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1. 2021年8月期第3四半期の連結業績（2020年9月1日～2021年5月31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8月期第3四半期 43,005 40.3 2,746 ― 1,432 ― 913 ―

2020年8月期第3四半期 30,651 △21.0 100 ― 110 ― 70 ―

（注）包括利益 2021年8月期第3四半期　　918百万円 （959.5％） 2020年8月期第3四半期　　86百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
円 銭

2021年8月期第3四半期 64.42

2020年8月期第3四半期 4.98

(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8月期第3四半期 22,737 8,270 36.4

2020年8月期 16,735 7,546 45.1

（参考）自己資本 2021年8月期第3四半期 8,270百万円 2020年8月期 7,546百万円

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8月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00

2021年8月期 ― 7.50 ―

2021年8月期（予想） 7.50 15.00

（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. 2021年 8月期の連結業績予想（2020年 9月 1日～2021年 8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 54,636 27.8 2,072 220.4 1,506 168.2 1,027 171.6 72.48

（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） 2021年8月期3Q 14,337,200 株 2020年8月期 14,337,200 株

② 期末自己株式数 2021年8月期3Q 139,866 株 2020年8月期 165,990 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年8月期3Q 14,184,841 株 2020年8月期3Q 14,160,322 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ます。
実際の業績等は、様々な要因により上記予想値と異なる場合があります。

　業績予想の前提条件については、【添付資料】「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３四半期連結累計期間における世界経済は、主要各国の金融・財政政策による経済の浮揚効果やワクチンの

接種効果による新型コロナウイルス感染縮小の動きから、米金利上昇やテーパリング（量的金融緩和縮小）等への

警戒感はでてきたものの、回復期待は強まりました。

このような外部環境のなか、引き続き販売数量で前年同四半期を上回ったことに加え、当社グループの主力取扱

商品である銅の価格が、米国及び中国を中心とした経済の回復期待やグリーン革命による銅需要への期待など好需

給を背景に５月初旬には、ロンドン金属取引所銅３か月先物価格で10,747.5ドルと2011年２月15日以来の史上最高

値を更新し、期中平均円ベースCash価格でも前年同四半期比41.6％高となりました。

この結果、当第３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高430億５百万円（前年同四半期比40.3％増）、営業利

益27億46百万円（同2,629.5％増）、経常利益14億32百万円（同1,201.8％増）、親会社株主に帰属する四半期純利

益９億13百万円（同1,196.3％増）となりました。

セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

（非鉄金属事業）

非鉄金属事業の主力取扱商品である銅の期中平均円ベースCash価格が前年同四半期比41.6％高く推移したことや

販売数量も同四半期比5.7％増加したことから、当第３四半期連結累計期間の売上高は427億71百万円（同40.7％

増）と前年同四半期比123億67百万円の増加となりました。

（美術工芸事業）

美術工芸事業は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響から需要が回復せず、当第３四半期連結累計期間の売上

高は２億33百万円（同5.4％減）と前年同四半期比13百万円の減少となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第３四半期連結会計期間末における流動資産は197億26百万円となり、前連結会計年度末に比べ60億６百万円増

加いたしました。これは主に、売上債権が21億93百万円、たな卸資産が33億80百万円増加したためであります。

また、固定資産は30億11百万円となり、前連結会計年度末に比べ４百万円減少いたしました。

この結果、総資産は227億37百万円となり、前連結会計年度末に比べ60億１百万円増加いたしました。

（負債）

当第３四半期連結会計期間末における流動負債は120億84百万円となり、前連結会計年度末に比べ49億41百万円増

加いたしました。これは主に、仕入債務が10億77百万円、短期借入金が30億35百万円増加したためであります。

また、固定負債は23億82百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億36百万円増加いたしました。

この結果、負債は144億67百万円となり、前連結会計年度末に比べ52億78百万円増加いたしました。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は82億70百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億23百万円

増加いたしました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上９億13百万円及び配当金の支払２億12

百万円などにより、株主資本が７億18百万円増加したためであります。

この結果、自己資本比率は36.4％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

業績予想につきましては、2021年４月13日の「2021年８月期第２四半期業績予想と実績値との差異及び通期業績

予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年８月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,090,271 2,079,459

受取手形及び売掛金 4,413,758 6,248,559

電子記録債権 822,771 1,181,687

商品及び製品 720,335 1,713,320

仕掛品 112,545 181,690

原材料及び貯蔵品 3,949,709 6,268,501

前渡金 788,068 804,447

その他 822,316 1,248,487

流動資産合計 13,719,777 19,726,151

固定資産

有形固定資産

土地 1,521,121 1,521,121

その他（純額） 830,466 748,070

有形固定資産合計 2,351,587 2,269,192

無形固定資産 12,264 35,592

投資その他の資産 652,285 706,756

固定資産合計 3,016,137 3,011,541

資産合計 16,735,915 22,737,692

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 739,430 1,870,335

電子記録債務 316,234 263,003

短期借入金 4,292,880 7,328,080

1年内返済予定の長期借入金 1,175,012 1,294,868

未払法人税等 125,765 519,687

引当金 33,403 84,217

その他 460,672 724,325

流動負債合計 7,143,398 12,084,516

固定負債

長期借入金 1,935,926 2,267,854

退職給付に係る負債 110,096 115,128

固定負債合計 2,046,022 2,382,982

負債合計 9,189,421 14,467,499

純資産の部

株主資本

資本金 1,000,000 1,000,000

資本剰余金 685,396 690,564

利益剰余金 5,846,661 6,547,647

自己株式 △78,329 △65,797

株主資本合計 7,453,728 8,172,415

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 22,386 17,633

為替換算調整勘定 70,378 80,145

その他の包括利益累計額合計 92,765 97,778

純資産合計 7,546,494 8,270,193

負債純資産合計 16,735,915 22,737,692

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
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2019年９月１日
　至　2020年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年９月１日
　至　2021年５月31日)

売上高 30,651,689 43,005,512

売上原価 29,606,135 39,240,744

売上総利益 1,045,553 3,764,768

販売費及び一般管理費 944,912 1,017,811

営業利益 100,641 2,746,956

営業外収益

受取利息 778 39

受取配当金 1,783 1,694

持分法による投資利益 － 11,710

デリバティブ運用益 79,176 －

為替差益 － 4,647

受取保険金 1,897 226

保険事務手数料 1,293 1,228

助成金収入 1,364 839

その他 3,373 2,484

営業外収益合計 89,665 22,870

営業外費用

支払利息 52,540 49,312

為替差損 18,867 －

持分法による投資損失 5,411 －

デリバティブ運用損 － 1,279,004

その他 3,473 9,398

営業外費用合計 80,292 1,337,715

経常利益 110,014 1,432,111

税金等調整前四半期純利益 110,014 1,432,111

法人税、住民税及び事業税 18,944 553,070

法人税等調整額 20,576 △34,713

法人税等合計 39,521 518,357

四半期純利益 70,492 913,754

親会社株主に帰属する四半期純利益 70,492 913,754

（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３四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2019年９月１日
　至　2020年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年９月１日
　至　2021年５月31日)

四半期純利益 70,492 913,754

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 22,722 △4,753

為替換算調整勘定 2,228 6,645

持分法適用会社に対する持分相当額 △8,727 3,120

その他の包括利益合計 16,222 5,012

四半期包括利益 86,715 918,767

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 86,715 918,767

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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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。

(単位：千円）

報告セグメント

調整額 合計（注）

非鉄金属 美術工芸 計

売上高

外部顧客への売上高 30,404,431 247,257 30,651,689 － 30,651,689

セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ 1 1 △1 －

計 30,404,431 247,259 30,651,690 △1 30,651,689

セグメント利益 100,390 250 100,641 － 100,641

(単位：千円）

報告セグメント

調整額 合計（注）

非鉄金属 美術工芸 計

売上高

外部顧客への売上高 42,771,642 233,870 43,005,512 － 43,005,512

セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ 529 529 △529 －

計 42,771,642 234,399 43,006,041 △529 43,005,512

セグメント利益又は損

失（△）
2,763,393 △16,436 2,746,956 － 2,746,956

（セグメント情報等）

セグメント情報

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自 2019年９月１日　至 2020年５月31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

（注）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自 2020年９月１日　至 2021年５月31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

（注）セグメント利益又は損失の金額の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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