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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 88,192 25.8 4,263 1.8 4,479 3.9 3,089 3.4

2022年3月期第1四半期 70,120 31.0 4,189 156.4 4,311 155.9 2,987 165.7

（注）包括利益 2023年3月期第1四半期　　4,750百万円 （31.1％） 2022年3月期第1四半期　　3,622百万円 （323.0％）

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 118.43 ―

2022年3月期第1四半期 114.51 ―

(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 134,627 78,544 58.2

2022年3月期 115,797 74,420 64.2

（参考）自己資本 2023年3月期第1四半期 78,404百万円 2022年3月期 74,297百万円

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 ― 22.00 ― 24.00 46.00

2023年3月期 ―

2023年3月期（予想） 24.00 ― 24.00 48.00

（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) 159,000 16.9 7,400 1.8 7,700 △1.7 5,300 △3.1 203.17

通期 300,000 10.2 12,800 0.9 13,300 △3.2 9,300 △2.7 356.51

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 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

(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 28,908,581 株 2022年3月期 28,908,581 株

② 期末自己株式数 2023年3月期1Q 2,822,803 株 2022年3月期 2,822,619 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期1Q 26,085,871 株 2022年3月期1Q 26,086,501 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

・本資料に掲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。なお、業績予想に関する事項
は、添付資料３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世界経済は、景気に持ち直しの動きが見られたものの、物価上昇や供給面

での制約等から下振れリスクが懸念され、我が国経済においても、急激な円安進行による仕入コストの増大、物

価上昇によって個人消費が伸び悩むなど、依然として先行き不透明な状況が続いております。

このような状況の中で、当社グループの貴金属関連事業においては、資源リサイクルの総合力及び高機能電子

材料の開発などによる差別化のもとで営業展開の強化と国内外の生産拠点活用を進め、貴金属原料の確保、化成

品等の製商品販売及び産業廃棄物処理受託の拡大に取り組みました。また、食品関連事業においては、世界的な

食資源の供給不安や仕入価格の上昇などにも柔軟に対処し、多様化する顧客ニーズに応えた商品の開拓と安全安

心な商品の安定提供により、販売量の拡大に取り組みました。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高88,192百万円（前年同四半期比25.8％増）、営業

利益4,263百万円（前年同四半期比1.8％増）、経常利益4,479百万円（前年同四半期比3.9％増）、親会社株主に

帰属する四半期純利益3,089百万円（前年同四半期比3.4％増）となりました。

各セグメント別の概況は次のとおりであります。

貴金属関連事業

当事業の主力顧客であるエレクトロニクス業界は、半導体不足や中国のロックダウンなどの影響を受けて自動

車やスマートフォンの生産には停滞感があったものの、データセンター需要の好調などもあり、半導体・電子デ

バイス分野の生産活動は、引き続き旺盛な需要に支えられ好調に推移しました。また、ウクライナ情勢等に関連

した供給不安やインフレ懸念などから貴金属相場は総じて上昇しました。このような状況の中で、当社グループ

の貴金属関連事業では、貴金属リサイクルの取扱量及び産業廃棄物の処理受託は増加し、金製品、銀製品、白金

族製品等の販売量増加に加え全体的な貴金属相場の上昇もあり、売上高及び営業利益は前年同四半期に比べ増加

しました。

これらの結果、当該事業の売上高は63,924百万円（前年同四半期比28.5％増）、営業利益は3,492百万円（前

年同四半期比2.4％増）となりました。

食品関連事業

当事業の主力顧客である食品製造業界は、新型コロナウイルス感染症の影響が落ち着き、外食産業をはじめ持

ち直しの傾向が見られましたが、原材料価格の上昇や急激な円安進行等に伴う値上げ発表による消費者の節約志

向の高まりから、総じて厳しい状況が続いております。このような状況の中で、当社グループの食品関連事業で

は、水産品、農産品の販売量は増加し、全体的に販売単価も上昇したことから、売上高は前年同四半期に比べ増

加しましたが、営業利益につきましては、一部の商品市況に高騰があった前年同四半期に比べわずかに減少しま

した。

これらの結果、当該事業の売上高は24,288百万円（前年同四半期比19.1％増）、営業利益は771百万円（前年

同四半期比1.0％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

(1）資産、負債及び純資産の状況

（資産）

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ18,830百万円増加し、134,627百万円と

なりました。これは主として受取手形及び売掛金、棚卸資産並びに土地・建物等の有形固定資産の増加によるも

のです。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ14,706百万円増加し、56,083百万円とな

りました。これは主として買掛金及び長短借入金の増加と、未払法人税等の減少との差引によるものです。
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（純資産）

当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ4,124百万円増加し、78,544百万円となり

ました。これは主として期末配当金の支払い626百万円を上回る利益剰余金の増加によるものです。

（2）キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に

比べ76百万円増加し、11,455百万円となりました。

（営業活動のキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結累計期間における営業活動により減少した資金は5,566百万円となりました。これは主とし

て税金等調整前四半期純利益並びに仕入債務の増加による資金の増加と、売上債権、棚卸資産の増加及び法人税

等の支払いによる資金の減少との差引によるものです。なお、前年同四半期の8,353百万円の資金の増加に比べ

13,919百万円減少しました。

（投資活動のキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結累計期間における投資活動に使用した資金は9,505百万円となりました。これは主として土

地・建物等の有形固定資産取得によるものです。なお、前年同四半期の551百万円の支出に比べて8,953百万円の

支出増加となりました。

（財務活動のキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結累計期間における財務活動により増加した資金は14,839百万円となりました。これは主とし

て長短借入金の増加によるものです。なお、前年同四半期の7,050百万円の資金の減少に比べ21,890百万円増加

しました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、本日（2022年８月10日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照ください。
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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：百万円)

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 11,379 11,455

受取手形及び売掛金 26,104 30,593

商品及び製品 27,202 30,248

仕掛品 614 637

原材料及び貯蔵品 13,962 14,190

未収入金 1,938 2,338

その他 4,918 6,715

貸倒引当金 △45 △26

流動資産合計 86,073 96,154

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 12,633 13,689

減価償却累計額 △6,061 △6,242

建物及び構築物（純額） 6,572 7,447

機械装置及び運搬具 12,659 12,945

減価償却累計額 △9,294 △9,611

機械装置及び運搬具（純額） 3,365 3,334

土地 8,768 16,881

リース資産 1,723 1,710

減価償却累計額 △899 △937

リース資産（純額） 824 773

建設仮勘定 994 779

その他 1,537 1,580

減価償却累計額 △1,285 △1,328

その他（純額） 252 252

有形固定資産合計 20,777 29,468

無形固定資産

その他 772 856

無形固定資産合計 772 856

投資その他の資産

投資有価証券 5,484 5,825

繰延税金資産 819 439

その他 1,895 1,904

貸倒引当金 △25 △21

投資その他の資産合計 8,174 8,148

固定資産合計 29,724 38,473

資産合計 115,797 134,627
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(単位：百万円)

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

買掛金 11,231 12,899

短期借入金 9,724 12,584

1年内返済予定の長期借入金 1,588 3,302

リース債務 302 284

未払法人税等 3,128 1,700

賞与引当金 1,012 656

未払金 1,312 1,101

その他 5,292 4,804

流動負債合計 33,592 37,333

固定負債

長期借入金 4,239 15,274

リース債務 535 502

繰延税金負債 12 13

役員退職慰労引当金 742 753

執行役員退職慰労引当金 25 16

退職給付に係る負債 2,111 2,080

その他 117 108

固定負債合計 7,784 18,749

負債合計 41,377 56,083

純資産の部

株主資本

資本金 3,559 3,559

資本剰余金 4,008 4,008

利益剰余金 69,940 72,403

自己株式 △3,413 △3,413

株主資本合計 74,095 76,558

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 580 584

繰延ヘッジ損益 △766 185

為替換算調整勘定 1,311 1,918

退職給付に係る調整累計額 △923 △841

その他の包括利益累計額合計 202 1,846

非支配株主持分 122 139

純資産合計 74,420 78,544

負債純資産合計 115,797 134,627
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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１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
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 70,120 88,192

売上原価 61,751 79,067

売上総利益 8,368 9,125

販売費及び一般管理費 4,178 4,861

営業利益 4,189 4,263

営業外収益

受取利息 2 2

受取配当金 12 13

持分法による投資利益 114 213

仕入割引 3 3

受取保険金 7 1

為替差益 ― 27

その他 11 18

営業外収益合計 152 281

営業外費用

支払利息 15 38

為替差損 6 ―

その他 8 26

営業外費用合計 30 65

経常利益 4,311 4,479

税金等調整前四半期純利益 4,311 4,479

法人税、住民税及び事業税 1,132 1,457

法人税等調整額 186 △74

法人税等合計 1,319 1,382

四半期純利益 2,992 3,097

非支配株主に帰属する四半期純利益 5 7

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,987 3,089
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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：百万円)
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 2,992 3,097

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △7 4

繰延ヘッジ損益 182 952

為替換算調整勘定 377 497

退職給付に係る調整額 70 80

持分法適用会社に対する持分相当額 7 119

その他の包括利益合計 630 1,653

四半期包括利益 3,622 4,750

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,612 4,733

非支配株主に係る四半期包括利益 9 16
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
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)

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 4,311 4,479

減価償却費 502 548

貸倒引当金の増減額（△は減少） △58 △22

賞与引当金の増減額（△は減少） △412 △356

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 67 83

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10 11

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1 1

受取利息及び受取配当金 △14 △16

支払利息 15 38

持分法による投資損益（△は益） △114 △213

売上債権の増減額（△は増加） △2,441 △4,302

棚卸資産の増減額（△は増加） 4,209 △3,081

仕入債務の増減額（△は減少） 2,205 1,523

その他 1,486 △1,465

小計 9,770 △2,772

利息及び配当金の受取額 14 16

利息の支払額 △15 △36

法人税等の支払額 △1,416 △2,774

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,353 △5,566

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 △525 △9,418

無形固定資産の取得による支出 △7 △82

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

その他 △16 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △551 △9,505

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） △5,992 2,798

長期借入れによる収入 - 13,500

長期借入金の返済による支出 △447 △750

配当金の支払額 △521 △626

自己株式の取得による支出 △0 △0

その他 △88 △81

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,050 14,839

現金及び現金同等物に係る換算差額 161 308

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 912 76

現金及び現金同等物の期首残高 8,803 11,379

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,716 11,455
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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。

（セグメント情報等）

　Ⅰ 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)

　 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

(単位：百万円)

報告セグメント 調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額
（注）２貴金属関連事業 食品関連事業 計

売上高

外部顧客への売上高 49,752 20,367 70,120 ― 70,120

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― 18 18 △18 ―

計 49,752 20,386 70,139 △18 70,120

セグメント利益 3,410 779 4,189 ― 4,189

（注）１ 調整額の内容は、セグメント間取引及び振替高の消去であります。

　 ２ セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

　

　Ⅱ 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)

　 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

(単位：百万円)

報告セグメント 調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額
（注）２貴金属関連事業 食品関連事業 計

売上高

外部顧客への売上高 63,924 24,268 88,192 ― 88,192

セグメント間の内部売上高
又は振替高 ―

19 19 △19 ―

計 63,924 24,288 88,212 △19 88,192

セグメント利益 3,492 771 4,263 ― 4,263

（注）１ 調整額の内容は、セグメント間取引及び振替高の消去であります。

　 ２ セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

　


