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平成１９年３月期    中間決算短信（連結) 
平成18年11月13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  常 務 取 締 役   氏名   濵  﨑  貞  信    TEL  (06) 4708 - 1271 
決算取締役会開催 日  平成18年11月13日 
米国会計基準採用の有無  無 
 
１．１８年９月中間期の連結業績（平成18年4月1日～平成18年9月30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9月中間期 22,269 14.6 1,548 41.7 1,493 45.5 
17年9月中間期 19,431 7.0 1,093 △ 29.8 1,026 △ 30.6 
18年3月期 41,493  2,419  2,276  

 

 中間（当期）純利益 １株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり 
中間（当期）純利益 

 百万円     ％          円   銭          円   銭 

18年9月中間期 943 42.1 20 84 ― ― 
17年9月中間期 664 △ 43.9 14 65 ― ― 
18年3月期 1,399  30 23 ― ― 

（注）①持分法投資損益        18年9月中間期      －百万円  17年9月中間期      －百万円  18年3月期      －百万円 
②期中平均株式数(連結)  18年9月中間期  45,281,645株  17年9月中間期  45,305,351株  18年3月期  45,298,140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、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

 
（２）連結財政状態 

 総   資   産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 
 百万円 百万円 ％ 円  銭 

18年9月中間期 44,640 21,709 48.6 479 46 
17年9月中間期 41,820 20,251 48.4 447 08 
18年3月期 42,579 21,155 49.7 466 49 

（注）期末発行済株式数(連結)  18年9月中間期  45,278,489株  17年9月中間期  45,296,362株  18年3月期  45,284,709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9月中間期 2,274 △ 583 △ 932 1,929 
17年9月中間期 85 △ 384 60 648 
18年3月期 1,410 △ 927 △ 200 1,170 

 
（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 

通      期 46,000 3,000 1,850 
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）    40円86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P4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これらの販売は、モリ
販売㈱（平成18年４月１日 ㈱シルベストより商号を変更）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、純資産配当率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、自己資本比率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）当中間期の概況 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、依然として好況の状態で推移いたしました。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、原料のニッケル価格が急騰し、それにともな
い世界的にステンレス価格が急上昇いたしました。 

このような状況下にありまして、当社グループは販売量の増加に加えて販売価格の値上げに注力
いたしました。値上げはスムーズに浸透し、当中間連結会計期間では販売価格の上昇が材料価格の
上昇に先行気味で推移いたしました。その結果、売上高は222億69百万円（前年同期比14.6％増）に
なりました。経常利益は14億93百万円（前年同期比45.5％増）を確保することができました。中間
純利益は９億43百万円（前年同期比42.1％増）となりました。 

 
（２）部門別の実績 

ステンレス管部門では、配管用、家庭電器用が大きく伸びました。自動車用も引き続き増加いた
しました。建築用も堅調でした。その結果、売上高は105億75百万円（前年同期比17.1％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、販売価格の値上げの影響が大きく、売上高は65億60百万円（前年同期
比18.6％増）と増加いたしました。 

ステンレス加工品部門では、家庭用金物製品が依然として振るいませんでしたが、ユーザー向け
の受注加工品が増加いたしました。その結果、売上高は19億68百万円（前年同期比1.7％増）となり
ました。 

鋼管部門では、建築用は増加いたしましたが、その他は低調だったため、売上高は18億62百万円
（前年同期比0.8％減）にとどまりました。 

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増加いたしました。
家庭用金物製品の転売品も消費回復の影響を受けて増加いたしました。その結果、売上高は13億２
百万円（前年同期比23.2％増）となりました。 

 
（３）その他の実施事項 

 本社事務所を河内長野工場（大阪府河内長野市）から大阪市内に移転いたしました。 
 
（４）利益配分 

中間配当につきましては前中間期と同じく、１株につき３円00銭とさせていただきます。 
 
（５）通期の見通し 

アメリカの景気後退がいわれていますが、大きな落ち込みが考えられないことから、国内の景気
は好調が続くと思われます。世界的にステンレスに対する需要が好調なことから、ニッケル価格は
当面強含みで推移するとみております。したがいましてステンレスの市況は当分強く、価格がさら
に上昇する可能性が高いとみております。そのような状況下で、ステンレス管、ステンレス条鋼、
ステンレス加工品は販売価格のさらなる値上げに全力をつくします。鋼管は、好景気の影響がそろ
そろ出始めると思われますので、売上の増加を期待しております。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。 



― 5 ― 

 
２．財 政 状 態 

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動により22億74百万円の収入となり、
投資活動により５億83百万円の支出となり、財務活動により９億32百万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７億58百万円増加し19億29百万円（前中間
連結会計期間比197.3％増）となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益が14億96百万円（前中間連結会
計期間比４億29百万円の増加）となったことおよび仕入債務の増加額が売上債権の増加額よりも４
億27百万円多かったことに加え、法人税等の支払額が前中間連結会計期間に比べて減少したことな
どにより営業活動全体では22億74百万円（前中間連結会計期間は85百万円の収入）の収入となりま
した。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、生産設備等の通例的な更新に加え投資有価証券の取得な
どにより５億83百万円（前中間連結会計期間比51.6％の支出増）の支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済（16億15百万円）と長期借入金の返済
（２億34百万円）に対して、短期借入金の実行（11億円）が少なかったことに加え、配当金の支払
いなどにより財務活動全体では９億32百万円（前中間連結会計期間は主に長期借入金の実行等によ
り60百万円の収入）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17年3月期 
平成17年9月 

中間期 
平成18年3月期 

平成18年9月 
中間期 

自 己 資 本 比 率（％） 46.4 48.4 49.7 48.6 
時価ベースの自己資本比率（％） 47.8 43.1 45.9 37.5 
債 務 償 還 年 数（年） 7.2 58.3 7.0 2.0 
インタレスト･カバレッジ･レシオ 7.0 1.0 8.4 32.5 
※ 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 
（中間期末における債務償還年数  ：有利子負債÷（営業キャッシュ・フロー×２）） 
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  
 

 
前中間連結会計期間 

(自  平成17年４月１日 
至  平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自  平成18年４月１日 
至  平成18年９月30日) 

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

区  分 金額(百万円) 構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円) 構成比
(％) 

ス テ ン レ ス 管 9,029 46.4 10,575 47.5 19,472 46.9 

ステンレス条鋼 5,530 28.5 6,560 29.5 12,019 29.0 

ステンレス加工品 1,936 10.0 1,968 8.8 3,802 9.2 

鋼 管 1,877 9.7 1,862 8.4 3,879 9.3 

そ の 他 1,057 5.4 1,302 5.8 2,320 5.6 

合    計 19,431 100.0 22,269 100.0 41,493 100.0 
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【中間連結財務諸表等】 

【中間連結財務諸表】 

【中間連結貸借対照表】 
 

  
前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

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) 構成比 
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金および預金   648   1,929   1,170  

２ 受取手形および 
  売掛金 ※３  12,320   15,062   13,431  

３ たな卸資産   9,880   8,566   8,682  

４ その他の流動資産   1,060   847   1,039  

貸倒引当金   △79   △75   △63  

流動資産合計   23,830 57.0  26,330 59.0  24,260 57.0 

Ⅱ 固定資産           

(1) 有形固定資産 
※１ 
※２          

１ 建物および構築物   5,182   5,230   5,344  

２ 機械装置および 
  運搬具   1,951   1,946   1,966  

３ 土地   7,385   7,331   7,385  

４ その他の 
  有形固定資産   744   611   450  

有形固定資産合計   15,263   15,120   15,146  

(2) 無形固定資産           

１ 電力利用権等   35   90   33  

無形固定資産合計   35   90   33  

(3) 投資その他の資産           

１ 投資有価証券 ※２  1,651   2,212   2,247  

２ その他の投資   1,267   1,104   1,103  

貸倒引当金   △249   △222   △222  

投資その他の資産 
合計 

  2,670   3,094   3,128  

固定資産合計   17,969 43.0  18,305 41.0  18,308 43.0 

Ⅲ 繰延資産   19 0.0  5 0.0  10 0.0 

資産合計   41,820 100.0  44,640 100.0  42,579 100.0 
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前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

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) 構成比 

(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形および 
  買掛金 ※３  7,888   9,992   7,935  

２ 短期借入金 ※２  1,535   2,255   2,770  

３ １年内に返済予定の 
  長期借入金 ※２  1,174   468   468  

４ １年内に償還予定の 
  社債 ※２  1,000   1,000   ―  

５ 賞与引当金   370   369   367  

６ その他の流動負債 ※３  1,658   1,915   1,549  

流動負債合計   13,627 32.6  16,001 35.9  13,091 30.7 

Ⅱ 固定負債           

１ 社債 ※２  3,000   2,000   3,000  

２ 長期借入金 ※２  3,254   3,371   3,605  

３ 退職給付引当金   1,572   1,420   1,505  

４ その他の固定負債   115   137   221  

固定負債合計   7,942 19.0  6,930 15.5  8,332 19.6 

負債合計   21,569 51.6  22,931 51.4  21,424 50.3 

           

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   7,360 17.6  ― ―  7,360 17.3 

Ⅱ 資本剰余金   7,705 18.4  ― ―  7,705 18.1 

Ⅲ 利益剰余金   4,549 10.9  ― ―  5,149 12.1 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金   665 1.6  ― ―  975 2.3 

Ⅴ 自己株式   △30 △0.1  ― ―  △35 △0.1 

資本合計   20,251 48.4  ― ―  21,155 49.7 

負債・資本合計   41,820 100.0  ― ―  42,579 100.0 
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前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

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) 構成比 

(％) 

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   ―   7,360   ―  

２ 資本剰余金   ―   7,705   ―  

３ 利益剰余金   ―   5,882   ―  

４ 自己株式   ―   △38   ―  

株主資本合計   ― ―  20,910 46.8  ― ― 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券 
  評価差額金   ―   811   ―  

２ 繰延ヘッジ損益   ―   △12   ―  

評価・換算差額等 
合計 

  ― ―  799 1.8  ― ― 

純資産合計   ― ―  21,709 48.6  ― ― 

負債・純資産合計   ― ―  44,640 100.0  ― ― 
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【中間連結損益計算書】 
 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(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) 百分比 
(％) 

金額(百万円) 百分比 
(％) 

金額(百万円) 百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   19,431 100.0  22,269 100.0  41,493 100.0 

Ⅱ 売上原価   15,735 81.0  17,735 79.6  33,714 81.3 

売上総利益   3,696 19.0  4,533 20.4  7,779 18.7 

Ⅲ 販売費および 
  一般管理費 

※１  2,603 13.4  2,985 13.4  5,359 12.9 

営業利益   1,093 5.6  1,548 7.0  2,419 5.8 

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息  0   0   0   

２ 受取配当金  11   17   13   

３ 仕入割引  2   2   6   

４ 受取賃貸料  28   18   53   

５ その他の営業外収益  17 60 0.3 15 54 0.2 29 103 0.3 

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息  82   72   159   

２ 売上割引  15   16   30   

３ その他の営業外費用  29 126 0.6 20 109 0.5 56 246 0.6 

経常利益   1,026 5.3  1,493 6.7  2,276 5.5 

Ⅵ 特別利益           

１ 固定資産売却益 ※２ －   8   －   

２ 投資有価証券売却益  34   －   45   

３ 貸倒引当金戻入益  23 58 0.3 － 8 0.0 65 111 0.3 

Ⅶ 特別損失           

１ 固定資産売却損 ※３ 1   －   1   

２ 固定資産除却損 ※４ 4   6   12   

３ 役員退職金  12 18 0.1 － 6 0.0 12 26 0.1 

税金等調整前 
中間(当期)純利益   1,067 5.5  1,496 6.7  2,361 5.7 

法人税、住民税 
および事業税 

 257   535   710   

法人税等調整額  145 402 2.1 17 552 2.5 252 962 2.3 

中間(当期)純利益   664 3.4  943 4.2  1,399 3.4 
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【中間連結剰余金計算書】 
 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

(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) 

(資本剰余金の部)      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   7,705  7,705 

Ⅱ 資本剰余金 
  中間期末(期末)残高   7,705  7,705 

      

(利益剰余金の部)      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   4,097  4,097 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

１ 中間(当期)純利益  664 664 1,399 1,399 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１ 配当金  181  317  

２ 役員賞与  30 211 30 347 

Ⅳ 利益剰余金 
  中間期末(期末)残高   4,549  5,149 
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【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 
 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 7,360 7,705 5,149 △35 20,179 

中間連結会計期間中の変動額      

 剰余金の配当   △181  △181 

 役員賞与   △30  △30 

 中間純利益   943  943 

 自己株式の取得    △2 △2 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) ― ― 732 △2 730 

平成18年９月30日残高(百万円) 7,360 7,705 5,882 △38 20,910 

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ損益 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 975 ― 975 21,155 

中間連結会計期間中の変動額     

 剰余金の配当   ― △181 

 役員賞与   ― △30 

 中間純利益   ― 943 

 自己株式の取得   ― △2 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) △163 △12 △175 △175 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) △163 △12 △175 554 

平成18年９月30日残高(百万円) 811 △12 799 21,709 
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【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 
 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(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) 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 
中間(当期)純利益  1,067 1,496 2,361 

減価償却費  340 352 727 

貸倒引当金の増減額  △23 11 △65 

賞与引当金の増減額  0 1 △3 

退職給付引当金の増減額  △64 △84 △131 

受取利息及び受取配当金  △11 △17 △14 

支払利息  82 72 159 

有形固定資産売却益  ― △8 ― 

有形固定資産売却損  1 ― 1 

有形固定資産除却損  4 6 12 

投資有価証券売却益  △34 ― △45 

役員賞与の支払額  △30 △30 △30 

売上債権の増減額  853 △1,630 △257 

たな卸資産の増減額  △364 136 833 

その他資産の増減額  31 192 36 

仕入債務の増減額  △618 2,057 △571 

その他負債の増減額  20 △5 193 

小計  1,253 2,549 3,207 

利息及び配当金の受取額  11 17 14 

利息の支払額  △83 △69 △167 

法人税等の支払額  △1,096 △223 △1,643 

営業活動による 
キャッシュ・フロー  85 2,274 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  △435 △343 △906 

有形固定資産の売却による 
収入  3 97 6 

営業譲受にともなう支出  ― △98 ― 

投資有価証券の取得による 
支出  △1 △236 △103 

投資有価証券の売却による 
収入  49 ― 80 

貸付けによる支出  △5 △7 △10 

貸付金の回収による収入  4 6 9 

その他の投資の増減額  ― △0 △3 

投資活動による 
キャッシュ・フロー  △384 △583 △927 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(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) 金額(百万円) 

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  3,640 1,100 7,410 

短期借入金の返済による 
支出  △4,475 △1,615 △7,010 

長期借入れによる収入  2,300 ― 3,000 

長期借入金の返済による 
支出  △216 △234 △1,272 

社債の償還による支出  △1,000 ― △2,000 

自己株式の取得による支出  △6 △2 △10 

配当金の支払額  △181 △180 △316 

財務活動による 
キャッシュ・フロー  60 △932 △200 

Ⅳ 現金及び現金同等物の 
増減額  △238 758 282 

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
期首残高  887 1,170 887 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高  648 1,929 1,170 

     

 



― 15 ― 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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。 

 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㈱、㈱ニットクおよび

モリ販売㈱（平成18年４月

１日 ㈱シルベストより商

号を変更）の４社でありま

す。 

 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㈱、㈱ニットクおよび

㈱シルベストの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 同左 

    

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等に

関する事項 

 連結子会社の中間決算日

と中間連結決算日は一致し

ております。 

同左  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。 

    

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 

  中間連結決算日の市場

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) 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

  中間連結決算日の市場

価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売

却原価は移動平均法によ

り算定) 

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) 

  時価のないもの 

  移動平均法による原価

法 

 時価のないもの 

  移動平均法による原価

法 

 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 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 同左 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (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 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 同左 

    

 (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 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 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、当中間連結会計期間末

において発生していると認

められる額を計上しており

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  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。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (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 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 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 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 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 同左 

    
 (6) その他中間連結

財務諸表(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。なお、仮払消費税等
および仮受消費税等は相殺
のうえその差額をその他の
流動負債に含めて表示して
おります。 

同左  税抜方式を採用しており
ます。 

    
５ 中間連結(連結)キ

ャッシュ・フロー計
算書における資金の
範囲 

 中間連結キャッシュ・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  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。 

 



― 18 ― 

会計処理方法の変更 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準第５

号）および「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準適用指

針第８号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は21,721百万円であ

ります。 

 中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中

間連結財務諸表は、改正後の中間連

結財務諸表規則により作成しており

ます。 

――― 

   

――― （役員賞与に関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「役員

賞与に関する会計基準」(企業会計

基準委員会 平成17年11月29日 企

業会計基準第４号)を適用しており

ます。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

――― 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 
 

 前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の
減価償却累計額 

18,339百万円 18,984百万円 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 
 

1,208百万円 

287 

465 

1,961 
 

1,177百万円 

274 

465 

1,917 
 

1,180百万円 

278 

465 

1,923 
     

   対応債務    
短期借入金 

１年内に 
返済予定の 
長期借入金 

１年内に償還 
予定の社債 
社債 

長期借入金 

合計 
 

―百万円 

156 

1,000 

1,000 

522 

2,678 
 

60百万円 

162 

1,000 

― 

360 

1,582 
 

60百万円 

162 

― 

1,000 

441 

1,663 
     

 (2) 担保資産    
投資有価証券 

 
383百万円 

 
470百万円 

 
510百万円 

     
   対応債務    

１年内に 
返済予定の 
長期借入金 
長期借入金 

合計 
 

76百万円 

182 

258 
 

76百万円 

106 

182 
 

76百万円 

144 

220 
 

    

※３ 中間連結会計期
間（連結会計年
度）末日満期手形
の処理 

―――  当中間連結会計期間の末
日は金融機関の休日であり
ましたが、当該期日満期手
形については、満期日に決
済が行われたものとして処
理しております。当中間期
末残高から除かれている当
該期日満期手形は下記のと
おりであります。 

――― 

  受取手形 836百万円

支払手形 521 

設備関係 
支払手形 9 
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 前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 
当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

 ４ 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
に基づく当中間連結会計期
間末の借入未実行残高等は
次のとおりであります。 

 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
に基づく当中間連結会計期
間末の借入未実行残高等は
次のとおりであります。 

 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 

借入実行残高 

差引額 
 

4,500百万円 

2,000 

2,500 
 

4,000百万円 

2,490 

1,510 
 

4,000百万円 

2,850 

1,150 
 

 

(中間連結損益計算書関係) 
 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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。 

 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。 

 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 1,113百万円

給料諸手当 405 

賞与引当金 
繰入額 103 

退職給付 
費用 57 

支払手数料 261 
 

荷造・ 
運送費 1,171百万円

貸倒引当金 
繰入額 

11 

給料諸手当 441 

賞与引当金 
繰入額 101 

退職給付 
費用 58 

支払手数料 318 
 

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 固定資産売却益

の内訳 

――― 土地 7百万円

その他 0 

合計 8 
 

――― 

    

※３ 固定資産売却損

の内訳 

機械装置 
および運搬具 1百万円

 

――― 機械装置 
および運搬具 1百万円

 
    

※４ 固定資産除却損

の内訳 

機械装置 
および運搬具 4百万円

 

機械装置 
および運搬具 3百万円

その他 2 

合計 6 
 

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 
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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

普通株式(千株) 45,400 ― ― 45,400 
 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

普通株式(株) 115,695 6,220 ― 121,915 
 

（変動事由の概要） 

自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。 
 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当する事項はありません。 
 

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 配当金の総額 
(百万円) 

１株当たり配当額 
(円) 

基準日 効力発生日 

平成18年６月28日 
定時株主総会 普通株式 181 4 平成18年３月31日 平成18年６月29日 

 

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後

となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 
(百万円) 

１株当たり 
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成18年11月13日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 135 3 平成18年９月30日 平成18年12月１日 
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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
の中間期末(期末)残高
と中間連結(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 648百万円

現金及び 
現金同等物 

648 
 

現金および 
預金勘定 1,929百万円

現金及び 
現金同等物 

1,929 
 

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 
 

 

(リース取引関係) 
 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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
中間期末(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) 

中間期末 
残高 
相当額 
(百万円) 

機械装置 
および 
運搬具 

4,873 1,297 3,575 

その他 
(工具・ 
器具・ 
備品) 

13 3 9 

電力 
利用権等 

3 1 1 

合計 4,889 1,302 3,587 

 

 
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間期末 
残高 
相当額 
(百万円) 

機械装置 
および 
運搬具 

4,857 1,655 3,201 

その他 
(工具・ 
器具・ 
備品) 

13 5 7 

電力 
利用権等 

3 2 0 

合計 4,873 1,664 3,209 

 

 
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 

その他 
(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 未経過リース料中

間期末(期末)残高相
当額 

   

１年内 

１年超 

合計 
 

333百万円 

3,445 

3,779 
 

343百万円 

3,094 

3,437 
 

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 

 

229百万円 

185 

66 
 

228百万円 

184 

60 
 

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 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
会計期間への配分方法につ
いては、利息法によってお
ります。 

同左  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。 
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(有価証券関係) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
 

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

種類 
取得原価 
(百万円) 

中間連結 
貸借対照表 
計上額 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

取得原価 
(百万円) 

中間連結 
貸借対照表 
計上額 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

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) 

(1) 株式 486 1,584 1,097 824 2,170 1,345 588 2,204 1,616 

(2) 債券 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

(3) その他 39 51 12 18 25 6 18 26 7 

合計 525 1,635 1,109 843 2,195 1,352 607 2,231 1,624 

(注) 当該有価証券の減損にあたっては、時価が取得価額に比べて50％以上下落した場合および、30％以上50％

未満下落した場合は、個別に時価の回復可能性を判定して、回復可能性がないものについては減損処理を行

っております。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結（連結）貸借対照表計上額 
 

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

種類 
中間連結貸借対照表計上額 

(百万円) 
中間連結貸借対照表計上額 

(百万円) 
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 16 16 

 

(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末、当中間連結会計期間末および前連結会計年度末のいずれにおいても該当

する事項はありません。 

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象か

ら除いております。 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前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および営業利益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】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前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】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前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。 

 

(ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付関係) 

該当する事項はありません。 

 

(ストック・オプション関係) 

該当する事項はありません。 
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(１株当たり情報) 
 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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 447円08銭 479円46銭 466円49銭 

    

２ １株当たり 
  中間(当期)純利益 14円65銭 20円84銭 30円23銭 

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり中間(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 算定上の基礎 

 (1) １株当たり純資産額 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

中間連結貸借対照表の 
純資産の部の合計額 
(百万円) 

― 21,709 ― 

普通株式に係る純資産額 
(百万円) ― 21,709 ― 

普通株式の発行済株式数 
(千株) ― 45,400 ― 

普通株式の自己株式数 
(千株) ― 121 ― 

１株当たり純資産額の 
算定に用いられた 
普通株式の数(千株) 

― 45,278 ― 

 

 (2) １株当たり中間(当期)純利益金額 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

中間(当期)純利益 
(百万円) 664 943 1,399 

普通株主に帰属しない 
金額(百万円) ― ― 30 

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

普通株式に係る中間 
(当期)純利益(百万円) 664 943 1,369 

普通株式の 
期中平均株式数(千株) 45,305 45,281 45,298 

 

(重要な後発事象) 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前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。 

 

(2) 【その他】 

該当する事項はありません。 


