、すべてヘッジ会計が適用されているため、記載を省略しており

ます。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(デリバティブ取引関係)

前中間連結会計期間末(平成19年５月20日)

当中間連結会計期間末(平成20年５月20日)

前連結会計年度末(平成19年11月20日)

(ストック・オプション等関係)

前中間連結会計期間末(平成19年５月20日)

当中間連結会計期間末(平成20年５月20日)

前連結会計年度末(平成19年11月20日)

(企業結合等関係)

前中間連結会計期間(自 平成18年11月21日 至 平成19年５月20日)

当中間連結会計期間(自 平成19年11月21日 至 平成20年５月20日)

前連結会計年度(自 平成18年11月21日 至 平成19年11月20日)
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(注) 算定上の基礎 

(1) １株当たり純資産額 

  

 
  

(2) １株当たり中間(当期)純利益 

  

 
  

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

項目
前中間連結会計期間
(自 平成18年11月21日
至 平成19年５月20日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年11月21日
至 平成20年５月20日)

前連結会計年度
(自 平成18年11月21日
至 平成19年11月20日)

１株当たり純資産額 871円20銭 872円97銭 875円05銭

１株当たり中間(当期) 
純利益

14円50銭 3円39銭 23円40銭

潜在株式調整後 

１株当たり中間(当期) 

純利益

潜在株式がないため、記載

しておりません。

潜在株式がないため、記載

しておりません。

潜在株式がないため、記載

しておりません。

項目
前中間連結会計期間末
(平成19年５月20日)

当中間連結会計期間末
(平成20年５月20日)

前連結会計年度末
(平成19年11月20日)

中間(当期)連結貸借対照表の純資産の
部合計額(千円)

8,237,841 8,251,456 8,274,065

普通株式に係る純資産額(千円) 8,237,841 8,251,456 8,274,065

中間(当期)連結貸借対照表の純資産の
部の合計額と１株当たり純資産額の算
定に用いられた普通株式に係る中間連
結会計期間末の純資産額との差額(千
円)

― ― ―

普通株式の発行済株式数(千株) 10,011 10,011 10,011

普通株式の自己株式数(千株) 552 559 556

１株当たり純資産の算定に用いられた
普通株式の数(千株)

9,458 9,452 9,455

項目
前中間連結会計期間
(自 平成18年11月21日
至 平成19年５月20日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年11月21日
至 平成20年５月20日)

前連結会計年度
(自 平成18年11月21日
至 平成19年11月20日)

中間連結損益計算書上の中間(当期) 
純利益(千円)

134,751 32,008 221,602

普通株式に係る中間(当期)純利益
(千円)

134,751 32,008 221,602

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 9,479 9,454 9,468

(重要な後発事象)
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５ 中間個別財務諸表

(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末

(平成19年５月20日)

当中間会計期間末

(平成20年５月20日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年11月20日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 3,897,598 4,626,756 4,432,440

 ２ 受取手形 ※３ 2,777,742 2,759,300 2,952,673

 ３ 売掛金 5,919,388 4,833,829 5,593,837

 ４ たな卸資産 1,150,302 987,497 1,275,617

 ５ 繰延税金資産 69,866 79,108 72,073

 ６ その他 245,134 53,353 35,269

 ７ 貸倒引当金 △19,192 △23,332 △16,042

   流動資産合計 14,040,839 79.4 13,316,514 78.8 14,345,869 80.0

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物 303,640 298,750 307,131

  (2) 土地 1,451,515 1,451,515 1,451,515

  (3) その他 34,191 31,561 33,429

   有形固定資産合計 1,789,346 (10.1) 1,781,826 (10.5) 1,792,075 (10.0)

 ２ 無形固定資産 24,041 (0.2) 22,418 (0.1) 23,049 (0.1)

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 613,840 567,438 552,848

  (2) 関係会社株式 175,000 175,000 175,000

  (3) 投資不動産 ※２ 681,093 678,308 676,155

  (4) 前払年金費用 25,678 27,781 29,214

  (5) その他 401,225 430,825 402,714

  (6) 貸倒引当金 △71,160 △93,043 △71,734

   投資その他の資産 
   合計

1,825,677 (10.3) 1,786,309 (10.6) 1,764,198 (9.9)

   固定資産合計 3,639,066 20.6 3,590,554 21.2 3,579,323 20.0

   資産合計 17,679,905 100.0 16,907,068 100.0 17,925,192 100.0
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前中間会計期間末

(平成19年５月20日)

当中間会計期間末

(平成20年５月20日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年11月20日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 ※３ 4,752,105 4,179,664 4,422,964

 ２ 買掛金 3,048,724 2,900,688 3,523,591

 ３ 未払金 240,397 254,156 247,338

 ４ 未払法人税等 159,923 136,712 133,583

 ５ その他 351,826 297,596 431,430

   流動負債合計 8,552,976 48.4 7,768,819 45.9 8,758,908 48.8

Ⅱ 固定負債

 １ 預り敷金 14,950 14,360 14,690

 ２ 預り保証金 541,465 557,055 569,007

 ３ 繰延税金負債 176,682 148,109 149,195

 ４ 役員退職慰労引当金 153,310 168,550 160,460

   固定負債合計 886,408 5.0 888,074 5.3 893,353 5.0

   負債合計 9,439,384 53.4 8,656,894 51.2 9,652,261 53.8

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 2,220,082 12.6 2,220,082 13.1 2,220,082 12.4

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 2,850,892 2,850,892 2,850,892

  (2) その他資本剰余金 438 586 586

   資本剰余金合計 2,851,330 16.1 2,851,478 16.9 2,851,478 15.9

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 170,300 170,300 170,300

  (2) その他利益剰余金

    固定資産 
    圧縮積立金

413,777 411,669 412,684

    特別償却準備金 506 ― ― 

    別途積立金 2,150,000 2,150,000 2,150,000

    繰越利益剰余金 525,855 567,722 610,490

   利益剰余金合計 3,260,439 18.4 3,299,692 19.5 3,343,475 18.7

 ４ 自己株式 △152,610 △0.9 △155,497 △0.9 △154,293 △0.9

   株主資本合計 8,179,241 46.2 8,215,755 48.6 8,260,742 46.1

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

57,038 0.4 36,249 0.2 21,650 0.1

 ２ 繰延ヘッジ損益 4,240 0.0 △1,831 △0.0 △9,462 △0.0

   評価・換算差額等 
   合計

61,278 0.4 34,417 0.2 12,188 0.1

   純資産合計 8,240,520 46.6 8,250,173 48.8 8,272,930 46.2

   負債純資産合計 17,679,905 100.0 16,907,068 100.0 17,925,192 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間

(自 平成18年11月21日
至 平成19年５月20日)

当中間会計期間

(自 平成19年11月21日
至 平成20年５月20日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年11月21日
至 平成19年11月20日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 21,053,364 100.0 19,347,210 100.0 41,811,962 100.0

Ⅱ 売上原価 18,945,520 90.0 17,354,288 89.7 37,600,875 89.9

   売上総利益 2,107,844 10.0 1,992,922 10.3 4,211,086 10.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 1,849,219 8.8 1,874,675 9.7 3,751,659 9.0

   営業利益 258,624 1.2 118,247 0.6 459,427 1.1

Ⅳ 営業外収益 ※２ 109,872 0.5 117,317 0.6 219,020 0.5

Ⅴ 営業外費用 ※1.3 77,191 0.3 70,477 0.4 149,418 0.4

   経常利益 291,305 1.4 165,087 0.8 529,029 1.2

Ⅵ 特別損失 ― 27,983 0.1 7,278 0.0

   税引前中間(当期) 
   純利益

291,305 1.4 137,103 0.7 521,751 1.2

   法人税、住民税 
   及び事業税

149,402 127,500 295,442

   法人税等調整額 4,471 153,873 0.7 △22,257 105,242 0.5 5,841 301,283 0.7

   中間(当期)純利益 137,431 0.7 31,861 0.2 220,467 0.5
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前中間会計期間(自 平成18年11月21日 至 平成19年５月20日) 

  

 
  

 
  

(3) 中間株主資本等変動計算書

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年11月20日残高(千円) 2,220,082 2,850,892 392 2,851,284

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当

中間純利益

自己株式の取得

自己株式の処分 45 45

固定資産圧縮積立金取崩額

特別償却準備金取崩額

株主資本以外の項目の 
中間会計期間中の変動額(純額)

中間会計期間中の 
変動額合計(千円)

― ― 45 45

平成19年５月20日残高(千円) 2,220,082 2,850,892 438 2,851,330

株主資本

利益剰余金

自己株式
株主資本
合計利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計固定資産 

圧縮積立金
特別償却
準備金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年11月20日 
残高(千円)

170,300 417,579 1,012 2,150,000 460,312 3,199,204 △123,747 8,146,823

中間会計期間中の 
変動額

剰余金の配当 △76,197 △76,197 △76,197

中間純利益 137,431 137,431 137,431

自己株式の取得 △28,921 △28,921

自己株式の処分 58 104

固定資産圧縮 
積立金取崩額

△3,801 3,801 ― ―

特別償却準備金 
取崩額

△506 506 ― ―

株主資本以外の 
項目の中間会計 
期間中の変動額 
(純額)

中間会計期間中の 
変動額合計(千円)

― △3,801 △506 ― 65,542 61,234 △28,862 32,418

平成19年５月20日 
残高(千円)

170,300 413,777 506 2,150,000 525,855 3,260,439 △152,610 8,179,241
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評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

平成18年11月20日残高(千円) 43,835 1,444 45,280 8,192,104

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 △76,197

中間純利益 137,431

自己株式の取得 △28,921

自己株式の処分 104

固定資産圧縮積立金取崩額 ―

特別償却準備金取崩額 ―

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額(純額)

13,202 2,795 15,998 15,998

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

13,202 2,795 15,998 48,416

平成19年５月20日残高(千円) 57,038 4,240 61,278 8,240,520
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当中間会計期間(自 平成19年11月21日 至 平成20年５月20日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成19年11月20日残高(千円) 2,220,082 2,850,892 586 2,851,478

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当

中間純利益

自己株式の取得

固定資産圧縮積立金取崩額

株主資本以外の項目の 
中間会計期間中の変動額(純額)

中間会計期間中の 
変動額合計(千円)

― ― ― ―

平成20年５月20日残高(千円) 2,220,082 2,850,892 586 2,851,478

株主資本

利益剰余金

自己株式
株主資本 
合計利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計固定資産 

圧縮積立金
別途積立金

繰越利益
剰余金

平成19年11月20日 
残高(千円)

170,300 412,684 2,150,000 610,490 3,343,475 △154,293 8,260,742

中間会計期間中の 
変動額

剰余金の配当 △75,644 △75,644 △75,644

中間純利益 31,861 31,861 31,861

自己株式の取得 △1,203 △1,203

固定資産圧縮 
積立金取崩額

△1,014 1,014 ― ―

株主資本以外の 
項目の中間会計 
期間中の変動額 
(純額)

中間会計期間中の 
変動額合計(千円)

― △1,014 ― △42,768 △43,783 △1,203 △44,986

平成20年５月20日 
残高(千円)

170,300 411,669 2,150,000 567,722 3,399,692 △155,497 8,215,755
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評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

平成19年11月20日残高(千円) 21,650 △9,462 12,188 8,272,930

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 △75,644

中間純利益 31,861

自己株式の取得 △1,203

固定資産圧縮積立金取崩額 ―

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額(純額)

14,598 7,630 22,229 22,229

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

14,598 7,630 22,229 △22,756

平成20年５月20日残高(千円) 36,249 △1,831 34,417 8,250,173
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前事業年度(自 平成18年11月21日 至 平成19年11月20日) 

  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年11月20日残高（千円) 2,220,082 2,850,892 392 2,851,284

事業年度中の変動額

 剰余金の配当

 当期純利益

 自己株式の取得

 自己株式の処分 193 193

 固定資産圧縮積立金取崩額

 特別償却準備金取崩額

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計（千円) ― ― 193 193

平成19年11月20日残高（千円) 2,220,082 2,850,892 586 2,851,478

株主資本

利益剰余金

自己株式
株主資本
合計利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計固定資産 

圧縮積立金
特別償却
準備金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年11月20日 
残高（千円)

170,300 417,579 1,012 2,150,000 460,312 3,199,204 △123,747 8,146,823

事業年度中の 
変動額

 剰余金の配当 △76,197 △76,197 △76,197

 当期純利益 220,467 220,467 220,467

 自己株式の取得 △30,827 △30,827

 自己株式の処分 281 475

 固定資産圧縮 
 積立金取崩額

△4,895 4,895 ― ―

 特別償却準備金 
 取崩額

△1,012 1,012 ― ―

 株主資本以外の 
 項目の事業年度 
 中の変動額 
 （純額）

事業年度中の 
変動額合計 
（千円)

― △4,895 △1,012 ― 150,178 144,270 △30,545 113,918

平成19年11月20日 
残高（千円)

170,300 412,684 ― 2,150,000 610,490 3,343,475 △154,293 8,260,742
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評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

平成18年11月20日残高（千円) 43,835 1,444 45,280 8,192,104

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △76,197

 当期純利益 220,467

 自己株式の取得 △30,827

 自己株式の処分 475

 固定資産圧縮積立金取崩額 ―

 特別償却準備金取崩額 ―

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額（純額）

△22,184 △10,907 △33,091 △33,091

事業年度中の変動額合計（千円) △22,184 △10,907 △33,091 80,826

平成19年11月20日残高（千円) 21,650 △9,462 12,188 8,272,930
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(4) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

(自 平成18年11月21日
至 平成19年５月20日)

当中間会計期間
(自 平成19年11月21日
至 平成20年５月20日)

前事業年度
(自 平成18年11月21日
至 平成19年11月20日)

１ 資産の評価基準及び

評価方法

(1) 有価証券

満期保有目的の債券

 ……償却原価法(定額法)

(1) 有価証券

――――――

(1) 有価証券

満期保有目的の債券

 ……償却原価法(定額法)

子会社株式 

 ……移動平均法による原価法

子会社株式 

 ……同左

子会社株式 

 ……同左

その他有価証券

 時価のあるもの

 ……中間決算日の市場価格等

に基づく時価法

   (評価差額は、全部純資

産直入法により処理し、

売却原価は、移動平均法

により算定)

その他有価証券

 時価のあるもの

 ……同左

その他有価証券

 時価のあるもの

 ……決算日の市場価格等に基

づく時価法

   (評価差額は、全部純資

産直入法により処理し、

売却原価は、移動平均法

により算定)

 時価のないもの

 ……移動平均法による原価法

 時価のないもの 

 ……同左

 時価のないもの

 ……同左

(2) デリバティブ取引

時価法

(2) デリバティブ取引

同左

(2) デリバティブ取引

同左

(3) たな卸資産

商品……先入先出法による原価

法

(3) たな卸資産

商品……同左

(3) たな卸資産

商品……同左

未成工事支出金 

  ……個別法による原価法

未成工事支出金 

  ……同左

未成工事支出金 

  ……同左

２ 固定資産の減価償却

の方法

有形固定資産

建物（建物付属設備は除く）

平成10年３月31日以前に取得し

たもの

旧定率法によっております。

平成10年４月１日以降に取得

したもの

旧定額法によっております。

建物以外

平成19年３月31日以前に取得し

たもの

旧定率法によっております。

平成19年４月１日以降に取得し

たもの

定率法によっております。

また、取得価額が10万円以上20万

円未満の減価償却資産について

は、３年間で均等償却しておりま

す。

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

   建物    ３～50年

（会計方針の変更）

法人税法の改正（「所得税法等の

一部を改正する法律」(平成19年

３月30日 法律第６号）及び「法

人税法施行令の一部を改正する政

令」(平成19年３月30日 政令第83

号)）に伴い、平成19年４月１日

以降に取得したものについては、

改正後の法人税法に基づく方法を

適用しております。

なお、この変更による営業利益、

経常利益、税引前中間純利益に与

える影響は軽微であります。

有形固定資産

定率法。ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物(建物付属

設備を除く)については、定額法

によっております。

また、取得価額が10万円以上20万

円未満の減価償却資産について

は、３年間で均等償却しておりま

す。なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

   建物    ３～50年

（追加情報）

法人税法の改正（「所得税法等の

一部を改正する法律」(平成19年

３月30日 法律第６号）及び「法

人税法施行令の一部を改正する政

令」(平成19年３月30日 政令第83

号)）に伴い、平成19年３月31日

以前に取得したものについては、

償却可能限度額まで償却が終了し

た翌年から５年間で均等償却する

方法によっております。 

当該変更に伴う損益に与える影響

は、軽微であります。

有形固定資産

定率法。ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物(建物付属

設備を除く)については、定額法

によっております。

また、取得価額が10万円以上20万

円未満の減価償却資産について

は、３年間で均等償却しておりま

す。なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

   建物    ３～50年

（会計方針の変更)

法人税法の改正（「所得税法等の

一部を改正する法律」(平成19年

３月30日 法律第６号）及び「法

人税法施行令の一部を改正する政

令」(平成19年３月30日 政令第83

号)）に伴い、平成19年４月１日

以降に取得したものについては、

改正後の法人税法に基づく方法を

適用しております。なお、この変

更による営業利益、経常利益、税

引前当期純利益に与える影響は軽

微であります。
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項目
前中間会計期間

(自 平成18年11月21日
至 平成19年５月20日)

当中間会計期間
(自 平成19年11月21日
至 平成20年５月20日)

前事業年度
(自 平成18年11月21日
至 平成19年11月20日)

無形固定資産

定額法。なお、ソフトウェア(自

社利用分)については、社内にお

ける利用可能期間(５年)に基づく

定額法によっております。

無形固定資産

同左

無形固定資産

同左

投資不動産

建物（建物付属設備は除く）

平成10年３月31日以前に取得し

たもの

旧定率法によっております。

平成10年４月１日以降に取得し

たもの

旧定額法によっております。

建物以外

旧定率法によっております。

また、取得価額が10万円以上20万

円未満の減価償却資産について

は、３年間で均等償却しておりま

す。

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

   建物    ３～50年

投資不動産

定率法。ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物(建物付属

設備を除く)については、定額法

によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

   建物    ３～50年

（追加情報）

法人税法の改正（「所得税法等の

一部を改正する法律」(平成19年

３月30日 法律第６号）及び「法

人税法施行令の一部を改正する政

令」(平成19年３月30日 政令第83

号)）に伴い、平成19年３月31日

以前に取得したものについては、

償却可能限度額まで償却が終了し

た翌年から５年間で均等償却する

方法によっております。 

当該変更に伴う損益に与える影響

は、軽微であります。

投資不動産

定率法。ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物(建物付属

設備を除く)については、定額法

によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

   建物    ３～50年

（会計方針の変更)

法人税法の改正（「所得税法等の

一部を改正する法律」(平成19年

３月30日 法律第６号）及び「法

人税法施行令の一部を改正する政

令」(平成19年３月30日 政令第83

号)）に伴い、平成19年４月１日

以降に取得したものについては、

改正後の法人税法に基づく方法を

適用しております。なお、この変

更による営業利益、経常利益、税

引前当期純利益に与える影響はあ

りません。

３ 引当金の計上基準 貸倒引当金

売上債権等の貸倒による損失に備

えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。

貸倒引当金

同左

貸倒引当金

同左

―――――― ―――――― 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づ

き計上しております。

退職給付引当金(前払年金費用)

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き、当中間会計期間末において発

生していると認められる額を計上

しております。

なお、数理計算上の差異について

は、各事業年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(10年)による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理すること

としております。

退職給付引当金(前払年金費用)

同左

退職給付引当金(前払年金費用)

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き、当事業年度末において発生し

ていると認められる額を計上して

おります。

なお、数理計算上の差異について

は、各事業年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(10年)による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理すること

としております。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく中間会計期間

末要支給額を計上しております。

役員退職慰労引当金

同左

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。
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項目
前中間会計期間

(自 平成18年11月21日
至 平成19年５月20日)

当中間会計期間
(自 平成19年11月21日
至 平成20年５月20日)

前事業年度
(自 平成18年11月21日
至 平成19年11月20日)

４ リース取引の処理方

法

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、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。

同左 同左

５ ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。ただし、振当処理の要件を満

たしている場合は振当処理を採用

しております。

ヘッジ会計の方法

同左

ヘッジ会計の方法

同左

ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段…為替予約取引

ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段…同左

ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段…同左

 ヘッジ対象…外貨建金銭債務及び

外貨建予定取引

 ヘッジ対象…同左  ヘッジ対象…同左

ヘッジ方針

為替に係る相場変動リスクを回避

する目的で、実需の範囲内で対象

取引のヘッジを行っております。

ヘッジ方針

同左

ヘッジ方針

同左

ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象に関する

重要な条件が同一であり、相場変

動を完全に相殺するものと考えら

れるため、ヘッジの有効性の判定

は省略しております。

ヘッジの有効性評価の方法

同左

ヘッジの有効性評価の方法

同左

６ その他の中間財務

諸表(財務諸表)作

成のための基本と

なる重要な事項

消費税等の会計処理

 税抜方式によっております。な

お、仮受消費税等及び仮払消費税

等は、相殺のうえ、流動負債「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

(5) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

(会計処理の変更)

(表示方法の変更)

(追加情報)
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(6) 中間個別財務諸表に関する注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 
(平成19年５月20日)

当中間会計期間末
(平成20年５月20日)

前事業年度末 
(平成19年11月20日)

※１ 有形固定資産減価償却累計額

615,140千円

※１ 有形固定資産減価償却累計額

634,691千円

※１ 有形固定資産減価償却累計額

630,786千円

※２ 投資不動産減価償却累計額

293,630千円

※２ 投資不動産減価償却累計額

303,206千円

※２ 投資不動産減価償却累計額

298,567千円

※３ 当中間会計期間末満期手形の

会計処理方法

当中間会計期間の末日は金融

機関の休日でありますが、満

期日に決済されたものとして

処理しております。

当中間会計期間末満期手形は

以下のとおりであります。

受取手形 232,718千円

※３   ―――――― ※３   ――――――

(中間損益計算書関係)

前中間会計期間
(自 平成18年11月21日
至 平成19年５月20日)

当中間会計期間
(自 平成19年11月21日
至 平成20年５月20日)

前事業年度
(自 平成18年11月21日
至 平成19年11月20日)

※１ 減価償却額

有形固定資産 15,364千円

無形固定資産 418千円

投資不動産 4,883千円

※１ 減価償却額

有形固定資産 16,358千円

無形固定資産 1,011千円

投資不動産 4,638千円

※１ 減価償却額

有形固定資産 33,489千円

無形固定資産 1,410千円

投資不動産 9,821千円

※２ 営業外収益のうち重要なもの

は次のとおりであります。

受取利息 1,774千円

仕入割引 73,774千円

受取賃貸料 29,803千円

※２ 営業外収益のうち重要なもの

は次のとおりであります。

受取利息 3,351千円

仕入割引 67,349千円

受取賃貸料 30,109千円

※２ 営業外収益のうち重要なもの

は次のとおりであります。

受取利息 4,673千円

仕入割引 141,795千円

受取賃貸料 59,699千円

※３ 営業外費用のうち重要なもの

は次のとおりであります。

売上割引 65,438千円

※３ 営業外費用のうち重要なもの

は次のとおりであります。

売上割引 58,194千円

※３ 営業外費用のうち重要なもの

は次のとおりであります。

売上割引 127,544千円
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前中間会計期間末(平成19年５月20日) 

※当中間会計期間に係る「中間株主資本等変動計算書関係」(「自己株式に関する事項」は除く。)に

ついては、中間連結財務諸表における注記事項として記載しております。 

  

  

   
(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は次の通りであります。 

 
減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 
  

当中間会計期間末(平成20年５月20日) 

  

   
(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は次の通りであります。 

 
  

前事業年度(平成19年11月20日) 

   
(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 
減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 
  

(中間株主資本等変動計算書関係)

  自己株式に関する事項

株式の種類 前期末株式数 増加 減少 当中間期末株式数

普通株式(株) 487,200 65,996 229 552,967

取締役会決議による市場買付 60,000株

単元未満株式の買取りによる増加 5,996株

単元未満株式の買増請求による減少 229株

  自己株式に関する事項

株式の種類 前期末株式数 増加 減少 当中間期末株式数

普通株式(株) 556,330 3,382 ― 559,712

単元未満株式の買取りによる増加 3,382株

  自己株式に関する事項

株式の種類 前期末株式数 増加 減少 当期末株式数

普通株式（株) 487,200 70,149 1,019 556,330

取締役会決議による市場買付 60,000株

単元未満株式の買取りによる増加 10,149株

単元未満株式の買増請求による減少 1,019株
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(リース取引関係)

前中間会計期間
(自 平成18年11月21日
至 平成19年５月20日)

当中間会計期間
(自 平成19年11月21日
至 平成20年５月20日)

前事業年度
(自 平成18年11月21日
至 平成19年11月20日)

 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

有形 
固定資産 

その他(千円)

無形 
固定資産 
(千円)

合計 
(千円)

取得価額 
相当額

219,744 55,060 274,804

減価償却 
累計額相当額

181,106 30,978 212,084

中間期末残高 
相当額

38,637 24,081 62,719

 (注) 取得価額相当額の算定は、

有形固定資産の中間期末残

高等に占める未経過リース

料中間期末残高の割合が低

いため、支払利子込み法に

よっております。

 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

有形 
固定資産 

その他(千円)

無形 
固定資産 
(千円)

合計 
(千円)

取得価額 
相当額

219,744 59,647 279,391

減価償却 
累計額相当額

218,478 41,900 260,378

中間期末残高 
相当額

1,265 17,746 19,012

同左
 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

有形 
固定資産 

その他(千円)

無形 
固定資産 
(千円)

合計 
(千円)

取得価額 
相当額

219,744 55,060 274,804

減価償却 
累計額相当額

203,011 36,484 239,496

期末残高 
相当額

16,732 18,575 35,308

 (注) 取得価額相当額の算定は、

有形固定資産の期末残高等

に占める未経過リース料期

末残高の割合が低いため、

支払利子込み法によってお

ります。

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 48,064千円

１年超 14,655千円

計 62,719千円

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 11,658千円

１年超 7,354千円

計 19,012千円

② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 26,613千円

１年超 8,694千円

計 35,308千円

 (注) 未経過リース料中間期末残

高相当額の算定は、有形固

定資産の中間期末残高等に

占める未経過リース料中間

期末残高の割合が低いた

め、支払利子込み法によっ

ております。

同左  (注) 未経過リース料期末残高相

当額の算定は、有形固定資

産の期末残高等に占める未

経過リース料期末残高の割

合が低いため、支払利子込

み法によっております。

③ 当中間期の支払リース料及び減

価償却費相当額

支払リース料 27,411千円

減価償却費相当額 27,411千円

③ 当中間期の支払リース料及び減

価償却費相当額

支払リース料 21,111千円

減価償却費相当額 21,111千円

③ 当期の支払リース料及び減価償

却費相当額

支払リース料 54,822千円

減価償却費相当額 54,822千円

④ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。

④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

④ 減価償却費相当額の算定方法

同左
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前中間会計期間末(平成19年５月20日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当中間会計期間末(平成20年５月20日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

前事業年度末(平成19年11月20日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

前中間会計期間(自 平成18年11月21日 至 平成19年５月20日) 

該当事項はありません。 

  

当中間会計期間(自 平成19年11月21日 至 平成20年５月20日) 

該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成18年11月21日 至 平成19年11月20日) 

該当事項はありません。 

  

(有価証券関係)

(企業結合等関係)
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(注) 算定上の基礎 

(1) １株当たり純資産額 

  

 
  

(2) １株当たり中間(当期)純利益 

  

 
  

該当事項はありません。 

  
  

  

以上 

(１株当たり情報)

項目
前中間会計期間

(自 平成18年11月21日
至 平成19年５月20日)

当中間会計期間
(自 平成19年11月21日
至 平成20年５月20日)

前事業年度
(自 平成18年11月21日
至 平成19年11月20日)

１株当たり純資産額 871円20銭 872円84銭 874円93銭

１株当たり中間(当期) 
純利益

14円50銭 3円37銭 23円28銭

潜在株式調整後 

１株当たり中間(当期) 

純利益

潜在株式がないため、記載

しておりません。

潜在株式がないため、記載

しておりません。

潜在株式がないため、記載

しておりません。

項目
前中間会計期間末
(平成19年５月20日)

当中間会計期間末
(平成20年５月20日)

前事業年度末 
(平成19年11月20日)

中間(当期)貸借対照表の純資産の部合
計額(千円)

8,240,520 8,250,173 8,272,930

普通株式に係る純資産額(千円) 8,240,520 8,250,173 8,272,930

中間(当期)貸借対照表の純資産の部の
合計額と１株当たり純資産額の算定に
用いられた普通株式に係る中間会計期
間末の純資産額との差額(千円)

― ― ―

普通株式の発行済株式数(千株) 10,011 10,011 10,011

普通株式の自己株式数(千株) 552 559 556

１株当たり純資産の算定に用いられた
普通株式の数(千株)

9,458 9,452 9,455

項目
前中間会計期間

(自 平成18年11月21日
至 平成19年５月20日)

当中間会計期間
(自 平成19年11月21日
至 平成20年５月20日)

前事業年度
(自 平成18年11月21日
至 平成19年11月20日)

中間損益計算書上の中間(当期) 
純利益(千円)

137,431 31,861 220,467

普通株式に係る中間(当期)純利益
(千円)

137,431 31,861 220,467

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 9,479 9,454 9,468

(重要な後発事象)
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