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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第34期

第２四半期連結
累計期間

第35期
第２四半期連結

累計期間
第34期

会計期間
自2018年９月１日
至2019年２月28日

自2019年９月１日
至2020年２月29日

自2018年９月１日
至2019年８月31日

売上高 （千円） 25,834,734 20,642,930 50,670,151

経常利益又は経常損失（△） （千円） △261,957 368,223 △289,820

親会社株主に帰属する四半期純利

益又は親会社株主に帰属する四半

期（当期）純損失（△）

（千円） △182,736 236,471 △230,616

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △227,581 257,712 △334,417

純資産額 （千円） 7,553,142 7,501,640 7,340,185

総資産額 （千円） 18,462,545 17,178,806 17,832,346

１株当たり四半期純利益又は１株

当たり四半期（当期）純損失

（△）

（円） △12.81 16.71 △16.23

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 40.9 43.7 41.2

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △410,819 1,629,334 △49,146

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △107,126 △52,352 △402,954

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） 378,226 △943,602 282,934

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 1,406,571 1,998,874 1,358,684

 

回次
第34期

第２四半期連結
会計期間

第35期
第２四半期連結

会計期間

会計期間
自2018年12月１日
至2019年２月28日

自2019年12月１日
至2020年２月29日

１株当たり四半期純利益又は１株

当たり四半期純損失（△）
（円） △9.00 12.26

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第34期第２四半期連結累計期間及び第34期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、

１株当たり四半期（当期）純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４．当第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。
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２【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

なお、新型コロナウイルスによる感染拡大については、現在状況を注視していますが、今後の経過によっては当社

グループの事業に影響を与える可能性があります。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1）財政状態及び経営成績の状況

当第２四半期連結累計期間における世界経済は、懸念要因であった米中貿易摩擦が部分合意したことや英国の合

意なき離脱も回避されそうな状況となったことから、先行き期待感が強まりました。しかしながら、期後半に新型

コロナウイルス感染が世界で広まり始めたことから今後の経済への悪影響が懸念され始めてきております。

このような外部環境のなか、販売数量では、スクラップが前年同四半期比15.9％の減少となったことで、全体で

も同12.7％の減少となりました。一方、利益面においては前述のように世界経済改善期待の強まりもあり、期中平

均円ベース銅Cash価格では、前年同四半期比6.7％減となったものの、期初より期後半まで緩やかに上昇したこ

と、また、在庫管理を強めたこともあり安定した仕入価格を維持できたことから利益面では順調な状況となりまし

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206億42百万円（前年同四半期比20.1％減）、営業

利益３億72百万円（前年同四半期は営業損失２億47百万円）、経常利益３億68百万円（前年同四半期は経常損失２

億61百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益２億36百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純

損失1億82百万円）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6.7％減少、また、販売数

量も同四半期比12.7％減少したことから、当第２四半期連結累計期間の売上高は204億42百万円（前年同四半期比

20.2％減）となりました。

（美術工芸事業）

美術工芸事業は、純金製の仏像・仏具及びキャラクター製品などの需要が底堅く推移したものの、銅製品の仏像

の販売が減少したため、当第２四半期連結累計期間の売上高は２億円（前年同四半期比12.9％減）となりました。

 

財政状態につきましては、次のとおりであります。

（資産）

当第２四半期連結会計期間末における流動資産は141億20百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億円減少い

たしました。これは主に現金及び預金が６億40百万円増加した一方、たな卸資産が10億91百万円減少したためであ

ります。

固定資産は30億58百万円となり、前連結会計年度末に比べ53百万円の減少となっております。

この結果、総資産は、171億78百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億53百万円減少いたしました。

（負債）

当第２四半期連結会計期間末における流動負債は77億16百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億72百万円減

少いたしました。これは主に短期借入金が７億23百万円減少したためであります。

固定負債は19億60百万円となり、前連結会計年度末に比べ42百万円減少しております。

この結果、負債は、96億77百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億14百万円減少いたしました。

（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75億１百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億61百万円

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２億36百万円及び配当金の支払１億６

百万円などにより株主資本が１億40百万円増加したためであります。

この結果、自己資本比率は43.7％となりました。

 

(2）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会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、19億98百万円となりまし

た。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
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（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は16億29百万円となりました。これは主に税金

等調整前四半期純利益３億68百万円及びたな卸資産の減少による収入10億91百万円によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は52百万円となりました。これは主に短期貸付

金の回収による収入が53百万円あった一方、有形固定資産の取得による支出が96百万円あったためであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果使用した資金は９億43百万円となりました。これは主に短期

借入金の純減７億50百万円及び配当金の支払い１億５百万円によるものです。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(4）研究開発活動

該当事項はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 28,000,000

計 28,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（2020年２月29日）

提出日現在発行数（株）
（2020年４月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 14,337,200 14,337,200
東京証券取引所

（市場第一部）
単元株式数100株

計 14,337,200 14,337,200 － －

 

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

2019年12月１日～

2020年２月29日
－ 14,337,200 － 1,000,000 － 293,024
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（５）【大株主の状況】

  2020年２月29日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合(％)

株式会社黒谷商店 富山県射水市作道２１４０－３ 5,696,000 40.19

黒谷　純久 東京都世田谷区 3,000,400 21.17

株式会社ＳＭＣ
兵庫県神戸市兵庫区駅前通２丁目

１－２
400,000 2.82

黒谷　暁 東京都世田谷区 201,000 1.42

黒谷　昌輝 東京都世田谷区 200,000 1.41

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信

託口）

東京都港区浜松町２丁目１１番３

号
177,600 1.25

黒谷株式会社従業員持株会 富山県射水市奈呉の江１２－２ 154,100 1.09

株式会社北陸銀行
富山県富山市堤町通り１丁目２－

２６
140,000 0.99

株式会社北國銀行

（常任代理人　資産管理サービス信託銀行株

式会社）

石川県金沢市広岡２丁目１２番６

号

（東京都中央区晴海１丁目８－１

２）

140,000 0.99

黒谷　春美 東京都世田谷区 120,000 0.85

計 － 10,229,100 72.18
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2020年２月29日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 165,900 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 14,169,200 141,692 －

単元未満株式 普通株式 2,100 － －

発行済株式総数  14,337,200 － －

総株主の議決権  － 141,692 －

 

 

②【自己株式等】

    2020年２月29日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

黒谷株式会社
富山県射水市奈呉の江12番

地の２
165,900 － 165,900 1.16

計 － 165,900 － 165,900 1.16

 

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2019年12月１日から2020

年２月29日まで）及び第２四半期連結累計期間（2019年９月１日から2020年２月29日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2019年８月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年２月29日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,015,627 2,655,864

受取手形及び売掛金 ※２ 4,804,811 ※２ 4,757,568

電子記録債権 ※２ 859,855 ※２ 870,330

商品及び製品 453,509 621,467

仕掛品 136,972 156,139

原材料及び貯蔵品 4,926,642 3,647,573

前渡金 526,236 884,095

その他 996,609 527,134

流動資産合計 14,720,265 14,120,175

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,521,121 1,521,121

その他（純額） 882,780 861,422

有形固定資産合計 2,403,901 2,382,544

無形固定資産 12,942 14,300

投資その他の資産 ※１ 695,236 ※１ 661,785

固定資産合計 3,112,081 3,058,630

資産合計 17,832,346 17,178,806

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,282,795 1,162,060

電子記録債務 ※２ 246,065 248,067

短期借入金 5,458,140 4,734,870

1年内返済予定の長期借入金 1,160,580 1,118,476

未払法人税等 10,317 96,965

引当金 21,398 28,718

その他 309,929 327,806

流動負債合計 8,489,226 7,716,963

固定負債   

長期借入金 1,900,334 1,854,744

退職給付に係る負債 102,600 105,458

固定負債合計 2,002,934 1,960,202

負債合計 10,492,160 9,677,165

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000,000 1,000,000

資本剰余金 685,821 685,396

利益剰余金 5,680,763 5,811,114

自己株式 △88,616 △78,329

株主資本合計 7,277,967 7,418,182

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △8,861 1,442

為替換算調整勘定 71,079 82,016

その他の包括利益累計額合計 62,217 83,458

純資産合計 7,340,185 7,501,640

負債純資産合計 17,832,346 17,178,806
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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２四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
 前第２四半期連結累計期間

(自　2018年９月１日
　至　2019年２月28日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2019年９月１日
　至　2020年２月29日)

売上高 25,834,734 20,642,930

売上原価 25,454,115 19,629,076

売上総利益 380,618 1,013,853

販売費及び一般管理費 ※ 628,195 ※ 641,710

営業利益又は営業損失（△） △247,577 372,142

営業外収益   

受取利息 1,088 757

受取配当金 1,818 1,783

持分法による投資利益 5,058 －

デリバティブ運用益 1,169 42,710

受取保険金 29,020 1,392

助成金収入 1,804 844

保険事務手数料 1,110 1,017

その他 1,362 518

営業外収益合計 42,431 49,023

営業外費用   

支払利息 41,584 36,705

為替差損 6,778 9,540

持分法による投資損失 － 4,128

その他 8,448 2,568

営業外費用合計 56,811 52,942

経常利益又は経常損失（△） △261,957 368,223

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
△261,957 368,223

法人税、住民税及び事業税 3,653 80,225

法人税等調整額 △82,874 51,526

法人税等合計 △79,221 131,751

四半期純利益又は四半期純損失（△） △182,736 236,471

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
△182,736 236,471
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
 前第２四半期連結累計期間

(自　2018年９月１日
　至　2019年２月28日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2019年９月１日
　至　2020年２月29日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △182,736 236,471

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △50,120 10,303

為替換算調整勘定 827 3,712

持分法適用会社に対する持分相当額 4,447 7,224

その他の包括利益合計 △44,844 21,240

四半期包括利益 △227,581 257,712

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △227,581 257,712

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

  （単位：千円）

 
 前第２四半期連結累計期間

(自　2018年９月１日
　至　2019年２月28日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2019年９月１日
　至　2020年２月29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又は税金等調整前四半

期純損失（△）
△261,957 368,223

減価償却費 80,451 105,812

受取利息及び受取配当金 △2,906 △2,540

支払利息 41,584 36,705

為替差損益（△は益） 4,430 22,059

持分法による投資損益（△は益） △5,058 4,128

売上債権の増減額（△は増加） 1,042,766 43,091

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,250,262 1,091,944

仕入債務の増減額（△は減少） 77,031 △123,561

前渡金の増減額（△は増加） 653,968 △357,859

その他 157,847 476,752

小計 △462,104 1,664,755

利息及び配当金の受取額 2,594 3,350

利息の支払額 △42,234 △36,462

法人税等の支払額 △2,520 △2,308

法人税等の還付額 93,445 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △410,819 1,629,334

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 △514,641 △502,675

定期預金の払戻による収入 514,608 502,656

短期貸付金の回収による収入 － 53,700

有形固定資産の取得による支出 △100,436 △96,278

無形固定資産の取得による支出 △1,330 △3,580

投資有価証券の取得による支出 △3,698 △4,206

その他 △1,628 △1,968

投資活動によるキャッシュ・フロー △107,126 △52,352

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） 700,000 △750,000

長期借入れによる収入 500,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △619,288 △587,694

自己株式の取得による支出 △94,911 －

配当金の支払額 △107,573 △105,908

財務活動によるキャッシュ・フロー 378,226 △943,602

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,084 6,810

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △142,803 640,190

現金及び現金同等物の期首残高 1,549,375 1,358,684

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 1,406,571 ※ 1,998,874
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※１　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の金額

 
前連結会計年度

（2019年８月31日）

当第２四半期連結会計期間

（2020年２月29日）

投資その他の資産 38,850千円 38,850千円

 

※２　四半期連結会計期間末日満期手形等

四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、当四半期連結会計期間の末日は金融機関の休日

でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。四半期連結会計期間末日満期手形等の金額

は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2019年８月31日）

当第２四半期連結会計期間

（2020年２月29日）

受取手形 16,017千円 42,788千円

電子記録債権 74,778 55,314

電子記録債務 569 －

 

（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前第２四半期連結累計期間

（自 2018年９月１日
　　至 2019年２月28日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 2019年９月１日

　　至 2020年２月29日）

販売諸掛 244,103千円 222,298千円

従業員給与及び賞与 89,489 82,580

賞与引当金繰入額 5,646 12,584

退職給付費用 1,007 2,272

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとお

りであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 2018年９月１日
至 2019年２月28日）

当第２四半期連結累計期間
（自 2019年９月１日
至 2020年２月29日）

現金及び預金勘定 2,063,523千円 2,655,864千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △656,952 △656,990

現金及び現金同等物 1,406,571 1,998,874
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2018年９月１日　至　2019年２月28日）

(1) 配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年11月27日

定時株主総会
普通株式 107,526 7.5 2018年８月31日 2018年11月28日 利益剰余金

 

(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期

間の末日後となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年４月12日

取締役会
普通株式 106,120 7.5 2019年２月28日 2019年５月７日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2019年９月１日　至　2020年２月29日）

(1) 配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年11月27日

定時株主総会
普通株式 106,120 7.5 2019年８月31日 2019年11月28日 利益剰余金

 

(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期

間の末日後となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年４月10日

取締役会
普通株式 106,284 7.5 2020年２月29日 2020年５月７日 利益剰余金
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（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 2018年９月１日　至 2019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

     （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 25,607,132 227,601 25,834,734 － 25,834,734

セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ 2,283 2,283 △2,283 －

計 25,607,132 229,885 25,837,017 △2,283 25,834,734

セグメント利益又は損

失（△）
△268,718 21,141 △247,577 － △247,577

（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損失と一致しておりま

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 2019年９月１日　至 2020年２月29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

     （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 20,442,622 200,307 20,642,930 － 20,642,930

セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － － － －

計 20,442,622 200,307 20,642,930 － 20,642,930

セグメント利益 356,358 15,784 372,142 － 372,142

（注）セグメント利益の金額の合計額は、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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（デリバティブ取引関係）

対象物の種類が商品関連であるデリバティブ取引が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、

かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。

 

前連結会計年度（2019年８月31日）

該当事項はありません。

 

当第２四半期連結会計期間（2020年２月29日）

商品関連

区分 取引の種類
契約額等

（千円）

時価

（千円）

評価損益

（千円）

市場取引以外の取引

（先渡取引）

売建

買建

 

505,792

159,158

 

45,022

△3,553

 

45,022

△3,553

合計 664,951 41,468 41,468

（注）時価の算定方法

時価の算定は、商社及びＬＭＥ（ロンドン金属取引所）取引のブローカーから提出された価格によっておりま

す。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　2018年９月１日
至　2019年２月28日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2019年９月１日
至　2020年２月29日）

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損

失（△）
△12円81銭 16円71銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社

株主に帰属する四半期純損失（△）（千円）
△182,736 236,471

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失

（△）（千円）

△182,736 236,471

普通株式の期中平均株式数（株） 14,269,195 14,154,819

（注）１．前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純

損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．当第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しな

いため、記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２【その他】

第35期（2019年９月１日から2020年８月31日まで）中間配当について

2020年４月10日開催の取締役会において、2020年２月29日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配

当を行うことを決議いたしました。

①　配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　  106,284千円

②　１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　　  7.5円

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　　　2020年５月７日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

 

 2020年４月10日

 

黒谷株式会社  

 

取締役会　御中  

 

 有限責任監査法人　トーマツ

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 下条　修司　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 加藤　博久　　印

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている黒谷株式会社の

2019年９月１日から2020年８月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2019年12月１日から2020年２月29日

まで）及び第２四半期連結累計期間（2019年９月１日から2020年２月29日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、

四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び

注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、黒谷株式会社及び連結子会社の2020年２月29日現在の財政状態並びに

同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じ

させる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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