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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 13,247 ― 533 ― 566 ― 310 ―

20年3月期第2四半期 12,272 7.2 591 24.2 625 24.0 353 25.4

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 13.84 ―

20年3月期第2四半期 15.74 ―

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

21年3月期第2四半期 20,527 11,280 55.0 502.89
20年3月期 20,378 11,397 55.9 507.37

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  11,280百万円 20年3月期  11,397百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 10.00 10.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 10.00 10.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 26,000 4.1 1,000 △7.1 1,050 △7.5 570 △9.7 25.36

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。  

(2) 四半期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（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  22,558,063株 20年3月期  22,558,063株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  125,835株 20年3月期  94,688株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  22,450,955株 20年3月期第2四半期  22,478,404株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１.平成20年５月13日発表の業績予想を修正しておりません。上記の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数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の２ページをご参照ください。 
２.当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を
適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した米国経済の減速、

金融市場の世界的混乱および原材料価格の高騰等の影響により景気の先行きに不透明感を増してまいりま
した。 
このような状況下にあって、当第２四半期累計期間の当社の売上高は、132億4千7百万円と前年同四半

期比7.9％の増加となりました。 
部門別の売上高では、特殊帯鋼、普通鋼等の鋼材を販売しております商事部門では、83億4千万円と前

年同四半期比10.4％増加いたしました。また、焼入鋼帯、鈑金加工品を製造販売しております製造部門で
は、49億6百万円と前年同四半期比4.1％増加いたしました。 
経常利益につきましては、5億6千6百万円と前年同四半期比9.4％の減少となりました。また、四半期純

利益につきましても3億1千万円と前年同四半期比12.1％の減少となりました。 
なお、前年同四半期比は参考として記載しております。 
  
  

  

当第２四半期会計期間末の総資産は20,527百万円（前年同四半期比408百万円減少）、負債の部合計
9,246百万円（前年同四半期比136百万円減少）となり、純資産の部合計は11,280百万円（前年同四半期比
271百万円減少）となりました。 
  

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前年同四半期より697百万円減少し、3,065百万
円となりました。当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は以下のとおりであ
ります。 
  

当第２四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益を561百万
円、非資金項目である減価償却費を413百万円計上したほか、売上債権の増加778百万円、たな卸資産の増
加448百万円、仕入債務の増加777百万円、法人税等の支払226百万円等の結果、270百万円の資金流入（前
年同四半期は389百万円の資金流入）となりました。 
  

当第２四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得670百万円等に
より790百万円の資金流出（前年同四半期は201百万円の資金流出）となりました。 
  

当第２四半期累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払に224百万円を行
ったこと等により、234百万円の資金流出（前年同四半期は227百万円の資金流出）となりました。 
  
  

業績予想につきましては、概ね計画どおりに推移しており、現時点において、平成20年５月13日の決算
発表時の業績予想を変更しておりません。 
  
  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

①当第２四半期会計期間末の財政状態

②当第２四半期累計期間におけるキャッシュ・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）

3. 業績予想に関する定性的情報
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当第２四半期会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を実施しております。 
  

たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積
り、簿価切下げを行う方法によっております。 
  

当事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっております。 
  

税金費用については、当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的
に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。この見積実効税率の算
定にあたり加味する差異等は重要なものに限定する方法によっております。なお、法人税等調整額は、
法人税等に含めて表示しております。 
  

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境、一時差異等の発生状況
に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラ
ンニングを利用する方法によっております。 
  

期首に算定した年間の退職給付費用を期間按分した額を計上しております。数理計算上の差異は年間
費用処理額を期間按分した額を計上しております。 
  
  

  
１．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日

企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会
平成19年３月14日 企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表
等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  
２．棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「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）を当事業年度より適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿
価切下げの方法）に変更しております。この変更による損益に与える影響はありません。 

  
３．リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る会計処理によってお
りましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会
計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」
（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平
成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用
することができることになったことに伴い、当事業年度よりこれらの会計基準等を適用し、通常の
売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る
リース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
を採用しております。この変更により、当第２四半期会計期間末において、リース資産が、有形固
定資産に12,249千円、無形固定資産に20,742千円、リース債務が、流動負債に7,471千円、固定負
債に27,394千円計上されております。損益に与える影響はありません。 
なお、リース取引開始が平成20年３月31日以前である所有権移転外ファイナンス・リース取引につ
いては引続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

  
  

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

１．実地たな卸

２．たな卸資産の評価方法

３．固定資産の減価償却費の算定方法

４．法人税等の算定方法

５．繰延税金資産の回収可能性の判断

６．退職給付引当金の計算

(2) 四半期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
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平成20年度税制改正により、主に機械装置の法定耐用年数の改正がありましたので、当事業年度より
改正後の耐用年数により計算をしております。この変更により、当第２四半期累計期間の営業利益、経
常利益及び税引前四半期純利益がそれぞれ24,970千円減少しております。 
  

(追加情報)

有形固定資産の耐用年数の改正
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5. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表 

（単位：千円） 

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 3,065,911 3,819,665 

受取手形及び売掛金 8,114,272 7,335,355 

商品 1,447,964 1,129,710 

製品 457,861 449,567 

原材料 379,695 248,598 

仕掛品 315,843 324,254 

その他 275,547 271,610 

貸倒引当金 △4,000 △3,600 

流動資産合計 14,053,096 13,575,163 

固定資産 

有形固定資産 4,370,709 4,574,697 

無形固定資産 36,981 18,257 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,491,564 1,802,879 

その他 603,939 434,027 

貸倒引当金 △29,010 △26,860 

投資その他の資産合計 2,066,493 2,210,047 

固定資産合計 6,474,185 6,803,002 

資産合計 20,527,281 20,378,165 
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（単位：千円） 

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 7,067,632 6,289,816 

短期借入金 400,000 400,000 

未払法人税等 247,576 244,872 

賞与引当金 200,000 200,000 

役員賞与引当金 22,000 45,000 

その他 444,341 908,170 

流動負債合計 8,381,550 8,087,859 

固定負債 

退職給付引当金 661,429 666,565 

役員退職慰労引当金 175,932 158,200 

その他 27,394 68,313 

固定負債合計 864,755 893,078 

負債合計 9,246,305 8,980,937 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,848,846 1,848,846 

資本剰余金 1,469,608 1,469,608 

利益剰余金 7,656,939 7,570,755 

自己株式 △35,564 △27,949 

株主資本合計 10,939,830 10,861,261 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 341,102 535,935 

繰延ヘッジ損益 42 31 

評価・換算差額等合計 341,145 535,966 

純資産合計 11,280,975 11,397,227 

負債純資産合計 20,527,281 20,378,165 
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(2) 四半期損益計算書

第２四半期累計期間

（単位：千円） 

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 13,247,159 

売上原価 11,628,294 

売上総利益 1,618,865 

販売費及び一般管理費 1,085,569 

営業利益 533,295 

営業外収益 

受取利息及び配当金 22,826 

雑収入 10,822 

その他 2,788 

営業外収益合計 36,438 

営業外費用 

支払利息 2,697 

為替差損 495 

営業外費用合計 3,193 

経常利益 566,540 

特別利益 

固定資産売却益 541 

貸倒引当金戻入額 103 

特別利益合計 645 

特別損失 

固定資産除却損 3,160 

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 2,600 

特別損失合計 5,760 

税引前四半期純利益 561,425 

法人税、住民税及び事業税 250,608 

四半期純利益 310,817 

モリテックスチール㈱（5986）平成21年3月期 第2四半期決算短信（非連結）

- 7 -



(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前四半期純利益 561,425 

減価償却費 413,341 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,550 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △23,000 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,136 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 17,732 

受取利息及び受取配当金 △22,826 

支払利息 2,697 

固定資産売却損益（△は益） △541 

固定資産除却損 3,160 

売上債権の増減額（△は増加） △778,916 

たな卸資産の増減額（△は増加） △448,573 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △15,586 

仕入債務の増減額（△は減少） 777,815 

未払消費税等の増減額（△は減少） 15,516 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △19,416 

その他 △2,741 

小計 477,500 

利息及び配当金の受取額 22,826 

利息の支払額 △2,697 

法人税等の支払額 △226,803 

営業活動によるキャッシュ・フロー 270,826 

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 △670,792 

有形固定資産の売却による収入 2,247 

投資有価証券の取得による支出 △22,629 

貸付けによる支出 △1,228 

貸付金の回収による収入 2,574 

その他 △100,458 

投資活動によるキャッシュ・フロー △790,287 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

リース債務の返済による支出 △2,490 

自己株式の取得による支出 △7,614 

配当金の支払額 △224,188 

財務活動によるキャッシュ・フロー △234,293 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △753,754 

現金及び現金同等物の期首残高 3,819,665 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,065,911 
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表
に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期
財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
  
  

該当事項はありません。 
  
  

該当事項はありません。 
  
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」

（要約）前中間損益計算書

（単位：千円）

区      分

前中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

金    額

Ⅰ 売上高 12,272,860

Ⅱ 売上原価 10,654,108

   売上総利益 1,618,751

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,026,781

   営業利益 591,969

Ⅳ 営業外収益 36,642

Ⅴ 営業外費用 3,002

   経常利益 625,609

Ⅵ 特別利益 1,818

Ⅶ 特別損失 6,493

   税引前中間純利益 620,934

   法人税、住民税及び事業税 267,187

   中間純利益 353,746
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「参考資料」

（要約）前中間キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

区         分

前中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

金    額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税引前中間純利益 620,934

   減価償却費 307,400

   貸倒引当金の増加・減少(△)額 200

   賞与引当金の増加・減少(△)額 10,000

   役員賞与引当金の増加・減少(△)額 △ 20,000

   退職給付引当金の増加・減少(△)額 △ 34,951

   役員退職慰労引当金の増加・減少(△)額 △ 96,674

   受取利息及び受取配当金 △ 23,064

   支払利息 2,555

   固定資産売却益 △ 72

   有形固定資産除却売却損 732

   売上債権の増加(△)・減少額 △ 566,299

   棚卸資産の増加(△)・減少額 △ 14,831

   その他の流動資産の増加(△)・減少額 △ 21,216

   仕入債務の増加・減少(△)額 405,835

   未払消費税等の増加・減少(△)額 △ 29,028

   その他流動負債の増加・減少(△)額 23,324

   その他 △ 1,749

   小計 563,094

   利息及び配当金の受取額 23,064

   利息の支払額 △ 2,555

   法人税等の支払額 △ 193,723

  営業活動によるキャッシュ・フロー 389,880

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 △ 279,199

   有形固定資産の売却による収入 2,850

   投資有価証券の取得による支出 △ 4,656

   貸付による支出 △ 1,250

   貸付金の回収による収入 3,601
   その他 77,566

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 201,087

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   自己株式の取得による支出 △ 3,548

   配当金の支払額 △ 223,735

  財務活動によるキャッシュ・フロー △ 227,283

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加・減少(△)額 △ 38,491
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 3,801,422
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 3,762,930
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当第２四半期累計期間における販売実績を示すと、次のとおりであります。 

 
  
  

6. その他の情報

販売実績

品        目 販売高（千円） 構成比（％） 前年同期比（％）

特殊帯鋼 5,631,057 42.5 10.9

普通鋼 2,120,232 16.0 9.1

その他 589,412 4.4 10.2

商事部門計 8,340,701 62.9 10.4

焼入鋼帯 975,490 7.4 11.6

鈑金加工品 3,930,967 29.7 2.4

製造部門計 4,906,458 37.1 4.1

合        計 13,247,159 100.0 7.9
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