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1. 2022年8月期第3四半期の連結業績（2021年9月1日～2022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 ％

2022年8月期第3四半期 65,454 52.2 1,514 △44.9 1,358 △5.1 793 △13.2

2021年8月期第3四半期 43,005 40.3 2,746 ― 1,432 ― 913 ―

（注）包括利益 2022年8月期第3四半期　　945百万円 （102.9％） 2021年8月期第3四半期　　918百万円 （959.5％）

1株当たり四半期純利益
円 銭

2022年8月期第3四半期 55.84

2021年8月期第3四半期 64.42

(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 ％

2022年8月期第3四半期 28,714 9,395 32.7

2021年8月期 23,640 8,681 36.7

（参考）自己資本 2022年8月期第3四半期 9,395百万円 2021年8月期 8,681百万円

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

2021年8月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00

2022年8月期 ― 10.00 ―

2022年8月期（予想） 10.00 20.00

（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. 2022年 8月期の連結業績予想（2021年 9月 1日～2022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 79,315 27.8 1,266 △60.4 1,051 △49.8 638 △52.9 44.85

（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 ： 有

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） 2022年8月期3Q 14,337,200 株 2021年8月期 14,337,200 株

② 期末自己株式数 2022年8月期3Q 112,166 株 2021年8月期 139,866 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年8月期3Q 14,211,809 株 2021年8月期3Q 14,184,841 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、期初こそはワクチン接種効果等により新型コロナウイルス感染

縮小の動きから自立回復の動きとなりました。しかしながら、第２四半期後半のロシアのウクライナ軍事侵攻によ

り状況は一変して元々の想定以上にインフレが加速し、米国の急激な金利上昇とドル高に加えてサプライチェーン

の混乱や生産及び物流の停滞などから商品価格が急騰していたところに、欧米対ロシアの制裁合戦によりエネルギ

ー・穀物・非鉄金属などの価格がさらに上昇しました。また、中国のゼロコロナ政策により世界経済への減速懸念

も一気に強まりました。

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、供給逼迫懸念と景気減速懸念の好悪材料が拮抗し高値圏で強含みに推移したことから、ロ

ンドン金属取引所銅３か月先物価格で10,845ドルと2021年５月10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32.6％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654億54百万円（前年同四半期比52.2％増）、営業

利益15億14百万円（同44.9％減）、経常利益13億58百万円（同5.1％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益７

億93百万円（同13.2％減）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32.6％高く推移したことや

販売数量も同四半期比6.2％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651億60百万円（同52.3％

増）と前年同四半期比223億88百万円の増加となりました。

（美術工芸事業）

美術工芸事業は、コロナ禍から緩やかながらも回復基調で推移し、当第３四半期連結累計期間の売上高は２億94

百万円（同25.9％増）と前年同四半期比60百万円の増加となりました。

（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256億14百万円となり、前連結会計年度末に比べ49億95百万円

増加いたしました。これは主に、棚卸資産が22億72百万円、前渡金が16億73百万円増加したためであります。

また、固定資産は30億99百万円となり、前連結会計年度末に比べ78百万円増加いたしました。

この結果、総資産は287億14百万円となり、前連結会計年度末に比べ50億73百万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169億54百万円となり、前連結会計年度末に比べ45億４百万円

増加いたしました。これは主に、短期借入金が45億46百万円増加したためであります。

また、固定負債は23億63百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億45百万円減少いたしました。

この結果、負債は193億18百万円となり、前連結会計年度末に比べ43億59百万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93億95百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億14百万円

増加いたしました。これは主に、利益剰余金が５億44百万円、その他有価証券評価差額金が１億６百万円増加した

ためであります。

この結果、自己資本比率は32.7％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、2022年４月11日の「2022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
(2021年８月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,806,016 1,105,529

受取手形及び売掛金 8,570,785 10,236,872

電子記録債権 1,247,148 665,434

商品及び製品 1,837,079 921,969

仕掛品 244,107 236,600

原材料及び貯蔵品 4,899,945 8,095,399

前渡金 1,150,816 2,824,646

その他 863,187 1,527,837

流動資産合計 20,619,087 25,614,289

固定資産

有形固定資産

土地 1,521,121 1,521,121

その他（純額） 761,719 754,464

有形固定資産合計 2,282,840 2,275,586

無形固定資産 32,638 51,724

投資その他の資産 705,971 772,478

固定資産合計 3,021,451 3,099,790

資産合計 23,640,539 28,714,079

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,897,282 2,459,729

電子記録債務 256,712 280,332

短期借入金 7,779,200 12,325,680

１年内返済予定の長期借入金 1,314,976 1,249,910

未払法人税等 765,424 109,149

引当金 56,739 99,511

その他 380,061 430,500

流動負債合計 12,450,396 16,954,814

固定負債

長期借入金 2,388,020 2,239,906

退職給付に係る負債 120,853 123,672

固定負債合計 2,508,873 2,363,578

負債合計 14,959,269 19,318,392

純資産の部

株主資本

資本金 1,000,000 1,000,000

資本剰余金 690,564 695,198

利益剰余金 6,987,654 7,532,505

自己株式 △65,797 △52,672

株主資本合計 8,612,421 9,175,032

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △4,958 101,111

為替換算調整勘定 73,806 119,544

その他の包括利益累計額合計 68,847 220,655

純資産合計 8,681,269 9,395,687

負債純資産合計 23,640,539 28,714,079

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　2020年９月１日
　至　2021年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年９月１日
　至　2022年５月31日)

売上高 43,005,512 65,454,712

売上原価 39,240,744 62,659,603

売上総利益 3,764,768 2,795,108

販売費及び一般管理費 1,017,811 1,280,372

営業利益 2,746,956 1,514,736

営業外収益

受取利息 39 46

受取配当金 1,694 2,197

持分法による投資利益 11,710 －

為替差益 4,647 75,976

受取保険金 226 5,245

保険事務手数料 1,228 1,696

助成金収入 839 －

その他 2,484 3,090

営業外収益合計 22,870 88,253

営業外費用

支払利息 49,312 84,958

持分法による投資損失 － 47

デリバティブ運用損 1,279,004 147,703

その他 9,398 11,477

営業外費用合計 1,337,715 244,186

経常利益 1,432,111 1,358,802

特別損失

投資有価証券評価損 － 83,741

特別損失合計 － 83,741

税金等調整前四半期純利益 1,432,111 1,275,060

法人税、住民税及び事業税 553,070 493,446

法人税等調整額 △34,713 △11,969

法人税等合計 518,357 481,477

四半期純利益 913,754 793,583

親会社株主に帰属する四半期純利益 913,754 793,583

（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　2020年９月１日
　至　2021年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年９月１日
　至　2022年５月31日)

四半期純利益 913,754 793,583

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △4,753 106,069

為替換算調整勘定 6,645 26,117

持分法適用会社に対する持分相当額 3,120 19,619

その他の包括利益合計 5,012 151,807

四半期包括利益 918,767 945,391

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 918,767 945,391

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 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

(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

顧客との契約から生じ

る収益
 65,160,304 294,408 65,454,712 － 65,454,712

その他の収益 － － － － －

外部顧客への売上高 65,160,304 294,408 65,454,712 － 65,454,712

セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － － － －

計 65,160,304 294,408 65,454,712 － 65,454,712

セグメント利益又は損

失（△）
1,515,102 △365 1,514,736 － 1,514,736

（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 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。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自 2021年９月１日　至 2022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並びに収益の分解情報

（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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