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               平成２０年３月期  中間決算短信 
平成19年11月12日 

上 場 会 社 名  モリ工業株式会社  
コ ー ド 番 号  ５４６４ 
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 
半期報告書提出予定日  平成19年12月14日          配当支払開始予定 日  平成19年12月3日 
 

（百万円未満切捨て） 
１．１９年９月中間期の連結業績（平成19年4月1日～平成19年9月30日） 
（１）連結経営成績                                                            （％表示は対前年中間期増減率） 

 売   上   高 営 業 利 益 経 常 利 益 中間(当期)純利益 
 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

19年9月中間期 27,306 22.6 3,687 138.1 3,616 142.1 2,194 132.5 
18年9月中間期 22,269 14.6 1,548 41.7 1,493 45.5 943 42.1 
19年3月期 49,781 ― 5,196 ― 5,070 ― 2,608 ― 

 

 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 

 円  銭 円  銭 

19年9月中間期 48 49 ― ― 
18年9月中間期 20 84 ― ― 
19年3月期 57 60 ― ― 

(参考)持分法投資損益 19年9月中間期 ― 百万円 18年9月中間期 ― 百万円 19年3月期 ― 百万円
 
（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 

19年9月中間期 53,827 25,156 46.7 555 96 
18年9月中間期 44,640 21,709 48.6 479 46 
19年3月期 51,289 23,376 45.6 516 41 

(参考)自己資本 19年9月中間期 25,156 百万円 18年9月中間期 21,709 百万円 19年3月期 23,376 百万円
 
（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 

19年9月中間期 △ 200 △ 692 444 1,214 
18年9月中間期 2,274 △ 583 △ 932 1,929 
19年3月期 3,552 △ 1,526 △ 1,533 1,663 

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 
(基準日) 中間期末 期 末 年 間 

 円  銭 円  銭 円  銭 
19年3月期 3 00 6 00 9 00 
20年3月期 3 00  

20年3月期(予想)  6 00 
9 00 

 
３．２０年３月期の連結業績予想（平成19年4月1日～平成20年3月31日） 

（％表示は対前期増減率） 

 売   上   高 営 業 利 益 経 常 利 益 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 57,000 14.5 4,600 △ 11.5 4,500 △ 11.3 2,500 △  4.2 55 24 

 

上場取引所 東証一部・大証一部 
ＵＲＬ  http://www.mory.co.jp/ 
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４．その他 
（１）期中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）     有・無 
 
（２）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更                        有・無 
② ①以外の変更                                      有・無 
(注) 詳細は、16ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

 
（３）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) 19年9月中間期 45,400,404 株 18年9月中間期 45,400,404 株 19年3月期 45,400,404 株

②期末自己株式数 19年9月中間期 152,868 株 18年9月中間期 121,915 株 19年3月期 134,094 株
(注) １株当たり中間（当期）純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当
たり情報」をご覧ください。 

 
 

(参考)個別業績の概要 
１．１９年９月中間期の個別業績（平成19年4月1日～平成19年9月30日） 
（１）個別経営成績                                                            （％表示は対前年中間期増減率） 

 売   上   高 営 業 利 益 経 常 利 益 当期(中間)純利益 
 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

19年9月中間期 27,075 22.7 3,421 178.8 3,415 175.3 2,010 181.4 
18年9月中間期 22,069 14.3 1,226 44.4 1,241 47.1 714 38.3 
19年3月期 49,374 ― 4,541 ― 4,548 ― 2,390 ― 

 

 １株当たり中間 
（当期）純利益 

 円  銭 

19年9月中間期 44 41 
18年9月中間期 15 77 
19年3月期 52 80 

 
（２）個別財政状態 

 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 

19年9月中間期 51,127 24,470 47.9 540 80 
18年9月中間期 41,946 21,196 50.5 468 13 
19年3月期 48,827 22,874 46.8 505 33 

(参考)自己資本 19年9月中間期 24,470 百万円 18年9月中間期 21,196 百万円 19年3月期 22,874 百万円

 
２．２０年３月期の個別業績予想（平成19年4月1日～平成20年3月31日） 

（％表示は前年増減率） 

 売   上   高 営 業 利 益 経 常 利 益 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 57,000 15.4 4,000 △ 11.9 4,000 △ 12.1 2,250 △  5.9 49 71 

 
※  本資料における予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今

後様々な要因によって予想値と異なる可能性があります。 
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 経 営 成 績  
 

１．当中間期の経営成績 
（１）概況 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、輸出は好調なものの、建設、個人消費などは不振で
した。今まで好調だった設備投資も頭打ちで、全体としての景気は若干停滞感がみられました。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、しばらくの間上昇を続けてきたニッケル価格
が急落いたしました。当中間連結会計期間に限りますと、過去のニッケル価格上昇の影響を受けて入
出荷ベースのステンレス価格は上昇を続けました。そのため、ニッケル価格下落によるステンレス市
況悪化が本格化するのは下半期に持ち越されました。 

このような状況下にありまして、当社グループの販売量は値下がりを見越した販売先の買い控え
のため減少いたしました。しかし、販売価格が上昇したため販売金額は増加し、売上高は273億６百
万円（前中間連結会計期間比22.6％増）となりました。また、当中間連結会計期間では入出庫ベース
では販売価格の上昇が材料価格の上昇に先行気味でした。そのため、経常利益は36億16百万円（前中
間連結会計期間比142.1％増）と大幅に増加いたしました。中間純利益は21億94百万円（前中間連結
会計期間比132.5％増）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、配管用が大きく伸びました。建築用は量的には減少いたしま
したが、販売価格の上昇により売上金額は増加いたしました。その結果、売上高は146億41百万円（前
中間連結会計期間比38.4％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、ニッケル価格下落の影響が他部門以上に大きく、量的には減少いたし
ました。しかし、販売価格の上昇により売上金額としては増加し、売上高は77億77百万円（前中間連
結会計期間比18.6％増）となりました。 

ステンレス加工品部門では、環境対応型給湯器向けの部品が増加いたしました。反面、家庭用金
物製品が依然として振るいませんでした。その結果、売上高は18億69百万円（前中間連結会計期間比
5.1％減）となりました。 

鋼管部門では、建築を始めとする内需の停滞を反映して全般的に低調でした。そのため、売上高
は18億８百万円（前中間連結会計期間比2.9％減）にとどまりました。 

その他部門では、自動車関係の設備投資が一服したため、今まで好調だったパイプ切断機が若干
減少いたしました。通信販売用商品も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12億10百万円（前中間連結会計期間比7.1％減）となりました。 

 
（３）その他の実施事項 

①  自動車、配管向けの増加に対応して工場レイアウトの変更、造管機の増設に着手いたしました。 
②  海外での足がかり確保を目的として、タイのロハキット社と技術提携し、そのグループ会社の

オートメタル社への技術支援を開始いたしました。 
 
（４）製品別売上高比較表 

 
前中間連結会計期間 

(自  平成18年４月１日 
至  平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自  平成19年４月１日 
至  平成19年９月30日) 

(参考)前連結会計年度 
(自  平成18年４月１日 
至  平成19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 10,575 47.5 14,641 53.6 24,716 49.7 
ステンレス条鋼 6,560 29.5 7,777 28.5 14,499 29.1 
ステンレス加工品 1,968 8.8 1,869 6.9 3,782 7.6 
鋼 管 1,862 8.4 1,808 6.6 3,930 7.9 
そ の 他 1,302 5.8 1,210 4.4 2,852 5.7 

合    計 22,269 100.0 27,306 100.0 49,781 100.0 
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２．通期の見通し 

アメリカの景気後退が言われておりますが、新興国の景気が好調なことから世界的な景気後退は
ないとみております。国内の景気は建築基準法改正の影響が見極めにくいところですが、全体として
大崩れはないと思われます。 

当社グループにおきましては、ステンレスの入出荷ベースでの価格下落がこれから本格化いたし
ますので、下半期の売上高、利益につきましては厳しい状況が予想されます。中間連結会計期間では
価格上昇により業績が大きく上ぶれいたしましたが、下半期では価格下落により逆の動きとなり、通
期でみれば妥当な水準に落ち着くとみております。今まで過度に上昇した価格が適正価格に落ち着い
ていき、一時的な混乱があるにせよ長い目でみれば望ましい状況になりつつあると考えております。 

そのような状況下におきまして、ステンレス管、ステンレス条鋼、ステンレス加工品は販売力強
化を図るとともに、高度化するユーザーの要望に応えるべく技術開発に努めます。鋼管も品質の改善
を行い新たなユーザー開拓に努めます。パイプ切断機は海外市場の開拓により売上増加を図ります。 

 
３．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２億円の支出となり、投資
活動により６億92百万円の支出となり、財務活動により４億44百万円の収入となりました。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４億48百万円減少し、12億14百万円（前中間連結
会計期間比37.0％減）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、税金等調整前中間純利益は36億26百万円となり、売上債
権は12億４百万円減少し仕入債務も５億58百万円増加いたしましたが、一方では、棚卸資産が41億44
百万円増加いたしました。また、法人税等の支払額が前中間連結会計期間に比べて増加したこともあ
り、営業活動全体では２億円の支出（前中間連結会計期間は22億74百万円の収入）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、通常の設備投資に加えて投資有価証券を４億２百万円で
取得したことなどにより、投資活動全体では６億92百万円の支出（前中間連結会計期間は５億83百万
円の支出）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、借入等による資金の調達額が返済額よりも７億27百万円
上まわったことなどにより、財務活動全体では４億44百万円の収入（前中間連結会計期間は９億32
百万円の支出）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18年3月期 
平成18年9月 

中間期 
平成19年3月期 

平成19年9月 
中間期 

自 己 資 本 比 率 49.7 48.6 45.6 46.7 
時価 ベ ースの自己資本比 率 45.9 37.5 52.2 38.2 
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 7.0 2.0 2.4 ― 
インタレスト･カバレッジ･レシオ 8.4 32.5 24.5 ― 
※ 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 
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ：有利子負債÷キャッシュ・フロー 
（中間期末におけるキャッシュ・フロー対有利子負債比率 
                                   ：有利子負債÷（キャッシュ・フロー×２）） 
インタレスト・カバレッジ・レシオ   ：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．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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４．利 益 配 分 
（１）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。 

（２）当中間期・通期の配当 
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円とさせていただきます。 
通期の配当につきましては、期末配当は１株につき６円（年間配当は１株につき９円）と前期と

同額にさせて頂きたいと考えております。 
 

５．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。 
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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５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、自転車関連商品および通信販売用商品は、その他の事業に区分しておりこれらの販売は、㈱シ
ルベスト、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。 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      得 意 先 

連結子会社 

 ㈱ニ ッ ト ク 

 
 
 
モ 
 
 
リ 
 
 
工 
 
 
業 
 
 
㈱ 連結子会社 

 モ リ 金 属㈱ 

 関東モリ工業㈱ 

ステンレス管、条鋼、鋼管および 

その加工品・関連製品 

自転車関連商品および 

通信販売用商品 

(販売) (販売) 

(加工委託) 

連結子会社 

 ㈱シルベスト 

 モ リ 販 売㈱ 
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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．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。 
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中間連結財務諸表等 

(1) 中間連結財務諸表 

① 中間連結貸借対照表 
 

  
前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19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   1,929   1,214   1,663  

２ 受取手形および 
  売掛金 ※３  15,062   17,358   18,563  

３ たな卸資産   8,566   14,794   10,650  

４ その他の流動資産   847   1,528   1,528  

貸倒引当金   △75   △80   △93  

流動資産合計   26,330 59.0  34,816 64.7  32,311 63.0 

Ⅱ 固定資産           

(1) 有形固定資産 
※１ 
※２          

１ 建物および構築物   5,230   4,993   5,109  

２ 機械装置および 
  運搬具   1,946   2,009   2,027  

３ 土地   7,331   7,344   7,331  

４ その他の 
  有形固定資産   611   597   567  

有形固定資産合計   15,120   14,945   15,036  

(2) 無形固定資産           

１ 電力利用権等   90   73   82  

無形固定資産合計   90   73   82  

(3) 投資その他の資産           

１ 投資有価証券 ※２  2,212   3,104   2,924  

２ その他の投資   1,104   959   1,165  

貸倒引当金   △222   △71   △231  

投資その他の資産 
合計 

  3,094   3,992   3,859  

固定資産合計   18,305 41.0  19,011 35.3  18,977 37.0 

Ⅲ 繰延資産   5 0.0  ― ―  ― ― 

資産合計   44,640 100.0  53,827 100.0  51,289 100.0 
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前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19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  9,992   14,358   13,799  

２ 短期借入金 ※２  2,255   2,530   2,030  

３ １年内に返済予定の 
  長期借入金 ※２  468   485   452  

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

５ 賞与引当金   369   407   372  

６ その他の流動負債 ※３  1,915   2,659   3,066  

流動負債合計   16,001 35.9  20,440 38.0  20,721 40.4 

Ⅱ 固定負債           

１ 社債   2,000   3,000   2,000  

２ 長期借入金 ※２  3,371   3,370   3,152  

３ 退職給付引当金   1,420   1,225   1,324  

４ 役員退職慰労引当金   ―   433   421  

５ その他の固定負債   137   201   293  

固定負債合計   6,930 15.5  8,230 15.3  7,191 14.0 

負債合計   22,931 51.4  28,671 53.3  27,913 54.4 

           

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   7,360   7,360   7,360  

２ 資本剰余金   7,705   7,705   7,705  

３ 利益剰余金   5,882   9,333   7,410  

４ 自己株式   △38   △54   △43  

株主資本合計   20,910 46.8  24,345 45.2  22,432 43.7 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券 
  評価差額金   811   819   952  

２ 繰延ヘッジ損益   △12   △8   △9  

評価・換算差額等 
合計 

  799 1.8  811 1.5  943 1.9 

純資産合計   21,709 48.6  25,156 46.7  23,376 45.6 

負債・純資産合計   44,640 100.0  53,827 100.0  51,289 100.0 
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② 中間連結損益計算書 
 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19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18年４月１日 
至 平成19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   22,269 100.0  27,306 100.0  49,781 100.0 

Ⅱ 売上原価   17,735 79.6  20,684 75.7  38,390 77.1 

売上総利益   4,533 20.4  6,622 24.3  11,390 22.9 

Ⅲ 販売費および 
  一般管理費 

※１  2,985 13.4  2,935 10.8  6,194 12.5 

営業利益   1,548 7.0  3,687 13.5  5,196 10.4 

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息  0   0   0   

２ 受取配当金  17   27   24   

３ 仕入割引  2   3   6   

４ 受取賃貸料  18   21   39   

５ その他の営業外収益  15 54 0.2 19 71 0.2 27 98 0.2 

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息  72   81   147   

２ 売上割引  16   22   36   

３ 社債発行費  ―   23   ―   

４ その他の営業外費用  20 109 0.5 15 142 0.5 39 223 0.4 

経常利益   1,493 6.7  3,616 13.2  5,070 10.2 

Ⅵ 特別利益           

１ 固定資産売却益 ※２ 8   0   9   

２ 貸倒引当金戻入益  ― 8 0.0 13 13 0.1 ― 9 0.0 

Ⅶ 特別損失           

１ 固定資産売却損 ※３ ―   ―   7   

２ 固定資産除却損 ※４ 6   3   26   

３ 過年度役員退職慰労
引当金繰入額 

 ― 6 0.0 ― 3 0.0 397 431 0.9 

税金等調整前 
中間(当期)純利益   1,496 6.7  3,626 13.3  4,649 9.3 

法人税、住民税 
および事業税 

 535   1,453   2,008   

法人税等調整額  17 552 2.5 △21 1,432 5.3 32 2,040 4.1 

中間(当期)純利益   943 4.2  2,194 8.0  2,608 5.2 
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③ 中間連結株主資本等変動計算書 

前中間連結会計期間(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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当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19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19年３月31日残高(百万円) 7,360 7,705 7,410 △43 22,432 

中間連結会計期間中の変動額      

 剰余金の配当   △271  △271 

 中間純利益   2,194  2,194 

 自己株式の取得    △10 △10 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) ― ― 1,923 △10 1,912 

平成19年９月30日残高(百万円) 7,360 7,705 9,333 △54 24,345 

 

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19年３月31日残高(百万円) 952 △9 943 23,376 

中間連結会計期間中の変動額     

 剰余金の配当   ― △271 

 中間純利益   ― 2,194 

 自己株式の取得   ― △10 

 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) △133 1 △132 △132 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) △133 1 △132 1,779 

平成19年９月30日残高(百万円) 819 △8 811 25,156 
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前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31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 

連結会計年度中の変動額      

 剰余金の配当（注）   △181  △181 

 剰余金の配当   △135  △135 

 役員賞与（注）   △30  △30 

 当期純利益   2,608  2,608 

 自己株式の取得    △8 △8 

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) ― ― 2,261 △8 2,253 

平成19年３月31日残高(百万円) 7,360 7,705 7,410 △43 22,432 

 

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 

連結会計年度中の変動額     

 剰余金の配当（注）   ― △181 

 剰余金の配当   ― △135 

 役員賞与（注）   ― △30 

 当期純利益   ― 2,608 

 自己株式の取得   ― △8 

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額) △22 △9 △31 △31 

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) △22 △9 △31 2,221 

平成19年３月31日残高(百万円) 952 △9 943 23,376 

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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④ 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18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19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18年４月１日 
至 平成19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  1,496 3,626 4,649 

減価償却費  352 372 725 

貸倒引当金の増減額  11 △172 38 

賞与引当金の増減額  1 35 5 

役員賞与引当金の増減額  ― △50 50 

退職給付引当金の増減額  △84 △98 △180 
役員退職慰労引当金の増減
額  ― 11 421 

受取利息及び受取配当金  △17 △27 △24 

支払利息  72 81 147 

社債発行費  ― 23 ― 

有形固定資産売却益  △8 △0 △9 

有形固定資産売却損  ― ― 7 

有形固定資産除却損  6 3 26 

役員賞与の支払額  △30 ― △30 

売上債権の増減額  △1,630 1,204 △5,131 

たな卸資産の増減額  136 △4,144 △1,947 

その他資産の増減額  192 218 △418 

仕入債務の増減額  2,057 558 5,863 

その他負債の増減額  △5 △127 85 

小計  2,549 1,514 4,278 

利息及び配当金の受取額  17 27 24 

利息の支払額  △69 △82 △145 

法人税等の支払額  △223 △1,660 △605 

営業活動による 
キャッシュ・フロー  2,274 △200 3,552 

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  △343 △296 △754 

有形固定資産の売却による 
収入  97 0 125 

投資有価証券の取得による 
支出  △236 △402 △734 

貸付けによる支出  △7 △0 △13 

貸付金の回収による収入  6 7 11 

営業譲受による支出  △98 ― △98 

その他の投資の増減額  △0 △1 △62 

投資活動による 
キャッシュ・フロー  △583 △692 △1,526 
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19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18年４月１日 
至 平成19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  1,100 3,810 1,900 

短期借入金の返済による 
支出  △1,615 △3,310 △2,640 

長期借入れによる収入  ― 500 ― 

長期借入金の返済による 
支出  △234 △249 △468 

社債の発行による収入  ― 976 ― 

社債の償還による支出  ― △1,000 ― 

自己株式の取得による支出  △2 △10 △8 

配当金の支払額  △180 △271 △317 

財務活動による 
キャッシュ・フロー  △932 444 △1,533 

Ⅳ 現金及び現金同等物の 
増減額  758 △448 492 

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
期首残高  1,170 1,663 1,170 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高  1,929 1,214 1,663 
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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18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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㈱、㈱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、モリ

販売㈱および㈱シルベスト

（平成19年４月２日設立）

の５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。 

    

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 

同左 

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) 

  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 

同左 

 時価のないもの 

同左 

  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 

 評価基準は原価法（収益

性の低下による簿価切下げ

の方法）によっておりま

す。 

商品 

 先入先出法 

製品・仕掛品 

 移動平均法 

原材料 

 主として移動平均法 

貯蔵品 

 最終仕入原価法 

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 
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  （会計方針の変更） 
 「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」（企業会計基

準委員会 平成18年７月５

日 企業会計基準第９号）

が平成20年３月31日以前に

開始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、当中間連結会計期

間から同会計基準を適用し

ております。 

 この結果、従来の方法に

よった場合と比べて、営業

利益、経常利益および税金

等調整前中間純利益はそれ

ぞれ58百万円減少しており

ます。 

 

 (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 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 

  （会計方針の変更） 

 法人税法の改正にともな

い、当中間連結会計期間よ

り、平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に

変更しております。 

 この結果、従来の方法に

よった場合と比べて、営業

利益、経常利益および税金

等調整前中間純利益はそれ

ぞれ25百万円減少しており

ます。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  （追加情報） 

 当中間連結会計期間よ

り、平成19年３月31日以前

に取得した資産について

は、償却可能限度額まで償

却が終了した翌年から５年

間で均等償却する方法によ

っております。 

 この結果、従来の方法に

よった場合と比べて、営業

利益、経常利益および税金

等調整前中間純利益はそれ

ぞれ13百万円減少しており

ます。 

 

  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 役員賞与引当

金 

―――  役員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、支

給見込額に基づき当中間連

結会計期間に見合う額を計

上しております。なお、当

中間連結会計期間において

は計上しておりません。 

 役員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、支

給見込額に基づき当連結会

計年度に見合う額を計上し

ております。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  ④ 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。 

  ⑤ 役員退職慰労

引当金 

―――  役員の退職慰労金の支出

に備えるため、役員退職慰

労金規程に基づく中間期末

要支給額を計上しておりま

す。 

 役員の退職慰労金の支出

に備えるため、役員退職慰

労金規程に基づく期末要支

給額を計上しております。 

 (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 
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  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。 

 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
の流動資産およびその他の
流動負債に含めて表示して
おります。 

 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。 
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会計処理方法の変更 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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。 

――― （貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準等） 

 当連結会計年度から「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23,385百万円であ
ります。 
 連結財務諸表規則の改正により、

当連結会計年度における連結財務諸

表は、改正後の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。 

――― （役員賞与に関する会計基準） 
 当連結会計年度より、「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。 
 この結果、従来と同一の方法によ

った場合に比べて営業利益、経常利

益および税金等調整前当期純利益は

それぞれ50百万円減少しておりま

す。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

――― ――― （役員退職慰労引当金の設定） 
 従来、役員退職慰労金は支出時の
費用として処理しておりましたが、
「役員賞与」について引当金計上を
含め費用計上されることで役員に係
る報酬等全般について、引当金計上
も含めた費用計上が必要になったこ
と、また「租税特別措置法上の準備
金及び特別法上の引当金又は準備金
並びに役員退職慰労引当金等に関す
る監査上の取扱い」(日本公認会計
士協会 監査・保証実務委員会報告
第42号）において平成19年３月31日
以前に開始する事業年度から早期適
用できることになったことにともな
い、当連結会計年度より内規に基づ
く期末要支給額を役員退職慰労引当
金として計上する方法に変更してお
ります。 
 この変更により、当連結会計年度
発生額23百万円は販売費および一般
管理費に、また、過年度分相当額
397百万円は特別損失に計上してお
ります。この結果、従来と同一の方
法によった場合に比べて営業利益お
よび経常利益はそれぞれ23百万円減
少し、税金等調整前当期純利益は
421百万円減少しております。 
 なお、「租税特別措置法上の準備
金及び特別法上の引当金又は準備金
並びに役員退職慰労引当金等に関す
る監査上の取扱い」(日本公認会計
士協会 監査・保証実務委員会報告
第42号）の改正が平成19年４月13日
付で行われたため、当中間連結会計
期間は従来の方法によっており、変
更後の方法によった場合に比べ、営
業利益および経常利益はそれぞれ11
百万円多く、税金等調整前中間純利
益は409百万円多く計上されており
ます。 

 

追加情報 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

――― (社債発行費） 
 当中間連結会計期間において新規
に社債を発行いたしましたので、
「繰延資産の会計処理に関する当面
の取扱い」（企業会計基準委員会 
平成18年８月11日 実務対応報告第
19号）を適用しております。そのた
め、社債発行費は支出時に全額費用
処理しております。 

――― 
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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18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の
減価償却累計額 

18,984百万円 19,285百万円 19,192百万円 

    
※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 
 

1,177百万円 

274 

465 

1,917 
 

1,134百万円 

233 

465 

1,833 
 

1,164百万円 

257 

465 

1,887 
     

   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 
長期借入金 

合計 
 

60百万円 

162 

1,000 

360 

1,582 
 

―百万円 

106 

― 

206 

312 
 

60百万円 

167 

1,000 

273 

1,501 
     

 (2) 担保資産    
投資有価証券 

 
470百万円 

 
594百万円 

 
610百万円 

     
   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 

106 

182 
 

88百万円 

309 

398 
 

65百万円 

79 

144 
 

    

※３ 中間連結会計期
間末日満期手形の
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。 

 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。 

 当連結会計年度の末日は
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。当期末残高か
ら除かれている当該期日満
期手形は次のとおりであり
ます。 

 受取手形 836百万円

支払手形 521 

設備関係 
支払手形 9 

 

受取手形 1,100百万円

支払手形 1,101 

設備関係 
支払手形 3 

 

受取手形 985百万円

支払手形 1,392 

設備関係 
支払手形 4 
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 前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 
当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成19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 
 

4,000百万円 

2,490 

1,510 
 

4,000百万円 

2,800 

1,200 
 

4,000百万円 

2,400 

1,600 
 

 

(中間連結損益計算書関係) 
 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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 1,171百万円

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 1,088百万円

貸倒引当金 
繰入額 

7 

給料諸手当 456 

賞与引当金 
繰入額 113 

退職給付 
費用 58 

役員退職 
慰労引当金 
繰入額 

11 

支払手数料 298 
 

荷造・ 
運送費 2,352百万円

貸倒引当金 
繰入額 

38 

給料諸手当 985 

賞与引当金 
繰入額 

101 

役員賞与 
引当金 
繰入額 

50 

退職給付 
費用 

114 

役員退職 
慰労引当金 
繰入額 

23 

支払手数料 634 
 

    

※２ 固定資産売却益

の内訳 

土地 7百万円

その他 0 

合計 8 
 

その他 0百万円
 

土地 7百万円

その他 1 

合計 9 
 

    

※３ 固定資産売却損

の内訳 

――― ――― 機械装置 
および運搬具 7百万円

 
    

※４ 固定資産除却損

の内訳 

機械装置 
および運搬具 3百万円

その他 2 

合計 6 
 

建物 
および構築物 0百万円

機械装置 
および運搬具 2 

合計 3 
 

機械装置 
および運搬具 20百万円

その他 5 

合計 26 
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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間（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 4.00 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 3.00 平成18年９月30日 平成18年12月１日 
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当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19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) 134,094 18,774 ― 152,868 
 

（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19年６月27日 
定時株主総会 普通株式 271 6.00 平成19年３月31日 平成19年６月28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19年11月12日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 135 3.00 平成19年９月30日 平成19年12月３日 
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前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31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 当連結会計年度末 

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 当連結会計年度末 

普通株式(株) 115,695 18,399 ― 134,094 
 

（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 4.00 平成18年３月31日 平成18年６月29日 

平成18年11月13日 
取締役会 普通株式 135 3.00 平成18年９月30日 平成18年12月１日 

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

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19年６月27日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 271 6.00 平成19年３月31日 平成19年６月28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18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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 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 1,214百万円

現金及び 
現金同等物 

1,214 
 

現金および 
預金勘定 1,663百万円

現金及び 
現金同等物 

1,663 
 

 

(リース取引関係) 
 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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 

4,857 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) 

中間期末 
残高 
相当額 
(百万円) 

機械装置 
および 
運搬具 

4,805 1,997 2,808 

その他 
(工具・ 
器具・ 
備品) 

17 8 8 

電力 
利用権等 

3 3 0 

合計 4,826 2,008 2,817 

 

 
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 

4,824 1,824 2,999 

その他 
(工具・ 
器具・ 
備品) 

17 6 10 

電力 
利用権等 

3 2 0 

合計 4,844 1,834 3,010 

     
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 
 

343百万円 

3,094 

3,437 
 

350百万円 

2,717 

3,067 
 

347百万円 

2,903 

3,250 
     

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 

 

228百万円 

184 

60 
 

227百万円 

183 

54 
 

456百万円 

368 

118 
     

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18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成19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 824 2,170 1,345 1,724 3,062 1,337 1,322 2,882 1,560 

(2) 債券 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

(3) その他 18 25 6 18 25 6 18 25 6 

合計 843 2,195 1,352 1,743 3,088 1,344 1,341 2,908 1,566 

(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18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成19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。 

 

(ストック・オプション等関係) 

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。 
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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。 

 

(企業結合等関係) 

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。 
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(１株当たり情報) 
 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ １株当たり 
  純資産額 479円46銭 555円96銭 516円41銭 

    

２ １株当たり 
  中間(当期)純利益 20円84銭 48円49銭 57円60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18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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 25,156 23,376 

普通株式に係る純資産額 
(百万円) 21,709 25,156 23,376 

普通株式の発行済株式数 
(千株) 45,400 45,400 45,400 

普通株式の自己株式数 
(千株) 121 152 134 

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 45,247 45,266 

 

 (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18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

中間(当期)純利益 
(百万円) 943 2,194 2,608 

普通株主に帰属しない 
金額(百万円) ― ― ― 

普通株式に係る中間 
(当期)純利益(百万円) 943 2,194 2,608 

普通株式の 
期中平均株式数(千株) 45,281 45,256 45,276 

 

(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。 
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中間財務諸表等 

(1) 中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 
 

  
前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19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   1,388   867   1,196  

２ 受取手形 ※３  6,402   7,604   7,808  

３ 売掛金   8,960   9,846   11,147  

４ たな卸資産   7,867   14,031   9,916  

５ 繰延税金資産   182   270   266  

６ その他の流動資産   1,240   1,846   1,857  

貸倒引当金   △72   △74   △89  

流動資産合計   25,968 61.9  34,391 67.3  32,103 65.7 

Ⅱ 固定資産           

(1) 有形固定資産 
※１ 
※２          

１ 建物   3,566   3,430   3,499  

２ 機械および装置   1,752   1,784   1,835  

３ 土地   6,030   6,033   6,030  

４ 建設仮勘定   229   263   208  

５ その他の 
  有形固定資産   803   726   761  

有形固定資産合計   12,382   12,238   12,335  

(2) 無形固定資産   23   21   22  

(3) 投資その他の資産           

１ 投資有価証券 ※２  2,209   3,100   2,920  

２ 関係会社株式   10   10   10  

３ 関係会社 
  長期貸付金   1,440   1,158   1,220  

４ その他の投資   763   678   846  

貸倒引当金   △857   △471   △631  

投資その他の資産 
合計   3,566   4,475   4,366  

固定資産合計   15,972 38.1  16,736 32.7  16,724 34.3 

Ⅲ 繰延資産   5 0.0  ― ―  ― ― 

資産合計   41,946 100.0  51,127 100.0  48,827 100.0 
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前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19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 ※３  3,083   4,936   5,002  

２ 買掛金   7,102   9,582   9,066  

３ 短期借入金 ※２  560   960   460  

４ １年内に返済予定の 
  長期借入金 ※２  468   485   452  

５ １年内に償還予定の 
  社債 ※２  1,000   ―   1,000  

６ 未払法人税等   546   1,463   1,663  

７ 賞与引当金   295   332   304  

８ 設備関係支払手形 ※３  98   89   57  

９ その他の流動負債   1,058   925   1,121  

流動負債合計   14,213 33.9  18,775 36.7  19,128 39.2 

Ⅱ 固定負債           

１ 社債   2,000   3,000   2,000  

２ 長期借入金 ※２  3,371   3,370   3,152  

３ 退職給付引当金   1,100   962   1,042  

４．役員退職慰労引当金   ―   421   410  

５ 繰延税金負債   27   97   186  

６ その他の固定負債   36   30   33  

固定負債合計   6,536 15.6  7,882 15.4  6,824 14.0 

負債合計   20,749 49.5  26,657 52.1  25,953 53.2 

           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   7,360 17.5  7,360 14.4  7,360 15.1 

２ 資本剰余金           

(1) 資本準備金  7,705   7,705   7,705   

資本剰余金合計   7,705 18.4  7,705 15.1  7,705 15.8 

３ 利益剰余金           

(1) 利益準備金  901   901   901   

(2) その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  4,468   7,747   6,009   

利益剰余金合計   5,370 12.8  8,649 16.9  6,910 14.1 

４ 自己株式   △38 △0.1  △54 △0.1  △43 △0.1 

株主資本合計   20,398 48.6  23,660 46.3  21,933 44.9 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券 
  評価差額金   810 1.9  818 1.6  950 1.9 

２ 繰延ヘッジ損益   △12 △0.0  △8 △0.0  △9 △0.0 

評価・換算差額等 
合計 

  798 1.9  809 1.6  941 1.9 

純資産合計   21,196 50.5  24,470 47.9  22,874 46.8 

負債・純資産合計   41,946 100.0  51,127 100.0  48,827 100.0 
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② 中間損益計算書 
 

  
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19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   22,069 100.0  27,075 100.0  49,374 100.0 

Ⅱ 売上原価   18,197 82.5  21,060 77.8  39,412 79.8 

売上総利益   3,871 17.5  6,015 22.2  9,962 20.2 

Ⅲ 販売費および 
  一般管理費   2,644 11.9  2,594 9.6  5,421 11.0 

営業利益   1,226 5.6  3,421 12.6  4,541 9.2 

Ⅳ 営業外収益 ※１  138 0.6  149 0.6  260 0.5 

Ⅴ 営業外費用 ※２  124 0.6  154 0.6  253 0.5 

経常利益   1,241 5.6  3,415 12.6  4,548 9.2 

Ⅵ 特別利益   0 0.0  14 0.1  235 0.5 

Ⅶ 特別損失   2 0.0  0 0.0  417 0.9 

税引前中間(当期) 
純利益 

  1,238 5.6  3,430 12.7  4,365 8.8 

法人税、住民税 
及び事業税  518   1,426   1,968   

法人税等調整額  6 524 2.4 △6 1,420 5.3 7 1,975 4.0 

中間(当期)純利益   714 3.2  2,010 7.4  2,390 4.8 
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③ 中間株主資本等変動計算書 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 
 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 利益準備金 

繰越利益剰余金 

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 7,705 901 3,965 △35 19,897 

中間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    714  714 

 自己株式の取得     △2 △2 

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) ― ― ― 503 △2 500 

平成18年９月30日残高(百万円) 7,360 7,705 901 4,468 △38 20,398 

 

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) 973 ― 973 20,871 

中間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   ― 714 

 自己株式の取得   ― △2 

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

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) △163 △12 △175 325 

平成18年９月30日残高(百万円) 810 △12 798 21,196 
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当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 
 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 利益準備金 

繰越利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 

平成19年３月31日残高(百万円) 7,360 7,705 901 6,009 △43 21,933 

中間会計期間中の変動額       

 剰余金の配当    △271  △271 

 中間純利益    2,010  2,010 

 自己株式の取得     △10 △10 

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) ― ― ― 1,738 △10 1,727 

平成19年９月30日残高(百万円) 7,360 7,705 901 7,747 △54 23,660 

 

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19年３月31日残高(百万円) 950 △9 941 22,874 

中間会計期間中の変動額     

 剰余金の配当   ― △271 

 中間純利益   ― 2,010 

 自己株式の取得   ― △10 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) △132 1 △131 △131 

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) △132 1 △131 1,595 

平成19年９月30日残高(百万円) 818 △8 809 24,470 
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前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 
 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金 利益準備金 

繰越利益剰余金 

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 7,705 901 3,965 △35 19,897 

事業年度中の変動額       

 剰余金の配当（注）    △181  △181 

 剰余金の配当    △135  △135 

 役員賞与（注）    △30  △30 

 当期純利益    2,390  2,390 

 自己株式の取得     △8 △8 

事業年度中の変動額合計 
(百万円) ― ― ― 2,043 △8 2,035 

平成19年３月31日残高(百万円) 7,360 7,705 901 6,009 △43 21,933 

 

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) 973 ― 973 20,871 

事業年度中の変動額     

 剰余金の配当（注）   ― △181 

 剰余金の配当   ― △135 

 役員賞与（注）   ― △30 

 当期純利益   ― 2,390 

 自己株式の取得   ― △8 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) △22 △9 △32 △32 

事業年度中の変動額合計 
(百万円) △22 △9 △32 2,003 

平成19年３月31日残高(百万円) 950 △9 941 22,874 

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 
 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 資産の評価基準及
び評価方法 

   

 (1) 有価証券 子会社株式 
 移動平均法による原価法 

子会社株式 
同左 

子会社株式 
同左 

 その他有価証券 
 時価のあるもの 
  中間決算日の市場価格
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 

同左 

その他有価証券 
 時価のあるもの 
  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) 

  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 
同左 

 時価のないもの 
同左 

 (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 
 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 

 評価基準は原価法（収益
性の低下による簿価切下げ
の方法）によっておりま
す。 
商品 
 先入先出法 
製品・仕掛品 
 移動平均法 
原材料 
 移動平均法 
貯蔵品 
 最終仕入原価法 

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 
 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 

    
  （会計方針の変更） 

 「棚卸資産の評価に関す
る会計基準」（企業会計基
準委員会 平成18年７月５
日 企業会計基準第９号）
が平成20年３月31日以前に
開始する事業年度に係る財
務諸表から適用できること
になったことにともない、
当中間会計期間から同会計
基準を適用しております。 
 この結果、従来の方法に
よった場合と比べて、営業
利益、経常利益および税引
前中間純利益はそれぞれ13
百万円減少しております。 
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前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

２ 固定資産の減価償
却の方法 

   

 (1) 有形固定資産 建物 
 定額法 
建物以外 
 定率法 
 なお、主な耐用年数は次
のとおりであります。 

建物 ３～50年
機械および 
装置 

主として
14年

 

同左 建物 
 定額法 
建物以外 
 定率法 
 なお、主な耐用年数は次
のとおりであります。 

建物 ３～50年 
機械および 
装置 

主として 
14年 

 
  （会計方針の変更） 

 法人税法の改正にともな
い、当中間会計期間より、
平成19年４月１日以降に取
得した有形固定資産につい
て、改正後の法人税法に基
づく減価償却の方法に変更
しております。 
 この結果、従来の方法に
よった場合と比べて、営業
利益、経常利益および税引
前中間純利益はそれぞれ20
百万円減少しております。 

 

  （追加情報） 

 当中間会計期間より、平

成19年３月31日以前に取得

した資産については、償却

可能限度額まで償却が終了

した翌年から５年間で均等

償却する方法によっており

ます。 
 この結果、従来の方法に
よった場合と比べて、営業
利益、経常利益および税引
前中間純利益はそれぞれ12
百万円減少しております。 

 

 (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 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 
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前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 (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) 役員賞与引当金 ―――  役員に対して支給する賞
与の支出に充てるため、支
給見込額に基づき当中間会
計期間に見合う額を計上し
ております。なお、当中間
会計期間においては計上し
ておりません。 

 役員に対して支給する賞
与の支出に充てるため、支
給見込額に基づき当事業年
度に見合う額を計上してお
ります。 

 (4) 退職給付引当金  従業員の退職給付に備え
るため、当事業年度末にお
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
事業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、それぞれ翌事業年度
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、当事業年度末にお
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
事業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、それぞれ翌事業年度
から費用処理することとし
ております。 

 (5) 役員退職慰労引
当金 

―――  役員の退職慰労金の支出
に備えるため、役員退職慰
労金規程に基づく中間期末
要支給額を計上しておりま
す。 

 役員の退職慰労金の支出
に備えるため、役員退職慰
労金規程に基づく期末要支
給額を計上しております。 

    
４ 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 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 
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前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 (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 その他中間財務諸

表(財務諸表)作成の
ための基本となる重
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。 

 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
流動資産に含めて表示して
おります。 

 税抜方式を採用しており
ます。 

 

会計処理方法の変更 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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21,208百万円であ
ります。 
 中間財務諸表等規則の改正によ
り、当中間会計期間における中間財
務諸表は、改正後の中間財務諸表等
規則により作成しております。 

――― 
 

（貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準等） 

 当事業年度から「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22,884百万円であ
ります。 
 財務諸表等規則の改正により、当
事業年度における財務諸表は、改正
後の財務諸表等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。 

――― 
 

（役員賞与に関する会計基準） 
 当事業年度より、「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。 
 この結果、従来と同一の方法によ
った場合に比べて営業利益、経常利
益および税引前当期純利益はそれぞ
れ50百万円減少しております。 
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前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

――― ――― （役員退職慰労引当金の設定） 
 従来、役員退職慰労金は支出時の
費用として処理しておりましたが、
「役員賞与」について引当金計上を
含め費用計上されることで役員に係
る報酬等全般について、引当金計上
も含めた費用計上が必要になったこ
と、また「租税特別措置法上の準備
金及び特別法上の引当金又は準備金
並びに役員退職慰労引当金等に関す
る監査上の取扱い」(日本公認会計
士協会 監査・保証実務委員会報告
第42号）において平成19年３月31日
以前に開始する事業年度から早期適
用できることになったことにともな
い、当事業年度より内規に基づく期
末要支給額を役員退職慰労引当金と
して計上する方法に変更しておりま
す。 
 この変更により、当事業年度発生
額22百万円は販売費および一般管理
費に、また、過年度分相当額387百
万円は特別損失に計上しておりま
す。この結果、従来と同一の方法に
よった場合に比べて営業利益および
経常利益はそれぞれ22百万円減少
し、税引前当期純利益は410百万円
減少しております。 
 なお、「租税特別措置法上の準備
金及び特別法上の引当金又は準備金
並びに役員退職慰労引当金等に関す
る監査上の取扱い」(日本公認会計
士協会 監査・保証実務委員会報告
第42号）の改正が平成19年４月13日
付で行われたため、当中間会計期間
は従来の方法によっており、変更後
の方法によった場合に比べ、営業利
益および経常利益はそれぞれ11百万
円多く、税引前中間純利益は398百
万円多く計上されております。 

 

表示方法の変更 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

（中間貸借対照表） 
 前中間会計期間において固定資産の投資その他の資
産の「その他投資」に含めて表示しておりました「投
資有価証券」（前中間会計期間1,648百万円）は資産総
額の100分の５超となったため、当中間会計期間より区
分掲記しております。 

――― 
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追加情報 

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

――― (社債発行費） 
 当中間会計期間において新規に社
債を発行いたしましたので、「繰延
資産の会計処理に関する当面の取扱
い」（企業会計基準委員会 平成18
年８月11日 実務対応報告第19号）
を適用しております。そのため、社
債発行費は支出時に全額費用処理し
ております。 

――― 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 
 

 前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の

減価償却累計額 
16,439百万円 16,689百万円 16,643百万円 

    

※２ 担保資産および

担保付債務 

   

 (1) 工場財団担保資

産 

   

建物 

構築物 

機械および 
装置 
土地 

合計 
 

1,176百万円 

0 

274 

465 

1,917 
 

1,133百万円 

0 

233 

465 

1,833 
 

1,163百万円 

0 

257 

465 

1,887 
 

    

   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 

長期借入金 

合計 
 

60百万円 

162 

1,000 

360 

1,582 
 

―百万円 

106 

― 

206 

312 
 

60百万円 

167 

1,000 

273 

1,501 
 

    

 (2) 担保資産    

投資有価証券 
 

470百万円 
 

594百万円 
 

610百万円 
 

    

   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 

106 

182 
 

88百万円 

309 

398 
 

65百万円 

79 

144 
 

    

※３ 中間会計期間末
日満期手形の処理 

 当中間会計期間の末日は
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。 

 当中間会計期間の末日は
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。 

 当事業年度の末日は金融
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。当期末残高から
除かれている当該期日満期
手形は次のとおりでありま
す。 

 受取手形 821百万円

支払手形 521 

設備関係 
支払手形 9 

 

受取手形 1,097百万円

支払手形 1,101 

設備関係 
支払手形 3 

 

受取手形 982百万円

支払手形 1,392 

設備関係 
支払手形 4 
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 前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 
当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 
前事業年度末 

(平成19年３月31日) 

 ４ 保証債務 

金融機関からの借 

入金に対する保証 

   

関東モリ工業㈱ 
 

200百万円 
 

―百万円 
 

200百万円 
 

    
 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
に基づく当期末の借入未実
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 
 

4,000百万円 

2,490 

1,510 
 

4,000百万円 

2,800 

1,200 
 

4,000百万円 

2,400 

1,600 
 

 

(中間損益計算書関係) 
 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 営業外収益のう

ち主要なもの 

受取利息 18百万円

受取配当金 17 

受取賃貸料 86 
 

受取利息 14百万円

受取配当金 27 

受取賃貸料 86 
 

受取利息 32百万円

受取配当金 23 

受取賃貸料 173 
 

    
※２ 営業外費用のう

ち主要なもの 

支払利息 38百万円

社債利息 24 
 

支払利息 44百万円

社債利息 23 
 

支払利息 76百万円

社債利息 49 
 

    
 ３ 減価償却実施額    

有形固定資産 

無形固定資産 
 

280百万円 

1 
 

302百万円 

1 
 

580百万円 

2 
 

 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

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。 
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当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 134,094 18,774 ― 152,868 
 

  （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。 

 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 115,695 18,399 ― 134,094 
 

  （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。 
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(リース取引関係) 
 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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) 

機械およ 
び装置 4,177 1,397 2,780 

その他 
(工具・ 
器具・ 
備品他) 

19 10 9 

無形 
固定資産 3 2 0 

合計 4,200 1,410 2,790 

 

 
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) 

機械およ 
び装置 4,177 1,705 2,472 

その他 
(工具・ 
器具・ 
備品他) 

23 14 9 

無形 
固定資産 3 3 0 

合計 4,204 1,722 2,481 

 

 
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) 

機械およ 
び装置 4,177 1,551 2,626 

その他 
(工具・ 
器具・ 
備品他) 

23 12 11 

無形 
固定資産 3 2 0 

合計 4,204 1,566 2,638 

     
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 
 

289百万円 
2,697 
2,987 

 

299百万円 
2,402 
2,701 

 

295百万円 
2,552 
2,847 

     
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 
 

194百万円 

155 

52 
 

194百万円 

156 

48 
 

388百万円 

312 

103 
     

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、各期へ
の配分方法については、利
息法によっております。 

同左 同左 

 

(有価証券関係) 
前中間会計期間、当中間会計期間および前事業年度のいずれにおいても子会社株式で時価のある

ものはありません。 
 

(企業結合等関係) 
当中間会計期間および前事業年度のいずれにおいても該当する事項はありません。 

 

(１株当たり情報) 
中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

(重要な後発事象) 
前中間会計期間、当中間会計期間および前事業年度のいずれにおいても該当する事項はありませ

ん。 
― 以 上 ― 


