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(百万円未満切捨て)
１．2021年11月期の業績（2020年11月21日～2021年11月20日）
（１）経営成績 (％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年11月期 57,225 7.9 811 35.6 920 27.5 644 △11.6

2020年11月期 53,027 △4.5 598 △27.8 721 △23.1 728 25.7
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2021年11月期 69.42 － 5.3 3.5 1.4

2020年11月期 78.54 － 6.2 2.8 1.1
(参考) 持分法投資損益 2021年11月期 －百万円 2020年11月期 －百万円

（２）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

2021年11月期 27,381 12,400 45.3 1,336.51

2020年11月期 25,396 11,982 47.2 1,291.41
(参考) 自己資本 2021年11月期 12,400百万円 2020年11月期 11,982百万円
　

（３）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

2021年11月期 △92 324 △231 10,321

2020年11月期 － － － －
　

(注)当社は、2020年11月期は連結業績を開示しておりましたが、2021年11月期より非連結での業績開示としておりま
す。そのため、2020年11月期のキャッシュ・フローの状況については、記載しておりません。

　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
純資産
配当率第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 百万円 ％ ％

2020年11月期 － 0.00 － 25.00 25.00 231 31.8 2.0

2021年11月期 － 0.00 － 24.00 24.00 222 34.6 1.8

2022年11月期(予想) － 0.00 － 21.00 21.00 34.8
　

詳細は、本日公表の「剰余金の配当に関するお知らせ」をご覧ください。
(注) 当社は、2020年11月期は連結業績を開示しておりましたが、2021年11月期より非連結での業績開示となるため、
2020年11月期の配当性向及び純資産配当率は、非連結での業績を基に算出し比較情報として記載しております。

３．2022年11月期の業績予想（2021年11月21日～2022年11月20日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 28,000 － 420 － 469 － 286 － 30.82

通期 58,000 － 815 － 923 － 560 － 60.36
　

(注) 2022年11月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日)等を適用する
ため、上記の業績予想は当該会計基準適用後の金額となっており、対前期及び対前年同四半期増減率は記載しており
ません。

　　



※ 注記事項
（１）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
　

（２）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) 2021年11月期 10,011,841 株 2020年11月期 10,011,841 株

② 期末自己株式数 2021年11月期 733,741 株 2020年11月期 733,615 株

③ 期中平均株式数 2021年11月期 9,278,185 株 2020年11月期 9,278,260 株
　

　　

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です
　

※ 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３ページ「１．経営成績等の概況 （４）今後の見通し」をご覧くださ
い。
・機関投資家及びアナリスト向けの決算説明会につきましては、2022年１月28日（金）に実開催を予定しておりま
すが、新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、参加者の皆様ならびに関係者の健康と安全を考慮し、中止
とさせていただく場合があります。その場合は、当社ホームページにてお知らせいたします。
　また、決算説明会（機関投資家及びアナリスト向け）開催の都度配布しております決算説明資料につきまして
は、１月下旬に当社ホームページに掲載する予定です。

（決算補足説明資料の入手方法について）
決算補足説明資料はTDnetで同日開示しております。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当社は、2021年５月11日付「完全子会社の吸収合併（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ」にて公表しま

したとおり、2021年８月21日付で連結子会社であった福住株式会社を吸収合併いたしました。これにより、2021

年11月期第４四半期累計期間より、従来連結で行っておりました開示を非連結での開示に変更いたしました。

当事業年度（2020年11月21日～2021年11月20日）におけるわが国経済は、新型コロナウイルスの感染拡大が収

まらず、一部地域では度重なる緊急事態宣言等の発出・延長もあり、企業や個人の活動に制約が生じる状況が続

きました。また秋口には、国民へのワクチン接種が進んだことにより、感染状況にも改善傾向がみられ、緊急事

態宣言等の解除とともに経済活動が活発化しはじめたものの、足元では感染力の強い新たな変異株が見つかるな

ど、引き続き予断を許さない状況が続いております。

当住宅関連業界におきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によって生じた雇用・所得環境に対す

る先行き懸念がある一方で、政府などによる各種の住宅取得支援策の継続や、テレワーク等の普及に伴う住環境

改善のニーズもあり、リフォーム需要や新設住宅着工戸数は持ち直しの傾向が見られました。しかしながら、ウ

ッドショックと称される海外での木材需要の高まりに端を発しての国内での木材の供給不足や価格高騰に加え、

東南アジア諸国などのロックダウンに伴う部品の供給遅れによる住宅設備機器の納期遅延が発生するなど、混迷

をきたす状況となりました。

このような状況のもと、当社は、既存取引先との関係強化を軸として、ビルダー、住宅メーカー、リフォー

ム・リノベーション専業店、ホームセンターなどの新規取引先の開拓や、工事機能のさらなる充実により、外壁

工事・住設工事などの工事売上の拡大や非住宅市場の開拓を推進するとともに、環境・省エネをテーマとした太

陽光発電システムや蓄電池などの住宅設備機器の拡販やオリジナル商品の開発及び販売強化に注力し、業績の向

上に努めてまいりました。

その結果、当事業年度の売上高につきましては、過去最高となる572億25百万円（前年同期は530億27百万円）

となり、営業利益につきましては、８億11百万円（前年同期は５億98百万円）、経常利益につきましては、９億

20百万円（前年同期は７億21百万円）、当期純利益につきましては、６億44百万円（前年同期は７億28百万円）

となりました。なお、前事業年度の当期純利益におきまして、第１四半期に発生した収用補償金１億16百万円及

び第４四半期に発生した投資有価証券売却益２億82百万円を特別利益として計上しております。

（２）当期の財政状態の概況

資産につきましては、前事業年度末に比べて19億85百万円増加し、273億81百万円となりました。これは主に、

売掛金20億84百万円の増加によるものです。

負債につきましては、前事業年度末に比べて15億66百万円増加し、149億81百万円となりました。これは主に、

支払手形３億85百万円、電子記録債務６億38百万円及び、買掛金５億64百万円の増加によるものです。

純資産につきましては、前事業年度末に比べて４億18百万円増加し、124億円となりました。これは主に、利益

剰余金４億12百万円の増加によるものです。
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（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ９百万円増加し、

103億21百万円となりました。

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は、92百万円となりました。これは主に、仕入債務の増加額15億19百万円及び、

税金等調整前当期純利益９億45百万円の増加要因に対して、当事業年度末日が金融機関の休日のため、入金が翌

営業日になったこと等による売上債権の増加額21億80百万円及び、法人税等の支払額４億12百万円の減少要因に

よるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果得られた資金は、３億24百万円となりました。これは主に、投資有価証券の償還による収入４

億円の増加要因に対して、有形・無形固定資産の取得による支出74百万円の減少要因によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は、２億31百万円となりました。これは主に、配当金の支払によるものです。

（４）今後の見通し

今後の見通しにつきましては、ワクチン接種の普及等に伴う経済活動の再開が期待されるものの、依然として

変異株による感染の再拡大や世界的な物価の上昇など、予断を許さない状況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、緩和的な金融環境が継続する中、政府による住宅購入のための支援策などが

実施される一方で、引き続き建築資材の価格高騰や納期遅延などが懸念され、先行きは不透明な状況が続くもの

と予想されます。

当社といたしましては、このような状況を十分認識し、引き続き地域の有力販売店やビルダー、住宅メーカー、

ホームセンター、非住宅分野などの新規取引先の開拓とともに、既存取引先との関係強化、工事機能のさらなる

充実による外壁工事や住設工事などの工事売上の拡大、環境、省エネをテーマとした住宅設備機器やオリジナル

商品の拡販などに注力し、業績の向上に努めてまいります。

次期の見通しにつきましては、売上高580億円、営業利益８億15百万円、経常利益９億23百万円、当期純利益５

億60百万円を見込んでおります。

（５）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は配当については、株主各位に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置付け、安定した配当を

継続しつつ、当社を取り巻く経営環境及び財務状況等を勘案の上、業績に応じた利益還元を行っていくことを基

本方針としております。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、配当性向35

％を目途としておりますが、非経常的な要因により、当期純利益が変動する場合等においては、その影響を考慮

し配当額を決定いたします。内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えとしております。

当社の剰余金の配当は、中間配当制度はあるものの、事務手続きやコストの負担等を考慮し、現在のところ年

１回の期末配当を基本的な方針としております。

配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記の基本方針に基づき、普通配当として１株当たり24円を予定

しております。

詳細につきましては、本日（2021年12月28日）公表の「剰余金の配当に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、次期の配当につきましては、１株当たり21円を予定しております。

※ 当社は会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨、定款に定めております。
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２．企業集団の状況

（１）事業の概況

当社は、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並び

にこれらの付帯業務を行っております。

　当社の事業系統図を示すと次のとおりであります。

(注) 当事業年度末において、非連結子会社及び持分法適用会社はありません。

（２）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、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、サイディング

合板 ラワン合板、針葉樹合板

木材製品 木材構造材、木材造作材、フローリング

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、トイレ、
空調機器、燃焼機器、太陽光発電パネル

施工付販売
外壁工事、住設工事、屋根工事、構造躯体工事、内装工事、サッシ工事、
太陽光発電システム

その他 サッシ、エクステリア、化成品、建築金物、建築道具
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３．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社は、財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で財務諸表を作成す

る方針であります。

　なお、ＩＦＲＳの適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。

　



北恵株式会社(9872) 2021年11月期 決算短信

6

４．財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2020年11月20日)

当事業年度
(2021年11月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,311,770 10,321,361

受取手形 685,220 554,619

電子記録債権 1,154,093 1,462,404

売掛金 7,860,722 9,945,027

商品 645,605 669,300

未成工事支出金 805,530 897,829

貯蔵品 1,432 1,259

前渡金 33 5,535

前払費用 749 645

その他 24,149 34,575

貸倒引当金 △2,898 △5,199

流動資産合計 21,486,408 23,887,358

固定資産

有形固定資産

建物 758,119 776,442

減価償却累計額 △514,239 △532,577

建物（純額） 243,879 243,865

構築物 38,970 40,678

減価償却累計額 △29,807 △32,325

構築物（純額） 9,163 8,353

機械及び装置 63,057 63,057

減価償却累計額 △10,999 △22,913

機械及び装置（純額） 52,058 40,144

車両運搬具 20,843 19,495

減価償却累計額 △15,352 △14,785

車両運搬具（純額） 5,490 4,709

工具、器具及び備品 352,319 369,302

減価償却累計額 △234,065 △283,038

工具、器具及び備品（純額） 118,253 86,263

土地 1,320,529 1,320,529

リース資産 7,754 7,754

減価償却累計額 △2,583 △4,299

リース資産（純額） 5,171 3,455

有形固定資産合計 1,754,546 1,707,321

無形固定資産

ソフトウエア 60,947 63,051

その他 946 3,594

無形固定資産合計 61,894 66,646
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年11月20日)

当事業年度
(2021年11月20日)

投資その他の資産

投資有価証券 1,115,910 725,214

関係会社株式 0 －

出資金 10 120

従業員に対する長期貸付金 2,015 2,763

破産更生債権等 7,663 54,280

長期前払費用 6,829 5,590

差入保証金 113,906 112,023

敷金 135,530 146,607

保険積立金 182,278 193,674

投資不動産 518,731 516,035

その他 18,491 18,154

貸倒引当金 △7,764 △54,280

投資その他の資産合計 2,093,601 1,720,183

固定資産合計 3,910,042 3,494,151

資産合計 25,396,451 27,381,510
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年11月20日)

当事業年度
(2021年11月20日)

負債の部

流動負債

支払手形 3,072,414 3,458,203

電子記録債務 2,993,769 3,632,311

買掛金 5,245,665 5,810,627

リース債務 1,853 1,853

未払金 307,932 329,388

未払費用 308,635 340,250

未払法人税等 252,308 163,152

未払消費税等 74,610 125,473

未成工事受入金 82,513 102,083

前受金 58,637 26,989

預り金 422 701

役員賞与引当金 17,000 19,500

その他 － 368

流動負債合計 12,415,765 14,010,903

固定負債

リース債務 3,774 1,921

繰延税金負債 57,348 37,929

役員退職慰労引当金 256,500 274,430

退職給付引当金 83,520 94,101

資産除去債務 16,731 16,831

長期預り保証金 571,336 535,680

その他 9,473 9,443

固定負債合計 998,684 970,337

負債合計 13,414,449 14,981,240

純資産の部

株主資本

資本金 2,220,082 2,220,082

資本剰余金

資本準備金 2,850,892 2,850,892

その他資本剰余金 535 535

資本剰余金合計 2,851,427 2,851,427

利益剰余金

利益準備金 170,300 170,300

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 455,051 454,678

別途積立金 2,150,000 2,150,000

繰越利益剰余金 4,195,107 4,607,637

利益剰余金合計 6,970,458 7,382,616

自己株式 △206,196 △206,321

株主資本合計 11,835,772 12,247,804

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 146,229 152,465

評価・換算差額等合計 146,229 152,465

純資産合計 11,982,001 12,400,270

負債純資産合計 25,396,451 27,381,510
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 2019年11月21日
　至 2020年11月20日)

当事業年度
(自 2020年11月21日
　至 2021年11月20日)

売上高

商品売上高 33,723,946 36,738,535

完成工事高 19,303,483 20,486,987

売上高合計 53,027,429 57,225,522

売上原価

商品売上原価

商品期首たな卸高 549,824 645,605

当期商品仕入高 30,363,415 32,938,988

合併による商品受入高 － 6,000

合計 30,913,240 33,590,595

商品期末たな卸高 645,605 669,300

商品売上原価 30,267,634 32,921,294

完成工事原価 17,494,929 18,576,494

売上原価合計 47,762,563 51,497,789

売上総利益 5,264,866 5,727,732

販売費及び一般管理費 4,666,679 4,916,620

営業利益 598,186 811,112

営業外収益

受取利息 353 223

有価証券利息 2,491 2,302

受取配当金 22,053 9,101

仕入割引 116,832 121,697

受取賃貸料 28,301 27,188

その他 25,677 22,111

営業外収益合計 195,709 182,625

営業外費用

支払利息 29 5

売上割引 65,226 64,522

不動産賃貸原価 6,244 7,322

その他 815 1,822

営業外費用合計 72,316 73,672

経常利益 721,579 920,064

特別利益

抱合せ株式消滅差益 － 25,254

投資有価証券売却益 282,369 －

収用補償金 116,494 －

特別利益合計 398,864 25,254

特別損失

投資有価証券売却損 2,683 －

特別損失合計 2,683 －

税引前当期純利益 1,117,760 945,319

法人税、住民税及び事業税 386,822 323,561

法人税等調整額 2,210 △22,355

法人税等合計 389,032 301,206

当期純利益 728,728 644,112
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　完成工事原価明細書

前事業年度
(自 2019年11月21日
　至 2020年11月20日)

当事業年度
(自 2020年11月21日
　至 2021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
(％)

Ⅰ 材料費 9,764,612 56.1 10,790,683 57.8

Ⅱ 外注費 7,648,212 43.9 7,878,109 42.2

　 当期総工事原価 17,412,824 100.0 18,668,793 100.0

　 期首未成工事支出金 887,635 805,530

　 合計 18,300,459 19,474,324

　 期末未成工事支出金 805,530 897,829

　 当期完成工事原価 17,494,929 18,576,494

（注） 原価計算の方法は個別原価計算によっております。
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（３）株主資本等変動計算書

　前事業年度(自 2019年11月21日 至 2020年11月20日)

(単位：千円)

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

当期首残高 2,220,082 2,850,892 535 2,851,427

当期変動額

剰余金の配当

当期純利益

自己株式の取得

固定資産圧縮積立金の

取崩

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － － －

当期末残高 2,220,082 2,850,892 535 2,851,427

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

当期首残高 170,300 455,452 2,150,000 3,670,100 6,445,853 △206,103 11,311,259

当期変動額

剰余金の配当 △204,123 △204,123 △204,123

当期純利益 728,728 728,728 728,728

自己株式の取得 △92 △92

固定資産圧縮積立金の

取崩
△401 401 － －

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 － △401 － 525,006 524,605 △92 524,512

当期末残高 170,300 455,051 2,150,000 4,195,107 6,970,458 △206,196 11,835,772

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券

評価差額金

評価・換算差額

等合計

当期首残高 374,914 374,914 11,686,174

当期変動額

剰余金の配当 △204,123

当期純利益 728,728

自己株式の取得 △92

固定資産圧縮積立金の

取崩
－

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
△228,685 △228,685 △228,685

当期変動額合計 △228,685 △228,685 295,826

当期末残高 146,229 146,229 11,982,001
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　当事業年度(自 2020年11月21日 至 2021年11月20日)

(単位：千円)

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

当期首残高 2,220,082 2,850,892 535 2,851,427

当期変動額

剰余金の配当

当期純利益

自己株式の取得

固定資産圧縮積立金の

取崩

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － － －

当期末残高 2,220,082 2,850,892 535 2,851,427

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

当期首残高 170,300 455,051 2,150,000 4,195,107 6,970,458 △206,196 11,835,772

当期変動額

剰余金の配当 △231,955 △231,955 △231,955

当期純利益 644,112 644,112 644,112

自己株式の取得 △124 △124

固定資産圧縮積立金の

取崩
△372 372 － －

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 － △372 － 412,529 412,157 △124 412,032

当期末残高 170,300 454,678 2,150,000 4,607,637 7,382,616 △206,321 12,247,804

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券

評価差額金

評価・換算差額

等合計

当期首残高 146,229 146,229 11,982,001

当期変動額

剰余金の配当 △231,955

当期純利益 644,112

自己株式の取得 △124

固定資産圧縮積立金の

取崩
－

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
6,236 6,236 6,236

当期変動額合計 6,236 6,236 418,268

当期末残高 152,465 152,465 12,400,270
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（４）キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
当事業年度

(自 2020年11月21日
　至 2021年11月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 945,319

減価償却費 119,785

抱合せ株式消滅差損益（△は益） △25,254

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,581

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 17,930

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,317

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 2,500

受取利息及び受取配当金 △11,626

売上債権の増減額（△は増加） △2,180,573

たな卸資産の増減額（△は増加） △109,820

仕入債務の増減額（△は減少） 1,519,606

その他 30,684

小計 307,813

利息及び配当金の受取額 12,197

法人税等の支払額 △412,796

営業活動によるキャッシュ・フロー △92,784

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △54,575

無形固定資産の取得による支出 △20,320

投資有価証券の取得による支出 △297

投資有価証券の償還による収入 400,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 324,806

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の増減額（△は増加） △124

配当金の支払額 △231,006

財務活動によるキャッシュ・フロー △231,131

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 883

現金及び現金同等物の期首残高 10,311,770

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 8,707

現金及び現金同等物の期末残高 10,321,361
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（５）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。

(企業結合等関係)

(共通支配下の取引等)

　当社は、2021年５月11日開催の取締役会において、当社の連結子会社である福住株式会社を吸収合併（以下、

「本合併」という。）することを決議し、2021年８月21日付で吸収合併いたしました。

(1) 取引の概要

① 結合当事企業の名称及び事業の内容

結合当事企業の名称 福住株式会社

事業の内容 住宅設備機器・各種建築資材の販売

② 企業結合日

2021年８月21日

③ 企業結合の法定形式

当社を存続会社、福住株式会社を消滅会社とする吸収合併方式であります。

④ 結合後企業の名称

北恵株式会社

⑤ その他取引の概要に関する事項

経営資源の集約、業務の効率化等を目的とし福住株式会社を吸収合併いたしました。

(2) 実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 2019年１月16日）及び「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 2019年１月16日）に基づき共通支

配下の取引として処理しております。
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(セグメント情報等)

(セグメント情報)

　当社は、2020年11月期は連結業績を開示しておりましたが、当事業年度より非連結での業績を開示しておりま

す。そのため、前事業年度のセグメント情報は記載しておりません。

　当事業年度(自 2020年11月21日 至 2021年11月20日)

当社は、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。

（関連情報）

　当事業年度(自 2020年11月21日 至 2021年11月20日)

１ 製品及びサービスごとの情報

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における外部顧客への

売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産が、貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し

ております。

３ 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める外部顧客がいないため、記載すべき事

項はありません。

（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

　当事業年度(自 2020年11月21日 至 2021年11月20日)

該当事項はありません。

（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

　当事業年度(自 2020年11月21日 至 2021年11月20日)

該当事項はありません。

（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

　当事業年度(自 2020年11月21日 至 2021年11月20日)

該当事項はありません。
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(持分法損益等)

該当事項はありません。

(１株当たり情報)

項目
前事業年度

(自 2019年11月21日
至 2020年11月20日)

当事業年度
(自 2020年11月21日
至 2021年11月20日)

１株当たり純資産額 1,291円41銭 1,336円51銭

１株当たり当期純利益金額 78円54銭 69円42銭

　
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

項目
前事業年度

(自 2019年11月21日
至 2020年11月20日)

当事業年度
(自 2020年11月21日
至 2021年11月20日)

当期純利益(千円) 728,728 644,112

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 728,728 644,112

普通株式の期中平均株式数(千株) 9,278 9,278

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　


