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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第59期

第１四半期
連結累計期間

第60期
第１四半期
連結累計期間

第59期

会計期間
自 平成28年11月21日
至 平成29年２月20日

自 平成29年11月21日
至 平成30年２月20日

自 平成28年11月21日
至 平成29年11月20日

売上高 (千円) 13,418,241 14,147,461 55,704,376

経常利益 (千円) 147,452 203,985 888,445

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 83,081 124,591 542,786

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 117,560 184,701 700,475

純資産額 (千円) 10,479,432 11,061,361 11,062,328

総資産額 (千円) 23,915,846 25,140,850 25,084,996

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 8.95 13.43 58.50

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) － － －

自己資本比率 (％) 43.8 44.0 44.1
 

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）において営まれている事業の内容に重

要な変更はありません。

 また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間（平成29年11月21日～平成30年２月20日）におけるわが国経済は、企業収益、雇用

情勢及び所得環境の改善が続く中、緩やかな回復基調で推移したものの、海外において懸念される地政学的リス

クや金融市場の動向など、国内景気に影響を与えかねない不安定な状況が続きました。

　当住宅関連業界におきましては、低水準の住宅ローン金利や政府による継続的な住宅取得支援策などの影響に

より、当社の主たる市場である持家住宅及び分譲一戸建て住宅は堅調な推移となったものの、マンションや貸家

の減少により、新設住宅着工戸数は弱含みで推移しました。

　このような状況のもと、当社グループは、地域の優良企業、住宅メーカー、ホームセンターなどの新規取引先

開拓の推進や工事売上の拡大、新築住宅及びリフォーム需要に対応したキッチン・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１四半期連結累計期間の売上高につきましては、141億47百万円（前年同四半期は134億18百万

円）となりました。営業利益につきましては、１億78百万円（前年同四半期は１億24百万円）、経常利益は２億

３百万円（前年同四半期は１億47百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益は１億24百万円（前年同四半期

は83百万円）となりました。
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(2) 財政状態の分析

（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55百万円増加し、251億40百万円とな

りました。これは主に現金及び預金２億90百万円及び商品１億23百万円の増加に対し受取手形及び売掛金３億95

百万円の減少によるものです。

（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56百万円増加し、140億79百万円とな

りました。これは主に支払手形及び買掛金１億12百万円及び電子記録債務１億76百万円の増加に対し未払法人税

等１億98百万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０百万円減少し、110億61百万円と

なりました。これは主に利益剰余金60百万円の減少に対しその他有価証券評価差額金57百万円の増加によるもの

です。

 

(3) 経営方針・経営戦略等

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更は

ありません。

 
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新

たに生じた課題はありません。

 

(5) 研究開発活動

特記事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 32,000,000

計 32,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成30年２月20日)

提出日現在
発行数(株)

(平成30年４月４日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 10,011,841 10,011,841
東京証券取引所
市場第二部

単元株式数
100株

計 10,011,841 10,011,841 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成30年２月20日 ― 10,011,841 ― 2,220,082 ― 2,850,892
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成30年２月20日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 733,100
 

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

9,265,000
92,650 ―

単元未満株式
普通株式

13,741
― ―

発行済株式総数 10,011,841 ― ―

総株主の議決権 ― 92,650 ―
 

(注) １　「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式42株及び証券保管振替機構名義の株式21株が含まれており

ます。

２　当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日(平成29年11月20日)に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

 

② 【自己株式等】

   平成30年２月20日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有

株式数の割合(％)

(自己保有株式)
北恵株式会社

大阪市中央区南本町
３丁目６―14

（イトウビル）
733,100 ― 733,100 7.32

計 ― 733,100 ― 733,100 7.32
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成29年11月21日から平成

30年２月20日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成29年11月21日から平成30年２月20日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成29年11月20日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年２月20日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 8,906,043 9,196,122

  受取手形及び売掛金 10,758,431 10,362,628

  商品 632,819 756,297

  未成工事支出金 852,144 852,595

  その他 135,566 107,367

  貸倒引当金 △13,670 △13,030

  流動資産合計 21,271,334 21,261,982

 固定資産   

  有形固定資産 1,641,649 1,639,023

  無形固定資産 114,352 103,138

  投資その他の資産   

   その他 2,102,133 2,182,071

   貸倒引当金 △44,473 △45,364

   投資その他の資産合計 2,057,660 2,136,706

  固定資産合計 3,813,662 3,878,868

 資産合計 25,084,996 25,140,850

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 8,634,558 8,747,088

  電子記録債務 3,032,329 3,208,850

  未払法人税等 256,605 57,779

  賞与引当金 － 142,491

  役員賞与引当金 17,500 －

  その他 733,645 547,838

  流動負債合計 12,674,640 12,704,048

 固定負債   

  役員退職慰労引当金 210,090 213,920

  退職給付に係る負債 163,357 148,123

  資産除去債務 16,436 16,461

  その他 958,142 996,935

  固定負債合計 1,348,027 1,375,440

 負債合計 14,022,668 14,079,488
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成29年11月20日)
当第１四半期連結会計期間

(平成30年２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 5,819,218 5,758,236

  自己株式 △205,736 △205,830

  株主資本合計 10,684,973 10,623,897

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 432,842 490,159

  退職給付に係る調整累計額 △55,486 △52,695

  その他の包括利益累計額合計 377,355 437,464

 純資産合計 11,062,328 11,061,361

負債純資産合計 25,084,996 25,140,850
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(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28年11月21日
　至 平成29年２月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年11月21日
　至 平成30年２月20日)

売上高 13,418,241 14,147,461

売上原価 12,159,731 12,802,266

売上総利益 1,258,510 1,345,195

販売費及び一般管理費 1,134,404 1,166,361

営業利益 124,105 178,834

営業外収益   

 受取利息 1,030 387

 受取配当金 2,788 3,076

 仕入割引 31,129 31,903

 受取賃貸料 7,175 7,175

 その他 6,121 4,689

 営業外収益合計 48,246 47,232

営業外費用   

 売上割引 22,310 18,859

 不動産賃貸原価 1,534 1,623

 その他 1,054 1,597

 営業外費用合計 24,899 22,080

経常利益 147,452 203,985

税金等調整前四半期純利益 147,452 203,985

法人税、住民税及び事業税 43,610 45,758

法人税等調整額 20,759 33,635

法人税等合計 64,370 79,394

四半期純利益 83,081 124,591

親会社株主に帰属する四半期純利益 83,081 124,591
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【四半期連結包括利益計算書】

【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28年11月21日
　至 平成29年２月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年11月21日
　至 平成30年２月20日)

四半期純利益 83,081 124,591

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 31,184 57,317

 退職給付に係る調整額 3,294 2,791

 その他の包括利益合計 34,478 60,109

四半期包括利益 117,560 184,701

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 117,560 184,701

 非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

(追加情報)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年11月21日 至 平成30年２月20日)

　 　（賞与引当金）

前連結会計年度においては、従業員への賞与支払額が確定していたため、前連結会計年度に属する額を

未払費用299,852千円（流動負債のその他）として計上しておりましたが、当第１四半期連結会計期間にお

いては、四半期連結財務諸表作成時に従業員への賞与支払額が確定していないため、支給見込額のうち当

第１四半期連結会計期間に属する額を賞与引当金として計上しております。
 

 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

前第１四半期連結累計期間
(自　平成28年11月21日
　至　平成29年２月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成29年11月21日
　至　平成30年２月20日)

 

減価償却費 23,894千円
 

 

減価償却費 24,005千円
 

 

 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 平成28年11月21日 至 平成29年２月20日)

１．配当金支払額

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 配当の原資

平成29年２月17日
定時株主総会

普通株式 129,902 14.00 平成28年11月20日 平成29年２月20日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

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29年11月21日 至 平成30年２月20日)

１．配当金支払額

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 配当の原資

平成30年２月16日
定時株主総会

普通株式 185,573 20.00 平成29年11月20日 平成30年２月19日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成28年11月21日　至 平成29年２月20日)

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。

 

当第１四半期連結累計期間(自 平成29年11月21日　至 平成30年２月20日)

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。

 

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年11月21日
至 平成29年２月20日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年11月21日
至 平成30年２月20日)

   １株当たり四半期純利益金額 ８円95銭 13円43銭

    (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 83,081 124,591

   普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益金額(千円)

83,081 124,591

   普通株式の期中平均株式数(千株) 9,278 9,278
 

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成30年４月４日

北恵株式会社

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　梅　　原　　　 隆 　　　㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　守　　谷　　義　　広　　㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている北恵株式会

社の平成２９年１１月２１日から平成３０年１１月２０日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成２９年１

１月２１日から平成３０年２月２０日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成２９年１１月２１日から平成３０年２月

２０日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利

益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、北恵株式会社及び連結子会社の平成３０年２月２０日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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