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1. 2023年3月期第2四半期の連結業績（2022年4月1日～2022年9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2四半期 7,777 △2.1 258 8.0 298 10.5 177 34.0

2022年3月期第2四半期 7,944 22.5 239 ― 269 ― 132 ―

（注）包括利益 2023年3月期第2四半期　　109百万円 （△17.6％） 2022年3月期第2四半期　　133百万円 （119.1％）

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2四半期 9.57 ―

2022年3月期第2四半期 7.14 ―

(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2四半期 16,400 8,920 54.4

2022年3月期 16,745 8,904 53.2

（参考）自己資本 2023年3月期第2四半期 8,920百万円 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 ― 0.00

2023年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

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

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2Q 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2Q 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2Q 18,590,052 株 2022年3月期2Q 18,590,182 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２四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、１月に再適用されたまん延防止等重点措置が３月に

に全面解除され少しずつ客足が回復しつつありましたが、新型コロナウイルスの第７波の急拡大に加え原材料価格

等の上昇の影響から、引き続き厳しい経営環境となっております。

このような状況のなかで、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は７７億７７百万円（前年同四半

期比2.1％減）と前年同四半期と比べ減収となりました。

　利益面では原価率が前年同四半期に比べ1.0ポイント改善されたことにより、営業利益２億５８百万円（前年同四

半期比8.0％増）、経常利益２億９８百万円（前年同四半期比10.5％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益１億

７７百万円（前年同四半期比34.0％増）と増益となりました。

セグメントの業績を示すと次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７６億８百万円（前年同四半期比2.1％減）、営業利益は４億７６

百万円(前年同四半期比0.1％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１億７６百万円（前年同四半期比0.3％増）、営業利益は１億７百万

円（前年同四半期比2.0％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2.3％減少し、８４億３７百万円となりました、これは主に現金及び預

金２億２９百万円及び受取手形及び売掛金が９０百万円の減少によるものです。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて1.8％減少し、７９億６３百万円となりました。これは主に固定資産が

減価償却により減少によるものです。

（負 債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて2.0％減少し、６３億７９百万円となりました。これは主に未払法人税

等１億１１百万円及び支払手形及び買掛金４９百万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２億３８百万円の減少によるものです。

（純資産）

純資産は、前連結会計年度末に比べて0.2％増加し８９億２０百万円となりました。これは主に利益剰余金８４

百万円の増加とその他有価証券評価差額金６８百万円の減少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２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,437,098 4,207,543

受取手形及び売掛金 2,481,417 2,390,498

商品 1,500,348 1,588,091

製品 2,050 4,992

仕掛品 19,661 23,186

原材料及び貯蔵品 66,137 62,333

その他 137,078 168,669

貸倒引当金 △8,400 △8,100

流動資産合計 8,635,393 8,437,214

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,438,161 2,411,739

機械装置及び運搬具（純額） 127,772 122,506

土地 2,782,337 2,785,337

その他（純額） 134,476 127,984

有形固定資産合計 5,482,747 5,447,567

無形固定資産

ソフトウエア 46,795 39,215

ソフトウエア仮勘定 28,600 83,564

その他 127,559 120,792

無形固定資産合計 202,954 243,573

投資その他の資産

投資有価証券 1,949,856 1,861,773

破産更生債権等 147,870 153,836

長期貸付金 6,430 -

繰延税金資産 212,944 168,707

その他 238,484 234,152

貸倒引当金 △131,496 △146,186

投資その他の資産合計 2,424,089 2,272,283

固定資産合計 8,109,792 7,963,424

資産合計 16,745,185 16,400,639
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,664,859 3,615,131

短期借入金 2,119,000 2,119,000

未払法人税等 190,924 79,786

賞与引当金 107,662 109,073

その他 428,004 456,960

流動負債合計 6,510,451 6,379,951

固定負債

退職給付に係る負債 975,600 986,630

役員退職慰労引当金 263,599 24,624

長期未払金 73,200 69,600

その他 18,080 18,992

固定負債合計 1,330,480 1,099,848

負債合計 7,840,931 7,479,799

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 3,058,061

自己株式 △942,458 △942,472

株主資本合計 8,231,385 8,316,266

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 673,289 605,086

退職給付に係る調整累計額 △421 △514

その他の包括利益累計額合計 672,868 604,572

純資産合計 8,904,254 8,920,839

負債純資産合計 16,745,185 16,400,639
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

売上高 7,944,935 7,777,357

売上原価 5,908,421 5,705,462

売上総利益 2,036,513 2,071,895

販売費及び一般管理費 1,796,953 1,813,165

営業利益 239,560 258,730

営業外収益

受取利息 34 20

受取配当金 23,934 34,656

受取家賃 4,379 3,993

為替差益 1,484 2,972

その他 6,204 3,276

営業外収益合計 36,036 44,920

営業外費用

支払利息 6,018 5,642

営業外費用合計 6,018 5,642

経常利益 269,578 298,007

特別利益

投資有価証券売却益 9,077 -

特別利益合計 9,077 -

特別損失

固定資産除却損 82 -

会員権評価損 100 -

特別損失合計 182 -

税金等調整前四半期純利益 278,473 298,007

法人税、住民税及び事業税 146,172 50,644

法人税等調整額 △371 69,518

法人税等合計 145,801 120,162

四半期純利益 132,672 177,845

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 132,672 177,845
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

四半期純利益 132,672 177,845

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,279 △68,202

退職給付に係る調整額 △928 △92

その他の包括利益合計 350 △68,295

四半期包括利益 133,023 109,549

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 133,023 109,549

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 278,473 298,007

減価償却費 133,595 119,064

有形固定資産除却損 82 -

投資有価証券売却損益（△は益） △9,077 -

会員権評価損 100 -

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,141 14,390

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,686 1,411

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 6,822 11,030

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） - △238,974

受取利息及び受取配当金 △23,968 △34,677

支払利息 6,018 5,642

売上債権の増減額（△は増加） △131,569 90,919

棚卸資産の増減額（△は増加） △163,441 △105,299

仕入債務の増減額（△は減少） 233,912 △49,728

未払消費税等の増減額（△は減少） △37,307 △23,674

その他 △27,828 56,486

小計 266,356 144,598

利息及び配当金の受取額 23,968 34,677

利息の支払額 △5,606 △5,538

法人税等の支払額 △32,455 △158,781

営業活動によるキャッシュ・フロー 252,263 14,955

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 △27,179 △56,604

無形固定資産の取得による支出 △5,460 △89,502

投資有価証券の取得による支出 △14,172 △5,488

投資有価証券の売却による収入 16,018 -

貸付金の回収による収入 1,860 50

投資活動によるキャッシュ・フロー △28,933 △151,546

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △14 △13

配当金の支払額 △92,950 △92,950

財務活動によるキャッシュ・フロー △92,965 △92,964

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 130,363 △229,555

現金及び現金同等物の期首残高 4,089,592 4,437,098

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,219,956 4,207,543

　



北沢産業株式会社(9930) 2023年３月期 第２四半期決算短信

8

（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。

　




