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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 23,504 26.7 1,494 65.7 2,422 140.1 1,801 154.5

2022年3月期第2四半期 18,553 29.3 901 ― 1,008 ― 707 ―

（注）包括利益 2023年3月期第2四半期　　3,053百万円 （193.4％） 2022年3月期第2四半期　　1,040百万円 （―％）

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2四半期 215.21 ―

2022年3月期第2四半期 84.57 ―

(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 44,851 18,631 41.5

2022年3月期 40,959 15,950 38.9

（参考）自己資本 2023年3月期第2四半期 18,631百万円 2022年3月期 15,950百万円

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 ― 45.00 45.00

2023年3月期 ― 0.00

2023年3月期（予想） ― 50.00 50.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

　配当予想の修正については、本日（2022年11月11日）公表いたしました「業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

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 46,000 13.7 2,600 25.3 3,100 21.7 2,300 18.0 274.77

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

　連結業績予想の修正については、本日（2022年11月11日）公表いたしました「業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。



※ 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 ： 有

(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 9,250,099 株 2022年3月期 9,250,099 株

② 期末自己株式数 2023年3月期2Q 877,936 株 2022年3月期 881,924 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期2Q 8,369,076 株 2022年3月期2Q 8,369,734 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

（将来に関する記述等についてのご注意）

　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Ｐ．２「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の世界経済は、コロナ禍で生じた供給制約にウクライナ情勢による資源調達難が加わ

ったことからインフレが進行し、さらに中国のゼロコロナ政策による都市封鎖の影響やグローバルに継続する半導

体供給問題などにより、欧米、アジアとも景気は減速基調となりました。

わが国におきましては、新型コロナウイルス感染症による行動制限の緩和に伴い個人消費の持ち直しが見られま

したが、資源価格の高騰および円安に伴う物価上昇から回復の動きは緩やかなものとなりました。

そのような環境下、エレクトロニクス市場におきましては、自動車の生産が中国の都市封鎖および半導体の供給

制約継続により伸び悩み、また、スマートフォンやパソコンの需要が中国市場を主体に減少したことから、電子機

器の生産および電子部品需要は弱含みの推移となりました。

こうした状況のなかで、当社グループにおきましては、付加価値率の高い新分野への拡販を図る一方、生産効率

の改善に努めました。

その結果、当第２四半期連結累計期間の経営成績は、売上高が23,504百万円（前年同期比＋26.7％）、営業利益

は1,494百万円（同＋65.7％）となりました。また、円安進行に伴い為替差益851百万円を計上したことから、経常

利益は2,422百万円（同＋140.1％）、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,801百万円（同＋154.5％）となりま

した。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

①電子部品

電子部品は、自動車関連向けを主体にモジュール製品が増加し、売上高22,964百万円（前年同期比＋27.3％）、

営業利益1,986百万円（同＋43.6％）となりました。

②金型・機械設備

金型・機械設備は、機械設備が外部顧客向けに、金型がアミューズメント向けにそれぞれ増加したことから、売

上高376百万円（同＋21.2％）、営業利益25百万円（前年同期は営業損失5百万円）となりました。

③その他

その他は、商品仕入及び不動産業等にかかる事業であり、売上高310百万円（前年同期比△21.3％）となり、営

業利益55百万円（同＋6.5％）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末は、前連結会計年度末に比べ、総資産は棚卸資産の増加、現金及び預金の増加等に

より3,892百万円増加となり、負債は借入金の純増、仕入債務の増加等により1,210百万円の増加となりました。

純資産は前連結会計年度末に比べ、2,681百万円の増加となりました。うち、株主資本は、親会社株主に帰属す

る四半期純利益により1,801百万円増加し、剰余金の配当により376百万円減少したことなどから、1,429百万円の

増加となり、その他の包括利益累計額は、アジア通貨高円安による為替換算調整勘定の増加を主因に1,252百万円

の増加となりました。

キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー1,467百万円、投資活動による

キャッシュ・フロー△373百万円、財務活動によるキャッシュ・フロー302百万円となり、現金及び現金同等物の当

四半期末残高は前連結会計年度末に比べ1,939百万円増加し、7,343百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2022年５月10日に公表いたしました当年度の業績予想につきまして修正いたしました。

当該予想数値の修正に関する事項は、本日（2022年11月11日）公表の「業績予想および配当予想の修正に関する

お知らせ」をご参照ください。

なお、業績予想につきましては、現時点で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。
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（単位：百万円）

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 7,006 9,123

受取手形及び売掛金 11,065 10,883

商品及び製品 1,599 2,328

仕掛品 3,250 4,305

原材料及び貯蔵品 3,068 3,799

その他 1,886 1,304

貸倒引当金 △17 △20

流動資産合計 27,858 31,724

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,505 2,476

機械装置及び運搬具（純額） 3,191 3,122

土地 2,847 2,849

その他（純額） 261 432

有形固定資産合計 8,806 8,881

無形固定資産 482 431

投資その他の資産

投資有価証券 1,096 1,034

繰延税金資産 1,528 1,568

その他 1,222 1,222

貸倒引当金 △36 △11

投資その他の資産合計 3,811 3,813

固定資産合計 13,100 13,126

資産合計 40,959 44,851

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

- 3 -

北陸電気工業㈱　（6989）
2023年３月期　第２四半期決算短信



（単位：百万円）

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 7,491 8,205

短期借入金 4,617 6,581

未払法人税等 715 738

賞与引当金 458 478

その他 1,544 1,365

流動負債合計 14,827 17,370

固定負債

長期借入金 5,186 4,024

リース債務 171 151

繰延税金負債 4 5

再評価に係る繰延税金負債 318 318

退職給付に係る負債 4,435 4,287

その他 64 61

固定負債合計 10,181 8,849

負債合計 25,008 26,219

純資産の部

株主資本

資本金 5,200 5,200

資本剰余金 5,039 5,038

利益剰余金 5,533 6,957

自己株式 △1,160 △1,155

株主資本合計 14,611 16,040

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 87 61

土地再評価差額金 665 665

為替換算調整勘定 706 1,964

退職給付に係る調整累計額 △120 △100

その他の包括利益累計額合計 1,338 2,591

純資産合計 15,950 18,631

負債純資産合計 40,959 44,851
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（単位：百万円）

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 18,553 23,504

売上原価 15,297 19,475

売上総利益 3,256 4,028

販売費及び一般管理費 2,354 2,534

営業利益 901 1,494

営業外収益

受取利息 20 23

受取配当金 18 25

為替差益 63 851

その他 71 100

営業外収益合計 173 1,001

営業外費用

支払利息 26 29

出向者経費 19 22

その他 19 21

営業外費用合計 65 73

経常利益 1,008 2,422

特別利益

固定資産売却益 － 0

保険解約返戻金 45 35

受取保険金 14 －

その他 1 －

特別利益合計 61 35

特別損失

固定資産売却損 － 2

固定資産除却損 6 4

投資有価証券評価損 7 －

割増退職金 － 1

保険解約損 31 －

その他 2 0

特別損失合計 47 8

税金等調整前四半期純利益 1,023 2,449

法人税等 315 648

四半期純利益 707 1,801

親会社株主に帰属する四半期純利益 707 1,801

（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）
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（単位：百万円）

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 707 1,801

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △76 △25

為替換算調整勘定 383 1,258

退職給付に係る調整額 26 20

その他の包括利益合計 332 1,252

四半期包括利益 1,040 3,053

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,040 3,053

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

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 1,023 2,449

減価償却費 497 536

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △21

賞与引当金の増減額（△は減少） 22 19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △99 △147

受取利息及び受取配当金 △38 △49

支払利息 26 29

為替差損益（△は益） 16 △157

固定資産売却損益（△は益） － 2

固定資産除却損 6 4

投資有価証券評価損益（△は益） 7 －

雇用調整助成金 △2 －

休業費用 1 －

保険解約返戻金 △45 △35

受取保険金 △14 －

出向者経費 19 22

売上債権の増減額（△は増加） 33 774

棚卸資産の増減額（△は増加） △1,356 △1,950

仕入債務の増減額（△は減少） 316 586

未収消費税等の増減額（△は増加） 265 622

その他 △9 △646

小計 671 2,037

利息及び配当金の受取額 38 49

利息の支払額 △26 △29

法人税等の支払額 △95 △625

保険解約返戻金の受取額 45 35

保険金の受取額 14 －

休業費用の支払額 △1 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 645 1,467

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △332 △308

固定資産の売却による収入 － 0

投資有価証券の取得による支出 △4 △0

投資有価証券の売却による収入 3 －

貸付けによる支出 △5 －

貸付金の回収による収入 18 －

定期預金の純増減額（△は増加） △80 △62

その他 △7 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △408 △373

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（単位：百万円）

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)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,900 2,300

長期借入金の返済による支出 △1,527 △1,497

リース債務の返済による支出 △67 △123

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △251 △376

財務活動によるキャッシュ・フロー 53 302

現金及び現金同等物に係る換算差額 207 542

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 497 1,939

現金及び現金同等物の期首残高 6,849 5,404

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,347 7,343
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（４）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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しており

ます。ただし、当該見積実効税率により計算した税金費用が著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税

率により計算する方法によっております。また、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

（追加情報）

前連結会計年度は連結納税制度を適用しておりましたが、当連結会計年度より単体納税制度に移行いたしまし

た。なお、（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項に記載のとおり、当第２四半期連結会計期間におきまして

は、四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理を適用しております。

（単位：百万円）

報告セグメント
その他

（注１）
合計

調整額

（注２）

四半期連結

損益計算書

計上額

（注３）
電子部品

金型・

機械設備
計

売上高

一時点で移転される財 18,032 184 18,217 260 18,478 － 18,478

一定の期間にわたり移

転されるサービス
－ － － 47 47 － 47

顧客との契約から生じ

る収益（注４）
18,032 184 18,217 308 18,525 － 18,525

その他の収益（注５） － － － 27 27 － 27

外部顧客への売上高 18,032 184 18,217 336 18,553 － 18,553

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 125 125 57 183 △183 －

計 18,032 310 18,343 394 18,737 △183 18,553

セグメント利益 1,383 △5 1,377 52 1,429 △527 901

（セグメント情報）

Ⅰ　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）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、商品仕入（㈱大泉製作

所製品）及び不動産・保険代理業に係る事業であります。

２．セグメント利益の調整額△527百万円には、セグメント間取引消去36百万円及び各報告セグメント

に配分していない全社費用△564百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに

帰属しない一般管理費であります。

３．セグメント利益は、四半期連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

４．「顧客との契約から生じる収益」は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の対象と

なる顧客との契約から生じる収益であります。

５．「その他の収益」は、顧客との契約から生じる収益のうち、収益認識会計基準等の適用範囲外とさ

れている、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれる不動産賃貸収入

であります。
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（単位：百万円）

報告セグメント
その他

（注１）
合計

調整額

（注２）

四半期連結

損益計算書

計上額

（注３）
電子部品

金型・

機械設備
計

売上高

一時点で移転される財 22,964 292 23,256 175 23,432 － 23,432

一定の期間にわたり移

転されるサービス
－ － － 44 44 － 44

顧客との契約から生じ

る収益（注４）
22,964 292 23,256 219 23,476 － 23,476

その他の収益（注５） － － － 27 27 － 27

外部顧客への売上高 22,964 292 23,256 247 23,504 － 23,504

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 83 83 62 146 △146 －

計 22,964 376 23,340 310 23,650 △146 23,504

セグメント利益 1,986 25 2,012 55 2,067 △573 1,494

Ⅱ　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）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、商品仕入（㈱大泉製作

所製品）及び不動産・保険代理業に係る事業であります。

２．セグメント利益の調整額△573百万円には、セグメント間取引消去36百万円及び各報告セグメント

に配分していない全社費用△610百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに

帰属しない一般管理費であります。

３．セグメント利益は、四半期連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

４．「顧客との契約から生じる収益」は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の対象と

なる顧客との契約から生じる収益であります。

５．「その他の収益」は、顧客との契約から生じる収益のうち、収益認識会計基準等の適用範囲外とさ

れている、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれる不動産賃貸収入

であります。

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、（セグメント情報）に記載のとおりであります。
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