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平成１８年３月期    決算短信（連結) 
平成18年5月15日 

上場会社名    モリ工業株式会社  
コード番号    ５４６４ 
（ＵＲＬ http://www.mory.co.jp/） 
代    表    者  役職名  代 表 取 締 役 社 長  氏名  森      宏  明 
問合せ先責任者  役職名  取締役管理部門担当  氏名  濵  﨑  貞  信    TEL  (06) 4708 - 1271 
決算取締役会開催日  平成18年5月15日 
米国会計基準採用の有無  無 
 
１．１８年３月期の連結業績（平成17年4月1日～平成18年3月31日） 
 
（１）連結経営成績                               （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売   上   高 営 業 利 益 経 常 利 益 
 百万円     ％ 百万円     ％ 百万円     ％ 

18年3月期 41,493 5.3 2,419 △ 30.0 2,276 △ 30.4 
17年3月期 39,420 19.2 3,457 105.1 3,271 120.4 

 

 当期純利益 １株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益 

株 主 資 本 
当期純利益率 

総  資  本 
経常利益率 

売  上  高 
経常利益率 

 百万円   ％      円   銭      円   銭 ％ ％ ％ 
18年3月期 1,399 △ 37.3 30 23 ― ― 6.9 5.4 5.5 
17年3月期 2,233 80.5 48 61 ― ― 12.0 8.1 8.3 

（注）1. 持分法投資損益          18年3月期      －百万円    17年3月期      －百万円 
2. 期中平均株式数(連結)    18年3月期  45,298,140株    17年3月期  45,326,554株 
3. 会計処理の方法の変更    無 
4. 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

 
（２）連結財政状態 

 総   資   産 株 主 資 本 株主資本比率 １株当たり株主資本 
 百万円 百万円 ％ 円  銭 

18年3月期 42,579 21,155 49.7 466 49 
17年3月期 42,293 19,619 46.4 432 32 

（注）期末発行済株式数(連結)    18年3月期  45,284,709株    17年3月期  45,312,303株 
 
（３）連結キャッシュ・フローの状況 

 営業活動による 
キャッシュ･フロー

投資活動による 
キャッシュ･フロー

財務活動による 
キャッシュ･フロー 

現金及び現金同等物 
期  末  残  高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 
18年3月期 1,410 △ 927 △ 200 1,170 
17年3月期 1,350 △ 282 △ 1,241 887 

 
（４）連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数  ４社      持分法適用非連結子会社数  ―社      持分法適用関連会社数  ―社 
 
（５）連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結    （新規）―社    （除外）―社            持分法    （新規）―社    （除外）―社 
 
２．１９年３月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日） 

 売   上   高 経 常 利 益 当期純利益 
 百万円 百万円 百万円 

中  間  期 20,000 1,150 700 
通      期 42,000 2,500 1,500 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）    33円12銭 
※  本資料における予想、見通し、計画等は、現時点における事業環境に基づくものであり、今後の事業環境の変化により
実際の業績が異なる可能性があります。なお、その内容につきましては、P6をご参照ください。 

 

上 場 取 引 所 東証・大証 
本社所在都道府県 大阪府 
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 企 業 集 団 の 状 況  
 

当社グループが営んでいる主な事業はステンレス管、ステンレス条鋼、ステンレス加工品、鋼管の製
造販売であり、あわせて、パイプ加工の省力化用としてパイプ切断機等の機械の製造販売を行っており
ます。 
当社グループは、当社および子会社４社で構成され、その事業の内容および位置づけならびに事業の

種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。 
 
ステンレス管、条鋼、鋼管およびその加工品・関連製品は、当社において製造販売を行うほか、その

一部製品の加工については、モリ金属㈱、関東モリ工業㈱に委託しております。また、一部製品の販売
については、㈱ニットクが行っております。 
なお、自転車および家庭用金物製品の転売品は、その他の事業に区分しており、自転車の販売は㈱シ

ルベスト、家庭用金物製品の転売品の販売は関連当事者であるモリ販売㈱が行っております。 
 
その事業の系統図は次のとおりであります。 
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 経 営 方 針  
 

１．基本方針 
当社グループは、独創的なアイデアのもとに開発した製品を、経済的に生産して、適正なる価格で

販売することにより、株主をはじめとする社会の方々に貢献するとともに、社業の発展をはかること
を基本目的としております。経営活動においては、信用を第一とし、堅実経営に徹する一方で進取的
な経営姿勢をとり、常に新しい分野へのチャレンジを行っております。 

 
２．経営戦略 

当社グループはステンレス管、同条鋼、同加工品を主力製品としており、ステンレス業界ではユニ
ークな存在として評価されております。経営的には、川上作戦、川下作戦を展開しており、ステンレ
ス帯鋼の冷間圧延、スリット加工から最終は家庭用金物製品（物干し竿など）まで幅広く事業を展開
し、付加価値の拡大と新需要の開拓に努めております。また、社内で使用している専用設備の大半は
自社で設計製作しており、経営面の大きな強みとなっております。さらに、販売面におきましても各
地に配送センターを設置し、流通機能取り込みによる物流コストの削減と情報収集の強化など、販売
力の強化を実行しております。 
現在、この流通機能取り込みによる販売拡大を経営の最優先課題としております。また、製品の品

質を高め、自動車関係などのユーザーを開拓することを第二の課題としております。 
 
３．利益配分に関する基本方針 

利益配分につきましては、安定的な配当を考慮しつつも基本的には業績に応じて配当させていただ
くことを方針としております。具体的には配当性向30％以上、株主資本配当率1.5％以上を当面の目標
としております。 

 
４．目標とする経営指標等 

目標とする経営指標については、売上高経常利益率８％以上、株主資本比率50％以上を目指してお
ります。 

 
５．親会社等に関する事項 

当社（モリ工業株式会社）は親会社等を有していないため、記載すべき事項はありません。 
 
６．その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 
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 経営成績および財政状態  
 
１．経 営 成 績 
（１）概況 

当連結会計年度におけるわが国経済は、自動車、設備関連が好調で、好況のうちに推移いたしま
した。当社グループが属する鉄鋼業界では、これまで続いた市況の上昇は頭打ちとなりました。当社
グループの主力商品であるステンレス関係の業界では、市況の上昇が他の素材より先行した分、その
軟化傾向も早く到来いたしました。しかし、材料メーカーの減産により市況が大きく崩れるには至ら
ず、期の終わり頃には、中国の需要回復により市況は上昇の動きをみせました。 
このような状況下にありまして、当社グループの売上高は、414億93百万円（前連結会計年度比5.3％

増）になりました。経常利益につきましては、22億76百万円（前連結会計年度比30.4％減）と減益と
なりました。減益となりましたのは、前連結会計年度は販売価格の上昇が仕入価格の上昇に先行して
大幅な増益となったのに対し、当連結会計年度は仕入価格の上昇が追いついてきたことによります。
当期純利益は13億99百万円（前連結会計年度比37.3％減）となりました。 

 
（２）部門別の実績 

ステンレス管部門では、自動車用が大きく伸びました。配管用も堅調でした。建築用は横ばいに
とどまりました。その結果、売上高は194億72百万円（前連結会計年度比6.7％増）を確保することが
できました。 
ステンレス条鋼部門では、設備投資向けが堅調だったうえに、期初に販売価格の値上げがあり、

売上高は120億19百万円（前連結会計年度比11.3％増）と増加いたしました。 
ステンレス加工品部門では、家庭用金物製品が、海外製品の流入、販売価格の下落が重なり不振

な状況が続きました。そのため、売上高は38億２百万円（前連結会計年度比5.2％減）にとどまりま
した。 
鋼管部門では、前連結会計年度まで市況が急上昇した分の反動で、当連結会計年度は市況が下落

傾向で推移いたしました。建築向けの盛り上がりがなかったこともあり、売上高としては38億79百万
円（前連結会計年度比4.0％減）となりました。 
その他部門では、パイプ切断機が自動車関係の設備投資の増加に支えられて大幅に増加いたしま

した。反面、家庭用金物製品の転売品は消費不振の影響を受けて減少いたしました。その結果、売上
高は23億20百万円（前連結会計年度比0.0％増）となりました。 
 

（３）その他の実施事項 
①  岡山配送センター兼営業所を開設いたしました。従来物流面で弱かった中四国地区での店売り
品の販売を強化することができました。 

②  東関東配送センターの増築工事を完成させ、関東での販売力強化を図りました。 
③  自動車向けパイプの品質向上について、クレーム低減、パイプ形状向上など目立った成果を挙
げることができました。 

 
（４）利益配分 

期末配当につきましては前期と同じく、１株につき４円00銭とさせていただきます。中間配当と
合わせますと年間７円の配当となります。この結果、配当性向は28.1％、株主資本配当率は1.5％と
なります。 
 

（５）次期の見通し 
国内の景気は、海外でよほど状況が急変しない限り、好調が続くと思われます。そのような状況

下で、ステンレス管、ステンレス条鋼は、今までの物流面を中心とした販売強化策を実らせ、さらな
る拡販を図ります。自動車向けステンレス管は、ユーザーの厳しい品質要求に応えて事業のひとつの
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柱にしたいと思っております。ステンレス加工品は、中国製品に対抗するコスト競争力の強化に努め
ます。鋼管は、市況の反転の動きがみられることから、業績に貢献してくれるとみております。その
他、パイプ切断機は需要先各社の設備投資が続くことから、好調な実績を予想しております。 
なお、平成18年５月より、本社事務所を大阪府河内長野市から大阪市中央区西心斎橋二丁目に移

し、企業としてのイメージアップ、販売力強化に努めます。 
 
 
２．財 政 状 態 

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動により14億10百万円の収入となり、投
資活動により９億27百万円の支出となり、財務活動により２億円の支出となりました。これらの結果、
現金及び現金同等物の残高は、期首に比べて２億82百万円増加し、11億70百万円（前連結会計年度比
31.9％増）となりました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が前連結会計年度に比べて７億

43百万円減少したことに加え、法人税等の支払額も増加いたしましたが、棚卸資産や仕入債務が減少
したため、営業活動全体では14億10百万円（前連結会計年度比4.4％増）の収入となりました。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に配送センター関係の設備投資等により９億27百万円

（前連結会計年度は２億82百万円の支出）の支出となりました。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債20億円の償還などを主に長期借入金30億円でまかな

い、財務活動全体では２億円（前連結会計年度は主に社債の償還等により12億41百万円の支出）の支
出となりました。 

 
なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりです。 

 平成15年3月期 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 
自 己 資 本 比 率（％） 44.6 45.6 46.4 49.7 
時価ベースの自己資本比率（％） 19.6 34.9 47.8 45.9 
債 務 償 還 年 数（年） 10.2 10.0 7.2 7.0 
インタレスト･カバレッジ･レシオ 4.7 5.0 7.0 8.4 
※ 自己資本比率                    ：自己資本÷総資産 
時価ベースの自己資本比率        ：株式時価総額÷総資産 
債務償還年数                    ：有利子負債÷営業キャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー÷利払い 
１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 
２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出してお
ります。 

３．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・
フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子
を支払っているすべての負債を対象としております。また、利払いは、連結キャッシュ・フロ
ー計算書の利息の支払額を使用しております。 
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３．事業等のリスク 

本決算短信に記載いたしました事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に
重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、次のようなものがあります。 

 
当社グループは、原材料の調達、製品の製造、商品の仕入、製品および商品の販売に至る事業の

ほとんどを日本国内で行っております。これは、いわゆるカントリーリスクや為替相場の変動の影響
を直接的には受けにくいという特性を重視しているからでありますが、海外で製造することによるコ
ストメリットなどを直接的に享受することはできません。 
このため、当社グループでは、パイプ製造設備などを自社で設計し製作することで技術力を維持

向上させ、また、原材料の冷間圧延・スリット加工から家庭用金物製品に代表される主にパイプを使
用した一般顧客向け製品の開発までを手がけ、付加価値の向上に努めております。 
しかしながら、上記の戦略ですべての状況に対応できる保証はなく、たとえば海外製品の流入な

どにより販売価格が下落して採算が悪化し、または、顧客の海外進出にともなって販売量が減少する
などにより、その製品の製造販売からの撤退を余儀なくされ、売上高が減少したり、製造設備の廃棄
などにともなう損失発生などにより、利益の確保が困難になる可能性は否定できません。 
次に、当社グループの主力製品のパイプや条鋼の販売価格と主要な原材料であるコイル材等の仕

入価格には当社グループではコントロールできない市場価格があり、絶えず需要と供給のバランスで
変動しております。基本的には、原材料価格が上下すれば製品価格も上下する相関関係にはあります
が、必ずしも同時にまた同程度で変動するとは限りません。したがいまして、原材料価格が上昇して
も、同時にまた同程度で製品価格が上昇しないことになれば、製品価格が適正な価格に上昇するまで
の間は収益が圧迫されることになり、その期間が長引きまたはその状態が恒常化すれば、その製品の
製造販売から撤退せざるを得ない状況になる可能性もあります。また、原材料価格と製品価格が同時
にまた同程度で下落したときでも、同じ量を販売しても売上高が減少することになり、その程度によ
っては、いわゆる固定費を吸収しきれず利益が確保できない可能性があります。 

 
なお、上記は当社グループの事業の特性と考えられる部分について限定的に記載したものであり、

当社グループの事業等のリスクを上記内容に限定するものではなく、また、これら以外のいかなる事
態の発生およびリスクの可能性を否定するものではありません。 

 

 製 品 別 売 上 高 比 較 表  
 

 
前連結会計年度 

(自  平成16年４月１日 
至  平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成17年４月１日 
至  平成18年３月31日) 

比較増減 

区  分 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 率(％) 

ス テ ン レ ス 管 18,246 46.3 19,472 46.9 1,226 6.7 

ステンレス条鋼 10,804 27.4 12,019 29.0 1,215 11.3 

ステンレス加工品 4,011 10.2 3,802 9.2 △ 209 △ 5.2 

鋼 管 4,038 10.2 3,879 9.3 △ 159 △ 4.0 

そ の 他 2,319 5.9 2,320 5.6 1 0.0 

合    計 39,420 100.0 41,493 100.0 2,073 5.3 
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連結財務諸表等 

(1) 連結財務諸表 

① 連結貸借対照表 
 

  前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 比較増減 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比 

(％) 金額(百万円) 構成比 (％) 金額(百万円) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

１ 現金および預金   887   1,170   283 

２ 受取手形および売掛金   13,174   13,431   257 

３ たな卸資産   9,515   8,682   △833 

４ 繰延税金資産   375   243   △132 

５ その他の流動資産   815   796   △19 

貸倒引当金   △102   △63   39 

流動資産合計   24,665 58.3  24,260 57.0  △405 

Ⅱ 固定資産          

(1) 有形固定資産 ※１ 
※２         

１ 建物および構築物   5,277   5,344   67 

２ 機械装置および運搬具   1,864   1,966   102 

３ 工具・器具・備品   332   383   51 

４ 土地   7,385   7,385   0 

５ 建設仮勘定   152   67   △85 

有形固定資産合計   15,013 (35.5)  15,146 (35.6)  133 

(2) 無形固定資産          

１ 電力利用権等   37   33   △4 

無形固定資産合計   37 (0.1)  33 (0.1)  △4 

(3) 投資その他の資産          

１ 投資有価証券 ※２  1,355   2,247   892 

２ 長期貸付金   14   15   1 

３ 繰延税金資産   481   156   △325 

４ その他の投資   944   931   △13 

貸倒引当金   △249   △222   27 

投資その他の資産合計   2,546 (6.0)  3,128 (7.3)  582 

固定資産合計   17,597 41.6  18,308 43.0  711 

Ⅲ 繰延資産          

１ 社債発行費   29   10   △19 

２ 社債発行差金   0   ―   0 

繰延資産合計   29 0.1  10 0.0  △19 

資産合計   42,293 100.0  42,579 100.0  286 
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  前連結会計年度 

(平成17年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成18年３月31日) 比較増減 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比 

(％) 金額(百万円) 構成比 (％) 金額(百万円) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

１ 支払手形および買掛金   8,507   7,935   △572 

２ 短期借入金 ※２  2,370   2,770   400 

３ １年内に返済予定の 
長期借入金 ※２  1,223   468   △755 

４ １年内に償還予定の社債 ※２  2,000   ―   △2,000 

５ 未払法人税等   1,097   222   △875 

６ 賞与引当金   370   367   △3 

７ その他の流動負債   1,239   1,327   88 

流動負債合計   16,808 39.7  13,091 30.7  △3,717 

Ⅱ 固定負債          

１ 社債 ※２  3,000   3,000   0 

２ 長期借入金 ※２  1,122   3,605   2,483 

３ 繰延税金負債   62   186   124 

４ 退職給付引当金   1,636   1,505   △131 

５ その他の固定負債   44   35   △9 

固定負債合計   5,865 13.9  8,332 19.6  2,467 

負債合計   22,674 53.6  21,424 50.3  △1,250 

          

(資本の部)          

Ⅰ 資本金 ※３  7,360 17.4  7,360 17.3  0 

Ⅱ 資本剰余金   7,705 18.2  7,705 18.1  0 

Ⅲ 利益剰余金   4,097 9.7  5,149 12.1  1,052 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   480 1.1  975 2.3  495 

Ⅴ 自己株式 ※４  △24 △0.0  △35 △0.1  △11 

資本合計   19,619 46.4  21,155 49.7  1,536 

負債・資本合計   42,293 100.0  42,579 100.0  286 
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② 連結損益計算書 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

比較増減 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比 

(％) 金額(百万円) 百分比 (％) 金額(百万円) 

Ⅰ 売上高   39,420 100.0  41,493 100.0  2,073 

Ⅱ 売上原価 ※２  30,731 78.0  33,714 81.3  2,983 

売上総利益   8,689 22.0  7,779 18.7  △910 

Ⅲ 販売費および一般管理費 ※１ 
※２  5,232 13.2  5,359 12.9  127 

営業利益   3,457 8.8  2,419 5.8  △1,038 

Ⅳ 営業外収益          

１ 受取利息  0   0   0  

２ 受取配当金  8   13   5  

３ 仕入割引  7   6   △1  

４ 受取賃貸料  51   53   2  

５ その他の営業外収益  25 93 0.2 29 103 0.3 4 10 

Ⅴ 営業外費用          

１ 支払利息  174   159   △15  

２ 売上割引  28   30   2  

３ その他の営業外費用  76 279 0.7 56 246 0.6 △20 △33 

経常利益   3,271 8.3  2,276 5.5  △995 

Ⅵ 特別利益          

１ 固定資産売却益 ※３ 29   ―   △29  

２ 投資有価証券売却益  124   45   △79  

３ 貸倒引当金戻入益  ― 153 0.4 65 111 0.3 65 △42 

Ⅶ 特別損失          

１ 固定資産売却損 ※４ ―   1   1  

２ 固定資産除却損 ※５ 130   12   △118  

３ 貸倒引当金繰入額  185   ―   △185  

４ 役員退職金  ―   12   12  

５ その他の特別損失  5 320 0.8 ― 26 0.1 △5 △294 

税金等調整前当期純利益   3,104 7.9  2,361 5.7  △743 

法人税、住民税 
および事業税  1,028   710   △318  

法人税等調整額  △158 870 2.2 252 962 2.3 410 92 

当期純利益   2,233 5.7  1,399 3.4  △834 
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③ 連結剰余金計算書 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

比較増減 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)        

Ⅰ 資本剰余金期首残高   7,705  7,705  0 

Ⅱ 資本剰余金期末残高   7,705  7,705  0 

(利益剰余金の部)        

Ⅰ 利益剰余金期首残高   2,178  4,097  1,919 

Ⅱ 利益剰余金増加高        

 １ 当期純利益  2,233 2,233 1,399 1,399 △834 △834 

Ⅲ 利益剰余金減少高        

 １ 配当金  294  317  23  

 ２ 役員賞与  20 314 30 347 10 33 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   4,097  5,149  1,052 
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④ 連結キャッシュ・フロー計算書 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前当期純利益  3,104 2,361 
減価償却費  717 727 
減損損失  4 ― 
貸倒引当金の増減額  246 △65 
賞与引当金の増減額  36 △3 
退職給付引当金の増減額  △62 △131 
受取利息および受取配当金  △8 △14 
支払利息  174 159 
有形固定資産売却益  △29 ― 
有形固定資産売却損  ― 1 
有形固定資産除却損  130 12 
投資有価証券売却益  △124 △45 
役員賞与の支払額  △20 △30 
売上債権の増減額  △1,319 △257 
たな卸資産の増減額  △2,310 833 
その他資産の増減額  △361 36 
仕入債務の増減額  1,313 △571 
その他負債の増減額  60 193 
小計  1,551 3,207 

利息および配当金の受取額  8 14 
利息の支払額  △191 △167 
法人税等の支払額  △17 △1,643 
営業活動によるキャッシュ・フロー  1,350 1,410 

Ⅱ 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  △494 △905 
有形固定資産の売却による収入  45 6 
投資有価証券の取得による支出  △3 △103 
投資有価証券の売却による収入  184 80 
貸付けによる支出  △11 △10 
貸付金の回収による収入  6 9 
その他の投資の増減額  △9 △3 
投資活動によるキャッシュ・フロー  △282 △927 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入  10,600 7,410 
短期借入金の返済による支出  △9,885 △7,010 
長期借入れによる収入  ― 3,000 
長期借入金の返済による支出  △625 △1,272 
社債の発行による収入  969 ― 
社債の償還による支出  △2,000 △2,000 
自己株式の取得による支出  △7 △10 
配当金の支払額  △292 △316 
財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,241 △200 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  △173 282 
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,061 887 
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  887 1,170 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項  全ての子会社を連結しております。
なお、連結子会社はモリ金属㈱、関東
モリ工業㈱、㈱シルベストおよび㈱ニ
ットクの４社であります。㈱ニットク
は平成16年６月に新規設立したことに
ともない、当連結会計年度より連結子
会社となりました。 

 全ての子会社を連結しております。
なお、連結子会社はモリ金属㈱、関東
モリ工業㈱、㈱シルベストおよび㈱ニ
ットクの４社であります。 

   
２ 持分法の適用に関する事
項 

 該当する事項はありません。 
 

同左 

   
３ 連結子会社の事業年度等
に関する事項 

 連結子会社の事業年度末日と連結決
算日は一致しております。 

同左 

   
４ 会計処理基準に関する事
項 

 (1) 重要な資産の評価基準
及び評価方法 

  

  ① 有価証券 その他有価証券 
 時価のあるもの 
  連結決算日の市場価格等に基づく
時価法(評価差額は全部資本直入法
により処理し、売却原価は移動平均
法により算定) 

同左 

  時価のないもの 
  移動平均法による原価法 

 

  ② デリバティブ  時価法 同左 
  ③ たな卸資産 商品 

 先入先出法による原価法 
製品・仕掛品 
 移動平均法による原価法 
原材料 
 主として移動平均法による低価法 
貯蔵品 
 最終仕入原価法による原価法 

同左 

   
 (2) 重要な減価償却資産の
減価償却の方法 

  

  ① 有形固定資産 建物 
 定額法 
建物以外 
 主として定率法 
 なお、主な耐用年数は次のとおりで
あります。 
建物および構築物 ３～60年
機械装置および 
運搬具 主として14年
 

同左 

  ② 無形固定資産 自社利用ソフトウェア 
 社内における利用可能期間(５年)に
基づく定額法 
上記以外の無形固定資産 
 定額法 

同左 
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前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (3) 重要な引当金の計上基
準 

  

  ① 貸倒引当金  売上債権等の貸倒れによる損失に備
えるため、一般債権については貸倒実
績率により、貸倒懸念債権等特定の債
権については個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上しておりま
す。 

同左 

  ② 賞与引当金  従業員に対する賞与の支給に充てる
ため、支給見込額に基づき計上してお
ります。 

同左 

  ③ 退職給付引当金  従業員の退職給付に備えるため、当
連結会計年度末における退職給付債務
および年金資産の見込額に基づき計上
しております。 
 数理計算上の差異は、各連結会計年
度の発生時における従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数(15年)によ
る定額法により按分した額を、それぞ
れ翌連結会計年度から費用処理するこ
ととしております。 

同左 

   
 (4) 重要なリース取引の処
理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転す
ると認められるもの以外のファイナン
ス・リース取引については、通常の賃
貸借取引に係る方法に準じた会計処理
方法によっております。 

同左 

   
 (5) 重要なヘッジ会計の方
法 

  

  ① ヘッジ会計の方法  繰延ヘッジによっております。 
 金利スワップについては、特例処理
の要件を満たす場合は特例処理を採用
しております。 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ
対象 

 ヘッジ手段  金利スワップ 
 ヘッジ対象  借入金利息 

同左 

  ③ ヘッジ方針  借入金の金利変動リスクを回避する
目的で金利スワップ取引を行ってお
り、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に
行っております。 

同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の
方法 

 金利変動またはキャッシュ・フロー
変動を完全に相殺するものと想定され
るため、ヘッジの有効性の判定は省略
しております。 
 金利スワップの特例処理の要件を満
たす場合は、有効性の評価を省略して
おります。 

同左 

   
 (6) その他連結財務諸表作
成のための重要な事項 

  

    消費税および地方消
費税の処理方法 

 税抜方式を採用しております。 同左 
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前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

５ 連結子会社の資産及び負
債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産および負債の評価
については、全面時価評価法を採用し
ております。 

同左 

   
６ 利益処分項目等の取扱い
に関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会計年度
中に確定した利益処分に基づいて作成
しております。 

同左 

   
７ 連結キャッシュ・フロー
計算書における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書にお
ける資金(現金及び現金同等物)は、手
許現金および随時引き出し可能な預金
からなっております。 

同左 
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会計処理方法の変更 
 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

固定資産の減損に係る会計基準の適用 
 固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に
係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 
平成14年８月９日））および「固定資産の減損に係る会
計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成15年10
月31日 企業会計基準適用指針第６号）が平成16年３月
31日に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表から適
用できることになったことにともない、当連結会計年度
から同会計基準および同適用指針を適用しております。
これにより認識した減損損失４百万円はその他の特別損
失に含めて表示し、また、税金等調整前当期純利益は４
百万円減少しております。 
 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務
諸表規則に基づき当該資産の金額から直接控除しており
ます。 

――― 

 

表示方法の変更 
 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

（連結損益計算書） 
 前連結会計年度まで営業外費用「その他の営業外費
用」に含めて表示しておりました「売上割引」について
は、当連結会計年度において営業外費用の10/100を超え
ることとなったため、当連結会計年度より区分掲記する
ことといたしました。 
 なお、前連結会計年度の「売上割引」は、28百万円で
あります。 

――― 

 

追加情報 
 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
 至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

法人事業税における外形標準課税の適用 
 「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律
第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月
１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導
入されたことにともない、当連結会計年度から「法人事
業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示に
ついての実務上の取扱い」（企業会計基準委員会 平成
16年２月13日 実務対応報告第12号）にしたがい、法人
事業税の付加価値割および資本割69百万円については、
販売費および一般管理費として処理しております。これ
により、営業利益、経常利益および税金等調整前当期純
利益は69百万円減少しております。 

――― 

 



― 16 ― 

注記事項 
(連結貸借対照表関係) 

 

 前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 18,069百万円
 

18,658百万円
 

   
※２ 担保資産および担保付債務   
  (1) 工場財団担保資産   

建物および構築物 
機械装置および運搬具 
土地 

合計 
 

1,237百万円
290
465

1,993
 

1,180百万円
278
465

1,923
 

    対応債務   
短期借入金 
１年内に償還予定の社債 
社債 
１年内に返済予定の 
長期借入金 
長期借入金 

合計 
 

77百万円
2,000
1,000

135

503
3,715

 

60百万円
―

1,000

162

441
1,663

 
   
  (2) 担保資産   

投資有価証券 
建物および構築物 
土地 

合計 
 

332百万円
88
353
774

 

510百万円
―
―
510

 
   
    対応債務   

短期借入金 
１年内に返済予定の 
長期借入金 
長期借入金 

合計 
 

100百万円

60

69
229

 

―百万円

76

144
220

 
   
※３ 連結会計年度末日における発行済
株式の種類及び総数 

普通株式 45,400,404株
 

普通株式 45,400,404株
 

   
※４ 連結会計年度末日に保有する自己
株式の種類及び株式数 

普通株式 88,101株
 

普通株式 115,695株
 

   
 ５ 貸出コミットメント契約  当社は、運転資金の効率的な調

達を行うため、取引銀行４行と貸
出コミットメント契約を締結して
おります。また、当社はシンジケ
ート形式で同様の契約を締結して
おります。当該契約に基づく当連
結会計年度末の借入未実行残高等
は次のとおりであります。 
貸出コミット 
メントの総額 4,500百万円

借入実行残高 ― 
差引額 4,500 

 

 当社は、運転資金の効率的な調
達を行うため、取引銀行２行と貸
出コミットメント契約を締結して
おります。また、当社はシンジケ
ート形式で同様の契約を締結して
おります。当該契約に基づく当連
結会計年度末の借入未実行残高等
は次のとおりであります。 
貸出コミット 
メントの総額 4,000百万円

借入実行残高 2,850 
差引額 1,150 
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(連結損益計算書関係) 
 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 販売費および一般管理費の内訳  販売費および一般管理費のう
ち、主要な費目および金額は次の
とおりであります。 
荷造・運送費 2,201百万円
給料諸手当 905 
賞与引当金 
繰入額 100 

退職給付費用 111 
貸倒引当金 
繰入額 79 

支払手数料 525 
 

 販売費および一般管理費のう
ち、主要な費目および金額は次の
とおりであります。 
荷造・運送費 2,298百万円
給料諸手当 926 
賞与引当金 
繰入額 101 

退職給付費用 115 
支払手数料 549 

 

   
※２ 研究開発費の総額  一般管理費および当期製造費用

に含まれている研究開発費 
 77百万円

 

 一般管理費および当期製造費用
に含まれている研究開発費 
 86百万円

 
   
※３ 固定資産売却益の内訳 機械装置 

および運搬具 0百万円

土地 28 
合計 29 

 

――― 

   
※４ 固定資産売却損の内訳 ――― 機械装置 

および運搬具 1百万円
 

   
※５ 固定資産除却損の内訳 建物および 

構築物 72百万円

機械装置 
および運搬具 25 

建物解体費用 24 
その他 8 

合計 130 
 

機械装置 
および運搬具 9百万円

工具・器具 
・備品 2 

その他 0 
合計 12 

 

 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 現金及び現金同等物の期末残高と連結
貸借対照表に掲記されている科目の金額
との関係 

現金および 
預金勘定 887百万円

現金及び 
現金同等物 887 

 

現金および 
預金勘定 1,170百万円

現金及び 
現金同等物 1,170 
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(リース取引関係) 
 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 リース物件の所有権が借主に移転する
と認められるもの以外のファイナンス・
リース取引 

  

１ リース物件の取得価額相当額、減価
償却累計額相当額及び期末残高相当額  

取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高 
相当額 
(百万円) 

機械装置 
および 
運搬具 

4,874 1,113 3,760 

 工具・ 
 器具・ 
 備品 

6 2 4 

電力 
利用権等 3 1 1 

合計 4,884 1,117 3,766 
 

 
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高 
相当額 
(百万円) 

機械装置 
および 
運搬具 

4,867 1,476 3,390 

 工具・ 
 器具・ 
 備品 

13 4 8 

電力 
利用権等 3 2 1 

合計 4,883 1,483 3,400 
 

   
２ 未経過リース料期末残高相当額   

１年内 
１年超 
合計 

 

328百万円 
3,608 
3,936 

 

342百万円 
3,269 
3,612 

 
   
３ 支払リース料、減価償却費相当額及
び支払利息相当額 

  

(1) 支払リース料 
(2) 減価償却費相当額 
(3) 支払利息相当額 
 

458百万円 
369 
141 

 

458百万円 
369 
130 

 
   
４ 減価償却費相当額の算定方法  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって
おります。 

同左 

   
５ 利息相当額の算定方法  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額の差額を利息相当額
とし、各連結会計年度への配分方
法については、利息法によってお
ります。 

同左 
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(有価証券関係) 

前連結会計年度 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの（平成17年３月31日） 
 

種類 取得原価 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

(連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの)    

  ① 株式 497 1,293 795 

  ② 債券 ― ― ― 

  ③ その他 29 34 5 

小計 527 1,327 800 

(連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの)    

  ① 株式 1 1 △0 

  ② 債券 ― ― ― 

  ③ その他 9 9 △0 

小計 11 11 △0 

合計 538 1,339 800 

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 
 

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円) 

184 124 ― 

 

３ 時価のない主な有価証券の内容および連結貸借対照表計上額(平成17年３月31日) 
 

種類 連結貸借対照表計上額(百万円) 

その他有価証券  

 非上場株式(店頭売買株式は除く) 16 
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当連結会計年度 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの（平成18年３月31日） 
 

種類 取得原価 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

(連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの)    

  ① 株式 585 2,202 1,616 

  ② 債券 ― ― ― 

  ③ その他 18 26 7 

小計 604 2,228 1,624 

(連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの)    

  ① 株式 2 2 △0 

  ② 債券 ― ― ― 

  ③ その他 ― ― ― 

小計 2 2 △0 

合計 607 2,231 1,624 

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 
 

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円) 

80 45 ― 

 

３ 時価のない主な有価証券の内容および連結貸借対照表計上額(平成18年３月31日) 
 

種類 連結貸借対照表計上額(百万円) 

その他有価証券  

 非上場株式 16 
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(デリバティブ取引関係) 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

１ 取引の状況に関する事項 
 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(1) 取引の内容及び利用目的等 
   当社は、将来の金利の変動によるリスク回避を目的として、金利スワップ取
引を行っております。 

   なお、デリバティブ取引を利用して、ヘッジ会計を行っております。 
 ① ヘッジ会計の方法 
    繰延ヘッジによっております。 
    金利スワップについては、特例処理の要件を満たす場合は特例処理を採用

しております。 
 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 
    ヘッジ手段 金利スワップ 
    ヘッジ対象 借入金利息 
 ③ ヘッジ方針 
    当社は、借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行

っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。 
 ④ ヘッジ有効性評価の方法 
    金利変動またはキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定され

るため、ヘッジの有効性の判定は省略しております。 
    金利スワップの特例処理の要件を満たす場合は、有効性の評価を省略して

おります。 
 
(2) 取引に対する取組方針 
   当社の現在のデリバティブ取引は、変動金利を固定金利に変換する目的で金
利スワップ取引を利用しているのみであります。 

   投機目的の取引およびレバレッジ効果の高いデリバティブ取引は行わない方
針であります。 

 
(3) 取引に係るリスクの内容 
   金利スワップ取引については、市場金利の変動によるリスクを有しておりま
す。 

   なお、デリバティブ取引の契約先は、信用度の高い国内の銀行であるため、
相手先の債務不履行によるいわゆる信用リスクは、ほとんどないと判断してお
ります。 

 
(4) 取引に係るリスク管理体制 
   デリバティブ取引の実行および管理は、財務部にて行っております。 
   財務部長は、毎月、取締役会にデリバティブ取引を含めた財務報告をするこ
ととなっております。 

   多額の借入金等は、取締役会の専決事項であるため、それにともなう金利ス
ワップ契約も同時に取締役会で決定されることとなります。 

 
(5) 取引の時価等に関する事項についての補足説明 
   当社の利用しているデリバティブ取引については、全てヘッジ会計を適用し
ておりますので、当連結会計年度における注記は省略しております。 

 

２ 取引の時価等に関する事項 

   ヘッジ会計を適用しておりますので、記載を省略しております。 
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当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

１ 取引の状況に関する事項 
 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(1) 取引の内容及び利用目的等 
   当社は、将来の金利の変動によるリスク回避を目的として、金利スワップ取
引を行っております。 

   なお、デリバティブ取引を利用して、ヘッジ会計を行っております。 
 ① ヘッジ会計の方法 
    繰延ヘッジによっております。 
    金利スワップについては、特例処理の要件を満たす場合は特例処理を採用

しております。 
 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 
    ヘッジ手段 金利スワップ 
    ヘッジ対象 借入金利息 
 ③ ヘッジ方針 
    当社は、借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行

っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。 
 ④ ヘッジ有効性評価の方法 
    金利変動またはキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定され

るため、ヘッジの有効性の判定は省略しております。 
    金利スワップの特例処理の要件を満たす場合は、有効性の評価を省略して

おります。 
 
(2) 取引に対する取組方針 
   当社の現在のデリバティブ取引は、変動金利を固定金利に変換する目的で金
利スワップ取引を利用しているのみであります。 

   投機目的の取引およびレバレッジ効果の高いデリバティブ取引は行わない方
針であります。 

 
(3) 取引に係るリスクの内容 
   金利スワップ取引については、市場金利の変動によるリスクを有しておりま
す。 

   なお、デリバティブ取引の契約先は、信用度の高い国内の銀行であるため、
相手先の債務不履行によるいわゆる信用リスクは、ほとんどないと判断してお
ります。 

 
(4) 取引に係るリスク管理体制 
   デリバティブ取引の実行および管理は、財務部にて行っております。 
   財務部長は、毎月、取締役会にデリバティブ取引を含めた財務報告をするこ
ととなっております。 

   多額の借入金等は、取締役会の専決事項であるため、それにともなう金利ス
ワップ契約も同時に取締役会で決定されることとなります。 

 
(5) 取引の時価等に関する事項についての補足説明 
   当社の利用しているデリバティブ取引については、全てヘッジ会計を適用し
ておりますので、当連結会計年度における注記は省略しております。 

 

２ 取引の時価等に関する事項 
   ヘッジ会計を適用しておりますので、記載を省略しております。 
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(退職給付関係) 
 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 採用している退職給付制
度の概要 

 当社および連結子会社は、確定給付
型の制度として、厚生年金基金制度お
よび適格退職年金制度を採用しており
ます。また、従業員の退職等に際して
割増退職金を支払う場合があります。 
 厚生年金基金制度については、当社
およびモリ金属㈱は西日本自転車厚生
年金基金(総合設立型)、関東モリ工業
㈱は日本金属プレス工業厚生年金基金
(総合設立型)に加入しております。 
 適格退職年金制度については、当
社、モリ金属㈱および関東モリ工業㈱
で採用しております。 

同左 

   
２ 退職給付債務に関する事
項 

退職給付債務 △4,119百万円
年金資産 2,045 
未積立退職給付債務 △2,073 
未認識数理計算上の 
差異 438 

退職給付引当金 △1,636 
  
(注) 連結子会社は、退職給付債務の
算定にあたり簡便法を採用してお
ります。 

退職給付債務 △4,248百万円
年金資産 2,759 
未積立退職給付債務 △1,489 
未認識数理計算上の 
差異 △14 

退職給付引当金 △1,505 
  
(注) 連結子会社は、退職給付債務の
算定にあたり簡便法を採用してお
ります。 

   
３ 退職給付費用に関する事
項 

勤務費用 346百万円
利息費用 80 
期待運用収益 △39 
数理計算上の差異の 
費用処理額 40 

退職給付費用 427 
  
(注) 簡便法を採用している連結子会
社の退職給付費用は、「勤務費
用」に計上しております。 

勤務費用 360百万円
利息費用 83 
期待運用収益 △43 
数理計算上の差異の 
費用処理額 38 

退職給付費用 439 
  
(注) 簡便法を採用している連結子会
社の退職給付費用は、「勤務費
用」に計上しております。 

   
４ 退職給付債務等の計算の
基礎に関する事項 

退職給付見込額の期間配分方法 
 期間定額基準 
割引率 2.4％
期待運用収益率 2.4％
数理計算上の差異の処理年数 
 15年(各連結会計年度の発生時にお
ける従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数による定額法により按分し
た額を、それぞれ翌連結会計年度から
費用処理することとしております。) 

退職給付見込額の期間配分方法 
 期間定額基準 
割引率 2.4％
期待運用収益率 2.4％
数理計算上の差異の処理年数 
 15年(各連結会計年度の発生時にお
ける従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数による定額法により按分し
た額を、それぞれ翌連結会計年度から
費用処理することとしております。) 

   
５ 複数事業主制度に関する
事項 

 当社および連結子会社が加入してい
る厚生年金基金の年金資産の額は次の
とおりであります。 
年金資産の額 4,359百万円
(制度の給与総額で按分) 
 

 当社および連結子会社が加入してい
る厚生年金基金の年金資産の額は次の
とおりであります。 
年金資産の額 5,359百万円
(制度の給与総額で按分) 
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(税効果会計関係) 
 

 前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税
金負債の発生の主な原因別
の内訳 

繰延税金資産 
 貸倒引当金 32百万円
 賞与引当金 148 
 退職給付引当金 655 
 繰越欠損金 898 
 その他 233 
繰延税金資産小計 1,966 
評価性引当額 △732 
繰延税金資産合計 1,234 
繰延税金負債  
 投資差額(土地) △120 
 その他有価証券 
 評価差額金 △320 

繰延税金負債合計 △440 
繰延税金資産の純額 794 
(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸
借対照表の以下の項目に含まれてお
ります。 

流動資産－繰延税金資産 375百万円 
固定資産－繰延税金資産 481 
固定負債－繰延税金負債 62 
 

繰延税金資産 
 賞与引当金 150百万円
 退職給付引当金 554 
 繰越欠損金 805 
 その他 163 
繰延税金資産小計 1,674 
評価性引当額 △691 
繰延税金資産合計 982 
繰延税金負債  
 投資差額(土地) △120 
 その他有価証券 
 評価差額金 △649 

繰延税金負債合計 △769 
繰延税金資産の純額 213 
(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸
借対照表の以下の項目に含まれてお
ります。 

流動資産－繰延税金資産 243百万円 
固定資産－繰延税金資産 156 
固定負債－繰延税金負債 186 
 

   
２ 法定実効税率と税効果会
計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があ
るときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内
訳 

法定実効税率 40.0％
 (調整)  
 住民税均等割等 0.5 
 交際費等永久に損金に 
 算入されない項目 0.9 

 評価性引当金の増減 △13.9 
 その他 0.5 
税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 28.0 
    

 法定実効税率と税効果会計適用後の
法人税等の負担率との間の差異が法定
実効税率の百分の五以下であるため、
注記を省略しております。 
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(セグメント情報) 

事業の種類別セグメント情報 

 前連結会計年度および当連結会計年度において当社および連結子会社は、ステンレス管、条鋼、

鋼管およびその加工品・関連製品の製造販売を主な事業としており、全セグメントの売上高の合計、

営業利益および全セグメントの資産の合計額に占める割合が、いずれも90％超でありましたので記

載を省略しております。 

 

所在地別セグメント情報 

 前連結会計年度および当連結会計年度において当社および連結子会社は、海外拠点が存在しない

ため該当する事項はありません。 

 

海外売上高 

 前連結会計年度および当連結会計年度において海外売上高は、連結売上高の10％未満のため記載

を省略しております。 
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（関連当事者との取引） 
前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

役員及び個人主要株主等 
 

関係内容 
属性 会社等 

の名称 住所 資本金 
(百万円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合 
(％) 

役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内容 取引金額 (百万円) 科目 期末残高 
(百万円) 

製・商品
の販売等 

製・商品の
販売等 1,774 

受取手形 
売掛金 
未収入金 

1 
851 
22 

商品の購
入 

材料の仕入
れ等 156 買掛金 5 

建物の賃
貸 

事務所、倉
庫の賃貸 11 未収入金 5 

モリ販売 
株式会社 

大阪市 
浪速区 95 

通信販売業
務 
鋼材、建築
骨材および
鉄鋼加工販
売 

被所有 
 直接 4.8 
 間接 2.6 

― 

社員食堂
の運営委
託 

社員食堂の
運営 19 未払費用 7 

役員及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有し
ている
会社等
( 当 該
会社等
の子会
社を含
む) 

新進工業 
有限会社 

大阪府 
河内長 
野市 

40 

普通鋼およ
びステンレ
ス鋼製品の
加 工 、 組
立、販売 

被所有 
 直接 2.6 ― 

社員食堂
の運営委
託 

社員食堂の
運営 28 ― ― 

(注) １ 上記２社はいずれも当社役員 森 宏明の近親者が議決権の100％を間接所有しております。 
２ 上記金額のうち、取引金額には消費税等を含めておらず、期末残高には含めております。 

 
取引金額および取引条件の決定方針等 
１ 製・商品の販売および購入については、全て市場価格に基づいて交渉の上決定しております。 
２ 建物の賃貸については、市場価格を参考に決定しております。 
３ 社員食堂の運営委託については、サービス内容、見積価格等を勘案して当社希望価格を提示し、
交渉の上決定しております。 

 
当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

役員及び個人主要株主等 
 

関係内容 
属性 会社等 

の名称 住所 資本金 
(百万円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合 
(％) 

役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内容 取引金額 (百万円) 科目 期末残高 
(百万円) 

製・商品
の販売等 

製・商品の
販売等 1,645 売掛金 未収入金 

894 
19 

商品の購
入 

材料の仕入
れ等 553 買掛金 未払金 

23 
0 

建物の賃
貸 

事務所、倉
庫の賃貸 11 未収入金 5 

役員及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有し
ている
会社等
( 当 該
会社等
の子会
社を含
む) 

モリ販売 
株式会社 

大阪市 
浪速区 95 

通信販売業
務 
鋼材、建築
骨材および
鉄鋼加工販
売 

被所有 
 直接 4.9 
 間接 2.6 

― 

社員食堂
の運営委
託 

社員食堂の
運営 57 未払費用 8 

(注) １ 上記の会社は、当社役員 森 宏明の近親者が議決権の100％を間接所有しております。 
２ 上記金額のうち、取引金額には消費税等を含めておらず、期末残高には含めております。 

 
取引金額および取引条件の決定方針等 
１ 製・商品の販売および購入については、全て市場価格に基づいて交渉の上決定しております。 
２ 建物の賃貸については、市場価格を参考に決定しております。 
３ 社員食堂の運営委託については、サービス内容、見積価格等を勘案して当社希望価格を提示し、
交渉の上決定しております。 
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(１株当たり情報) 
 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ １株当たり純資産額 432円31銭 466円49銭 

   

２ １株当たり当期純利益金額 48円61銭 30円23銭 

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につきましては、潜在株式が存在しないため記載しておりま
せん。 
２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当期純利益(百万円) 2,233 1,399 

普通株主に帰属しない金額(百万円) 30 30 

（うち 利益処分による役員賞与金） 
            (百万円) （30） （30） 

普通株式に係る当期純利益(百万円) 2,203 1,369 

普通株式の期中平均株式数(千株) 45,326 45,298 

 

(重要な後発事象) 

前連結会計年度および当連結会計年度のいずれにおいても該当する事項はありません。 

 

 


