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1. 2022年8月期第2四半期の連結業績（2021年9月1日～2022年2月28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2四半期 40,297 49.4 819 △43.1 639 △3.3 349 △20.3

2021年8月期第2四半期 26,968 30.6 1,440 287.1 661 79.6 438 85.6

（注）包括利益 2022年8月期第2四半期　　464百万円 （4.9％） 2021年8月期第2四半期　　442百万円 （71.7％）

1株当たり四半期純利益
円 銭

2022年8月期第2四半期 24.63

2021年8月期第2四半期 30.96

(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2四半期 24,367 9,057 37.2

2021年8月期 23,640 8,681 36.7

（参考）自己資本 2022年8月期第2四半期 9,057百万円 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 ： 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

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2Q 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2Q 111,966 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2Q 14,205,019 株 2021年8月期2Q 14,178,274 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等については、【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２四半期連結累計期間における世界経済は、ワクチン接種効果等により回復基調は維持されたものの、新た

な変異株の感染拡大もありやや鈍化した動きとなりました。特にサプライチェーンの混乱や生産及び物流の停滞、

加えて地政学リスク、経済のグリーン化によるエネルギー・資源素材価格の高騰等インフレ高進と米国の金融引締

めへの動きは、先行き不透明感を増大させました。

このような外部環境のなか、販売数量では前年同四半期比インゴットは増加、スクラップはやや減少で全体では

微増となりました。また、当社グループの主力取扱商品である銅の価格が、供給逼迫による好需給環境を背景に高

値圏で推移したことから期中平均円ベースCash価格で同四半期比41.1％と大幅高となりました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の経営成績は、売上高402億97百万円（同四半期比49.4％増）、営業利益

８億19百万円（同43.1％減）、経常利益６億39百万円（同3.3％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益３億49

百万円（同20.3％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41.1％高く推移したことや

販売数量も同四半期比0.2％増加したことから、当第２四半期連結累計期間の売上高は401億５百万円（同49.5％

増）と前年同四半期比132億84百万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となり、当第2四半期連結累計期間の売上高は１億92百

万円（同29.5％増）と前年同四半期比43百万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２四半期連結会計期間末における流動資産は213億19百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億円増加い

たしました。これは主に棚卸資産が３億27百万円、前渡金が５億62百万円増加したためであります。

固定資産は30億47百万円となり、前連結会計年度末に比べ26百万円増加しております。

この結果、総資産は、243億67百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億26百万円増加いたしました。

（負債）

当第２四半期連結会計期間末における流動負債は129億76百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億25百万円

増加いたしました。これは主に未払法人税等が５億56百万円減少した一方、仕入債務が２億35百万円、短期借入金

が９億45百万円増加したためであります。

固定負債は23億34百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億74百万円減少しております。

この結果、負債は、153億10百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億51百万円増加いたしました。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は90億57百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億75百万円

増加いたしました。これは主に利益剰余金が２億43百万円、その他有価証券評価差額金が１億５百万円増加したた

めであります。

この結果、自己資本比率は37.2％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10月11日に公表いたしました数値を修正いたしました。なお、詳細につきまし

ては、本日（2022年４月11日）公表の「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」をご覧ください。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年８月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,806,016 1,780,524

受取手形及び売掛金 8,570,785 8,173,747

電子記録債権 1,247,148 1,417,776

商品及び製品 1,837,079 999,538

仕掛品 244,107 255,741

原材料及び貯蔵品 4,899,945 6,053,081

前渡金 1,150,816 1,713,389

その他 863,187 925,650

流動資産合計 20,619,087 21,319,450

固定資産

有形固定資産

土地 1,521,121 1,521,121

その他（純額） 761,719 772,797

有形固定資産合計 2,282,840 2,293,918

無形固定資産 32,638 38,639

投資その他の資産 705,971 715,427

固定資産合計 3,021,451 3,047,985

資産合計 23,640,539 24,367,435

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,897,282 2,121,797

電子記録債務 256,712 267,862

短期借入金 7,779,200 8,724,400

１年内返済予定の長期借入金 1,314,976 1,244,816

未払法人税等 765,424 208,504

引当金 56,739 42,486

その他 380,061 366,294

流動負債合計 12,450,396 12,976,161

固定負債

長期借入金 2,388,020 2,209,392

退職給付に係る負債 120,853 124,865

固定負債合計 2,508,873 2,334,257

負債合計 14,959,269 15,310,419

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 7,231,095

自己株式 △65,797 △52,672

株主資本合計 8,612,421 8,873,622

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △4,958 100,575

為替換算調整勘定 73,806 82,818

その他の包括利益累計額合計 68,847 183,393

純資産合計 8,681,269 9,057,016

負債純資産合計 23,640,539 24,367,435

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 -

黒谷㈱（3168）　2022年８月期　第２四半期決算短信



（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間
(自　2020年９月１日
　至　2021年２月28日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年９月１日
　至　2022年２月28日)

売上高 26,968,630 40,297,117

売上原価 24,851,746 38,673,120

売上総利益 2,116,883 1,623,997

販売費及び一般管理費 676,421 804,994

営業利益 1,440,462 819,002

営業外収益

受取利息 25 36

受取配当金 1,694 2,197

持分法による投資利益 1,968 －

為替差益 3,717 12,382

受取保険金 － 5,155

助成金収入 628 －

保険事務手数料 990 1,446

その他 310 2,280

営業外収益合計 9,336 23,499

営業外費用

支払利息 29,251 51,225

持分法による投資損失 － 4,577

デリバティブ運用損 754,297 140,964

その他 4,795 6,079

営業外費用合計 788,344 202,847

経常利益 661,453 639,653

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 661,453 555,911

法人税、住民税及び事業税 220,911 191,400

法人税等調整額 1,586 14,589

法人税等合計 222,497 205,989

四半期純利益 438,955 349,921

親会社株主に帰属する四半期純利益 438,955 349,921

（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：千円）

 前第２四半期連結累計期間
(自　2020年９月１日
　至　2021年２月28日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年９月１日
　至　2022年２月28日)

四半期純利益 438,955 349,921

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 15,545 105,533

為替換算調整勘定 △9,185 9,772

持分法適用会社に対する持分相当額 △2,722 △760

その他の包括利益合計 3,637 114,545

四半期包括利益 442,593 464,467

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 442,593 464,467

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２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間
(自　2020年９月１日
　至　2021年２月28日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年９月１日
　至　2022年２月28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 661,453 555,911

減価償却費 86,187 86,311

受取利息及び受取配当金 △1,720 △2,234

支払利息 29,251 51,225

為替差損益（△は益） 252 27,455

持分法による投資損益（△は益） △1,968 4,577

投資有価証券評価損益（△は益） － 83,741

売上債権の増減額（△は増加） △1,879,327 247,967

棚卸資産の増減額（△は増加） △880,834 △327,228

仕入債務の増減額（△は減少） 1,381,583 217,270

前渡金の増減額（△は増加） △219,099 △562,573

その他 262,629 △81,900

小計 △561,592 300,525

利息及び配当金の受取額 1,737 2,232

利息の支払額 △28,547 △51,810

法人税等の支払額 △99,950 △733,616

営業活動によるキャッシュ・フロー △688,353 △482,668

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △502,709 △855,293

定期預金の払戻による収入 502,690 755,291

有形固定資産の取得による支出 △88,431 △93,930

無形固定資産の取得による支出 △13,845 △10,241

投資有価証券の取得による支出 △4,219 △7,658

その他 △28 67

投資活動によるキャッシュ・フロー △106,543 △211,763

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） 900,000 900,000

長期借入れによる収入 800,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △587,320 △748,788

自己株式の取得による支出 △20 －

配当金の支払額 △106,630 △106,565

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,006,029 544,646

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,161 24,248

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 214,294 △125,538

現金及び現金同等物の期首残高 1,433,274 1,401,290

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,647,568 1,275,751

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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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。

（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 26,820,322 148,307 26,968,630 － 26,968,630

セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ 6 6 △6 －

計 26,820,322 148,313 26,968,636 △6 26,968,630

セグメント利益又は損

失（△）
1,456,541 △16,079 1,440,462 － 1,440,462

（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
40,105,102 192,015 40,297,117 － 40,297,117

その他の収益 － － － － －

外部顧客への売上高 40,105,102 192,015 40,297,117 － 40,297,117

セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － － － －

計 40,105,102 192,015 40,297,117 － 40,297,117

セグメント利益又は損

失（△）
824,660 △5,658 819,002 － 819,002

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自 2020年９月１日　至 2021年２月28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２四半期連結累計期間（自 2021年９月１日　至 2022年２月28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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