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1. 2023年3月期第1四半期の連結業績（2022年4月1日～2022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 ％

2023年3月期第1四半期 3,623 7.6 14 ― 36 467.6 23 ―

2022年3月期第1四半期 3,368 11.5 △17 ― 6 ― △21 ―

（注）包括利益 2023年3月期第1四半期　　△22百万円 （―％） 2022年3月期第1四半期　　△80百万円 （―％）

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

2023年3月期第1四半期 1.27 ―

2022年3月期第1四半期 △1.14 ―

(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 ％

2023年3月期第1四半期 16,652 8,788 52.8

2022年3月期 16,745 8,904 53.2

（参考）自己資本 2023年3月期第1四半期 8,788百万円 2022年3月期 8,904百万円

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

2022年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00

2023年3月期 ―

2023年3月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 2023年 3月期の連結業績予想（2022年 4月 1日～2023年 3月31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
親会社株主に帰属する

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) 8,310 4.6 270 13.0 305 13.4 120 △9.1 6.46

通期 16,370 4.9 430 16.5 490 15.8 200 29.9 10.76

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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） 2023年3月期1Q 23,818,257 株 2022年3月期 23,818,257 株

② 期末自己株式数 2023年3月期1Q 5,228,215 株 2022年3月期 5,228,155 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期1Q 18,590,061 株 2022年3月期1Q 18,590,192 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

　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。業績予想の前提になる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、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。
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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、新型コロナウィルス感染症の感染防止と経済活動の両立によ

り、徐々に回復の兆しがみられたものの、ロシア・ウクライナ情勢の深刻化、急速な円安の進行等による原材料・

エネルギー価格の高騰の影響もあり、先行きが不透明な状況が続いております。

当社グループの主要取引先である外食産業におきましても、新型コロナ感染症に係る各種行動制限は緩和された

ものの、各足の回復は鈍く、原材料費をはじめ人件費や物流費など様々なコストが上昇するなど厳しい経営環境が

続いております。

このような状況のなかで、当社グループの当第１四半期累計期間の売上高は３６億２３百万円（前年同期比7.6％

増）となりました。

　利益面では、営業利益１４百万円（前年同期は１７百万円の営業損失）、経常利益３６百万円（前年同期は６百

万円の経常利益）、親会社株主に帰属する四半期純利益２３百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損

失２１百万円）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３５億３８百万円（前年同期比7.8％増）となり、前年同期に比

べ２億５４百万円の増収となりました。営業利益は、１億２５百万円（前年同期比10.3％増）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８８百万円（前年同期比0.2％増）となり、営業利益は５４百万円

（前年同期比6.7％増）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0.2％増加し、８４億８百万円となりました。これは主に商品１億２３

百万円、現金及び預金７３百万円の増加と受取手形及び売掛金２億３３百万円の減少が相殺されたことによるも

のです。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて1.3％減少し、８０億４百万円となりました。これは主に投資有価証券

６０百万円の減少と固定資産が減価償却により減少したことによるものです。

（負 債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて3.9％増加し、６７億６４百万円となりました。これは主に、その他の

流動負債４億３百万円、支払手形及び買掛金１億３百万円の増加と未払法人税等１億６５百万円、賞与引当金８

７百万円の減少が相殺されたことによるものです。

固定負債は前連結会計年度末に比べて17.3％減少し、１０億９９百万円となりました。これは主に役員退職慰

労引当金２億３８百万円が減少したことによるものです。

（純資産）

純資産は、前連結会計年度末に比べて1.3％減少し、８７億８８百万円となりました。これは配当金の支払額９

２百万円、その他有価証券評価差額金４６百万円の減少と親会社株主に帰属する四半期純利益２３百万円の計上

が相殺されたことによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2023年３月期の業績予想につきましては、2022年５月13日に公表しました業績予想に変更はありません。
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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
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,437,098 4,510,373

受取手形及び売掛金 2,481,417 2,247,621

商品 1,500,348 1,624,088

製品 2,050 6,107

仕掛品 19,661 25,889

原材料及び貯蔵品 66,137 61,886

その他 137,078 180,311

貸倒引当金 △8,400 △7,700

流動資産合計 8,635,393 8,648,580

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,438,161 2,412,793

機械装置及び運搬具（純額） 127,772 128,200

土地 2,782,337 2,782,337

その他（純額） 134,476 128,120

有形固定資産合計 5,482,747 5,451,451

無形固定資産

ソフトウエア 46,795 41,856

ソフトウエア仮勘定 28,600 28,600

その他 127,559 124,175

無形固定資産合計 202,954 194,632

投資その他の資産

投資有価証券 1,949,856 1,889,666

破産更生債権等 147,870 154,093

長期貸付金 6,430 -

繰延税金資産 212,944 229,168

その他 238,484 223,140

貸倒引当金 △131,496 △137,919

投資その他の資産合計 2,424,089 2,358,148

固定資産合計 8,109,792 8,004,232

資産合計 16,745,185 16,652,812
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,664,859 3,768,248

短期借入金 2,119,000 2,119,000

未払法人税等 190,924 25,213

賞与引当金 107,662 20,266

その他 428,004 831,821

流動負債合計 6,510,451 6,764,550

固定負債

退職給付に係る負債 975,600 985,862

役員退職慰労引当金 263,599 24,624

長期未払金 73,200 71,400

その他 18,080 18,051

固定負債合計 1,330,480 1,099,938

負債合計 7,840,931 7,864,489

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 2,973,166 2,903,865

自己株式 △942,458 △942,472

株主資本合計 8,231,385 8,162,070

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 673,289 626,720

退職給付に係る調整累計額 △421 △467

その他の包括利益累計額合計 672,868 626,253

純資産合計 8,904,254 8,788,323

負債純資産合計 16,745,185 16,652,812

　



北沢産業株式会社(9930) 2023年３月期 第１四半期決算短信

5

（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 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

売上高 3,368,264 3,623,290

売上原価 2,487,058 2,685,234

売上総利益 881,205 938,055

販売費及び一般管理費 898,223 923,630

営業利益又は営業損失（△） △17,017 14,425

営業外収益

受取利息 11 1

受取配当金 18,645 19,588

受取家賃 2,213 2,049

為替差益 1,057 1,144

その他 4,308 1,850

営業外収益合計 26,235 24,633

営業外費用

支払利息 2,833 2,822

営業外費用合計 2,833 2,822

経常利益 6,384 36,236

特別利益

投資有価証券売却益 7,649 -

特別利益合計 7,649 -

特別損失

固定資産除却損 74 -

特別損失合計 74 -

税金等調整前四半期純利益 13,958 36,236

法人税、住民税及び事業税 21,963 12,339

法人税等調整額 13,223 248

法人税等合計 35,186 12,587

四半期純利益又は四半期純損失（△） △21,228 23,649

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益又は
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

△21,228 23,649
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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 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △21,228 23,649

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △59,288 △46,568

退職給付に係る調整額 △464 △46

その他の包括利益合計 △59,752 △46,615

四半期包括利益 △80,980 △22,966

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △80,980 △22,966

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。

　




