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1. 2021年3月期第1四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年6月30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 ％

2021年3月期第1四半期 3,021 △19.7 △140 ― △108 ― △81 ―

2020年3月期第1四半期 3,762 △11.8 5 △94.5 26 △77.1 △2 ―

（注）包括利益 2021年3月期第1四半期　　△20百万円 （―％） 2020年3月期第1四半期　　△21百万円 （―％）

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

2021年3月期第1四半期 △4.41 ―

2020年3月期第1四半期 △0.11 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2021年3月期第1四半期 16,143 8,814 54.6

2020年3月期 16,870 8,928 52.9

（参考）自己資本 2021年3月期第1四半期 8,814百万円 2020年3月期 8,928百万円

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

2020年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00

2021年3月期 ―

2021年3月期（予想） 0.00 ― ― ―

（注）2021年３月期の配当予想につきましては、現時点では未定としております。

3. 2021年 3月期の連結業績予想（2020年 4月 1日～2021年 3月31日）

　今後の見通しにつきましては、現時点での新型コロナウィルス感染症拡大が当社の事業活動及び経営成績に与える影響を合理的に算定できないため、
未定といたします。今後、合理的な予想が可能となった時点で速やかに開示いたします。



※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

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） 2021年3月期1Q 23,818,257 株 2020年3月期 23,818,257 株

② 期末自己株式数 2021年3月期1Q 5,227,945 株 2020年3月期 5,227,945 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期1Q 18,590,312 株 2020年3月期1Q 18,590,826 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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

　今後の見通しにつきましては、現時点での新型コロナウィルス感染症拡大が当社の事業活動及び経営成績に与える影響を合理的に算定できないため、
未定といたします。今後、合理的な予想が可能となった時点で速やかに開示いたします。

　なお、上記の業績予想に関する事項につきましては、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。



北沢産業株式会社(9930) 2021年３月期 第１四半期決算短信

1

○添付資料の目次

　

　

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………２

（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………２

（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………２

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………２

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………３

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………３

（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 …………………………………………５

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………７

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………７

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………７

（追加情報） ……………………………………………………………………………………………７

決算短信（宝印刷） 2020年08月11日 09時52分 3ページ（Tess 1.50(64) 20191218_01）



北沢産業株式会社(9930) 2021年３月期 第１四半期決算短信

2

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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行拡大により急速に

悪化し非常に厳しい状況で推移いたしました。

当社グループの主要取引先である飲食店および旅館・ホテル業界においては特にその影響を大きく受けており、

売上が大幅に落ち込んででおります。

このような状況のなかで、当社グループの当連結会計年度の売上高は３０億２１百万円（前年同期比19.7％減）

となりました。

　利益面では、営業損失１億４０百万円（前年同期は５百万円の営業利益）、経常損失１億８百万円（前年同期は

２６百万円の経常利益）、親会社株主に帰属する四半期純損失８１百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半

期純損失２百万円）となりました。

セグメントの業績を示すと、以下のとおりであります。

（業務用厨房関連事業）

業務用厨房関連事業につきましては、売上高は２９億３８百万円（前年同期比20.1％減）となり、前年同期に

比べ７億４０百万円の減収となりました。営業損益は、１２百万円の営業損失（前年同期比は１億４２百万円の

利益）と前年同期に比べ１億５５百万円の減益となりました。

（不動産賃貸事業）

不動産賃貸事業につきましては、売上高は８６百万円（前年同期比1.3％減）となり、営業利益は５１百万円

（前年同期比2.8％増）と前年同期に比べ１百万円の増益となりました

（２）財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

（資 産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて9.0％減少し、７８億９百万円となりました。これは主に受取手形及

び売掛金８億４６百万円の減少と商品９９百万円の増加が相殺されたものです。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて0.6％増加し、８３億３４百万円となりました。これは主に投資有価証

券９０百万円及び繰延税金資産１８百万円の増加と有形固定資産５１百万円の減少が相殺されたものです。

（負 債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて9.2％減少し、６０億１３百万円となりました。これは主に、支払手形

及び買掛金４億８９百万円、未払法人税等９２百万円及び賞与引当金８６百万円の減少によるものです。

固定負債は前連結会計年度末と変わらず、１３億１６百万円となりました。

（純資産）

純資産は、前連結会計年度末に比べて1.3％減少し、８８億１４百万円となりました。これは配当金の支払額９

２百万円及び親会社株主に帰属する四半期純損失８１百万円の計上額による利益剰余金の減少とその他有価証券

評価差額金６０百万円の増加が相殺されたものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

今後の見通しにつきましては、現時点での新型コロナウイルス感染症拡大が当社の事業活動及び経営成績に与

える 影響を合理的に算定できないため、未定といたします。今後、合理的な予想が可能となった時点で速やか

に開示いたします。
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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
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,914,042 3,917,891

受取手形及び売掛金 2,927,058 2,080,236

商品 1,502,481 1,602,303

製品 1,412 1,289

仕掛品 13,083 12,798

原材料及び貯蔵品 56,176 51,476

その他 175,332 147,837

貸倒引当金 △6,500 △4,800

流動資産合計 8,583,088 7,809,033

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,584,431 2,554,442

機械装置及び運搬具（純額） 129,659 120,797

土地 2,776,815 2,776,815

その他（純額） 211,237 198,921

有形固定資産合計 5,702,144 5,650,977

無形固定資産

ソフトウエア 77,458 77,486

その他 154,641 151,255

無形固定資産合計 232,099 228,742

投資その他の資産

投資有価証券 1,867,451 1,957,564

破産更生債権等 136,867 137,029

長期貸付金 6,780 6,760

繰延税金資産 209,287 227,846

その他 254,983 249,926

貸倒引当金 △122,485 △123,979

投資その他の資産合計 2,352,884 2,455,148

固定資産合計 8,287,128 8,334,867

資産合計 16,870,217 16,143,900
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,952,358 3,463,036

短期借入金 2,119,000 2,119,000

未払法人税等 125,531 32,714

賞与引当金 108,015 21,178

その他 320,846 377,511

流動負債合計 6,625,751 6,013,441

固定負債

退職給付に係る負債 946,839 948,776

役員退職慰労引当金 262,994 262,994

長期未払金 87,600 85,800

その他 19,019 18,686

固定負債合計 1,316,452 1,316,257

負債合計 7,942,204 7,329,698

純資産の部

株主資本

資本金 3,235,546 3,235,546

資本剰余金 2,965,130 2,965,130

利益剰余金 3,042,328 2,867,404

自己株式 △942,403 △942,403

株主資本合計 8,300,602 8,125,678

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 628,892 689,634

退職給付に係る調整累計額 △1,481 △1,111

その他の包括利益累計額合計 627,410 688,523

純資産合計 8,928,012 8,814,202

負債純資産合計 16,870,217 16,143,900
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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 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

売上高 3,762,692 3,021,234

売上原価 2,819,818 2,261,938

売上総利益 942,874 759,296

販売費及び一般管理費 937,712 899,432

営業利益又は営業損失（△） 5,162 △140,136

営業外収益

受取利息 61 3

受取配当金 18,884 19,724

受取家賃 2,869 2,247

為替差益 868 438

受取保険金 - 9,071

その他 1,206 3,361

営業外収益合計 23,890 34,847

営業外費用

支払利息 2,844 2,854

営業外費用合計 2,844 2,854

経常利益又は経常損失（△） 26,208 △108,142

特別損失

固定資産除却損 - 820

特別損失合計 - 820

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

26,208 △108,962

法人税、住民税及び事業税 14,219 18,571

法人税等調整額 14,121 △45,562

法人税等合計 28,340 △26,990

四半期純損失（△） △2,131 △81,972

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） - -

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △2,131 △81,972
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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 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

四半期純損失（△） △2,131 △81,972

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △12,863 60,742

退職給付に係る調整額 △6,546 370

その他の包括利益合計 △19,410 61,112

四半期包括利益 △21,541 △20,859

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △21,541 △20,859

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）

　 (新型コロナウイルス感染症に伴う会計上の見積りについて)

　前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む仮定

について重要な変更はありません。
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