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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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3四半期 38,656 ― 1,810 ― 1,731 ― 467 ―

20年3月期第3四半期 41,577 16.4 4,347 36.7 4,244 37.3 2,596 36.0

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3四半期 10.48 ―

20年3月期第3四半期 57.37 ―

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3四半期 48,196 24,424 50.7 556.71
20年3月期 50,447 24,812 49.2 554.59

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  24,424百万円 20年3月期  24,812百万円

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 ― 3.00 ― 6.00 9.00
21年3月期 ― 3.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 6.00 9.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（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）連結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 52,000 △6.2 2,150 △53.1 2,000 △53.5 1,150 △54.8 25.77

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）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結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．その他をご参照ください。  

(3) 四半期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（四半期連結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．その他をご参照ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  44,742,404株 20年3月期  44,742,404株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  869,186株 20年3月期  2,019株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  44,612,109株 20年3月期第3四半期  45,252,761株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

（１）概況 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アメリカのリーマンブラザーズ破たんにより深刻

さを増した金融危機の影響を受け、景気は急速に落ち込んでいきました。当社グループの主力商品であ

るステンレス鋼はニッケル、クロム、鉄を主たる材料としております。このうちニッケルがコストの大

きな部分を占めますが、昨年から続くニッケル価格の下落が止まりませんでした。これに加えて景気悪

化にともなう需給悪化により、ステンレス鋼の価格は下げ足を強めていきました。 

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景気後退に加えて販売価格の低下により減

少し386億56百万円となりました。経常利益は販売価格の下落の影響が大きく17億31百万円となりまし

た。前年同期の経常利益が販売価格の急上昇により急増したのに対し、当第３四半期連結累計期間は販

売価格が逆に下落したため、利益の減少幅が大きくなりました。 

また、株価の下落にともなう投資有価証券評価損が４億90百万円発生したこともあり、四半期純利益

は４億67百万円にとどまりました。 

 

（２）部門別の実績 

ステンレス管部門では、今まで好調に推移しておりました自動車用が10月以降は急ブレーキがかかり

ました。配管用は、販売量は堅調でしたが販売単価が下落したため売上高は減少いたしました。建築用

は建築市場の不振の影響を受けて振るいませんでした。その結果、売上高は196億29百万円となりまし

た。 

ステンレス条鋼部門では、全般的な需要減少とともに販売価格の下落の影響もあり、売上高は112億

30百万円となりました。 

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。家庭用金物製品は量

としては振るいませんでしたが、販売価格の値上げを実行して収益の改善を図りました。その結果、売

上高は30億48百万円と好調でした。 

鋼管部門では、値上げの反動と景気の落ち込みが重なったため、10月以降は大きく落ち込みました。

しかし、第２四半期までの売上が好調であったこともあり、売上高は増加し30億69百万円となりました。 

その他部門では、自動車関係の設備投資抑制が響きパイプ切断機が減少いたしました。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16億79百万円となりました。 

 

なお、部門別の売上高は次のとおりであります。 
部門別売上高（連結） 

 
(参考)前第３四半期 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20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 22,037 53.0 19,629 50.8 29,002 52.3 
ス テ ン レ ス 条 鋼 11,988 28.9 11,230 29.1 16,260 29.4 
ステンレス加工品 2,840 6.8 3,048 7.9 3,785 6.8 
鋼 管 2,799 6.7 3,069 7.9 3,922 7.1 
そ の 他 1,910 4.6 1,679 4.3 2,447 4.4 

合  計 41,577 100.0 38,656 100.0 55,417 100.0 

 



 
 
 
 

モリ工業㈱ (5464) 平成21年３月期 第３四半期決算短信 

― 3 ― 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当社グループの当第３四半期連結会計期間末の総資産は481億96百万円となり、前連結会計年度末に比

べて22億51百万円減少いたしました。総資産が減少した主な要因は、資産の部では受取手形及び売掛金が

13億74百万円、製品等のたな卸資産が３億65百万円、投資有価証券が６億３百万円それぞれ減少し、負債

の部では未払法人税等が８億79百万円、借入金が７億60百万円それぞれ減少したことなどによるものであ

ります。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は244億24百万円となり、前連結会計年度末に比べて３億88百万

円減少いたしました。純資産が減少した主な要因は、四半期純利益を基とする利益剰余金が65百万円増加

しましたが、自己株式が取得により１億77百万円増加し、その他有価証券評価差額金が２億76百万円減少

したことなどによるものであります。 

 

当社グループの当第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動により22億63百万

円の収入となり、投資活動により９億３百万円の支出となり、財務活動により13億32百万円の支出となり

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26百万円増加し13億97百万円（前連

結会計年度末比1.9％増）となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が11億81百万円となり、売上債権の

減少が13億74百万円、たな卸資産の減少が３億65百万円などとなりましたが、法人税等の支払額が12億82

百万円などとなったため、営業活動全体では22億63百万円の収入となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、通常の設備投資に加えて投資有価証券の取得等により、投資活

動全体では９億３百万円の支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済額が借入額を７億60百万円上回ったことに加え、

自己株式の取得が１億77百万円、配当金の支払額が３億95百万円となったことにより、財務活動全体では

13億32百万円の支出となりました。 
 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成21年３月期の連結業績予想につきましては、前回予想（平成20年11月13日公表）を変更しておりま

せん。 
 

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） 

該当する事項はありません。 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表作成に特有な会計処理の適用 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積額を算定しております。 

② 棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し第２四半期連結会計期

間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

③ 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計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。 

（３）四半期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 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「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

半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 



５.【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,397 1,370

受取手形及び売掛金 15,380 16,754

商品 2,296 2,106

製品 4,892 5,353

原材料 2,234 2,613

仕掛品 2,318 2,042

その他 1,769 1,810

貸倒引当金 △43 △46

流動資産合計 30,245 32,004

固定資産   

有形固定資産   

土地 7,441 7,389

その他（純額） 7,698 7,652

有形固定資産合計 15,139 15,042

無形固定資産 52 64

投資その他の資産   

その他 2,824 3,397

貸倒引当金 △65 △62

投資その他の資産合計 2,758 3,335

固定資産合計 17,950 18,442

資産合計 48,196 50,447
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(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 11,502 11,516

短期借入金 2,956 3,328

未払法人税等 20 899

引当金 153 434

その他 1,492 1,401

流動負債合計 16,125 17,580

固定負債   

社債 3,000 3,000

長期借入金 2,919 3,307

退職給付引当金 1,110 1,174

役員退職慰労引当金 476 461

その他 139 109

固定負債合計 7,645 8,054

負債合計 23,771 25,634

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,360 7,360

資本剰余金 7,705 7,705

利益剰余金 9,364 9,299

自己株式 △177 △0

株主資本合計 24,252 24,364

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 183 459

繰延ヘッジ損益 △10 △10

評価・換算差額等合計 172 448

純資産合計 24,424 24,812

負債純資産合計 48,196 50,447
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 38,656

売上原価 32,601

売上総利益 6,055

販売費及び一般管理費 4,244

営業利益 1,810

営業外収益  

受取利息 0

受取配当金 46

受取賃貸料 24

その他 32

営業外収益合計 102

営業外費用  

支払利息 119

売上割引 37

その他 24

営業外費用合計 181

経常利益 1,731

特別利益  

固定資産売却益 0

投資有価証券売却益 3

貸倒引当金戻入額 2

特別利益合計 6

特別損失  

固定資産売却損 9

固定資産除却損 2

投資有価証券評価損 490

環境対策費 53

特別損失合計 555

税金等調整前四半期純利益 1,181

法人税、住民税及び事業税 430

法人税等調整額 284

法人税等合計 714

四半期純利益 467
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 1,181

減価償却費 629

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0

賞与引当金の増減額（△は減少） △240

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △40

退職給付引当金の増減額（△は減少） △64

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 15

受取利息及び受取配当金 △46

支払利息 119

有形固定資産売却損益（△は益） 9

有形固定資産除却損 2

投資有価証券売却損益（△は益） △3

投資有価証券評価損益（△は益） 490

売上債権の増減額（△は増加） 1,374

たな卸資産の増減額（△は増加） 365

その他の資産の増減額（△は増加） △196

仕入債務の増減額（△は減少） △13

その他の負債の増減額（△は減少） 19

小計 3,602

利息及び配当金の受取額 46

利息の支払額 △103

法人税等の支払額 △1,282

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,263

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 △646

有形固定資産の売却による収入 6

投資有価証券の取得による支出 △281

投資有価証券の売却による収入 12

貸付けによる支出 △0

貸付金の回収による収入 5

投資その他の資産の増減額（△は増加） △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △903

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 2,960

短期借入金の返済による支出 △3,865

長期借入れによる収入 500

長期借入金の返済による支出 △355

自己株式の取得による支出 △177

配当金の支払額 △395

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,332

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 26

現金及び現金同等物の期首残高 1,370

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,397
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「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、「四半期連結財

務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（５）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

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】 

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

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】 

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

（６）株主資本の著しい変動に関する事項 

該当事項はありません。 
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［参考資料］ 

前第３四半期に係る財務諸表等 

 

四半期連結損益計算書 
 

 
前第３四半期 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日) 

区分 金額(百万円) 百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高  41,577 100.0 

Ⅱ 売上原価  32,762 78.8 

売上総利益  8,814 21.2 

Ⅲ 販売費および一般管理費  4,466 10.7 

営業利益  4,347 10.5 

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息 0   

２ 受取配当金 39   

３ 仕入割引 5   

４ 受取賃貸料 32   

５ その他の営業外収益 28 106 0.2 

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息 124   

２ 売上割引 34   

３ 社債発行費 23   

４ その他の営業外費用 26 209 0.5 

経常利益  4,244 10.2 

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益 0   

２ 貸倒引当金戻入益 36 36 0.1 

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除却損 3 3 0.0 

税金等調整前 
四半期純利益  4,278 10.3 

法人税、住民税 
および事業税 1,608   

法人税等調整額 74 1,682 4.1 

四半期純利益  2,596 6.2 
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
 

 
前第３四半期 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日) 

区分 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前四半期純利益 4,278 

減価償却費 579 
貸倒引当金の増減額 △170 
賞与引当金の増減額 △215 
役員賞与引当金の増減額 △50 

退職給付引当金の増減額 △132 
役員退職慰労引当金の増減額 17 
受取利息及び受取配当金 △39 
支払利息 124 

社債発行費 23 
有形固定資産売却益 △0 
有形固定資産除却損 3 
売上債権の増減額 934 

たな卸資産の増減額 △3,266 
その他資産の増減額 651 
仕入債務の増減額 △1,275 
その他負債の増減額 △87 

小計 1,375 

利息及び配当金の受取額 39 

利息の支払額 △111 
法人税等の支払額 △2,657 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,353 

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 △444 
有形固定資産の売却による収入 0 
投資有価証券の取得による支出 △402 

貸付けによる支出 △5 
貸付金の回収による収入 10 
その他の投資の増減額 △1 

投資活動によるキャッシュ・フロー △843 

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 7,740 
短期借入金の返済による支出 △4,610 

長期借入れによる収入 500 
長期借入金の返済による支出 △356 
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 △13 
配当金の支払額 △400 

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,837 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 639 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,663 

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,303 
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比較連結貸借対照表＜ご参考＞ 
（単位：百万円） 

 前第３四半期末（連結） 
(平成19年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間末 
(平成20年12月31日) 

資産の部     
流動資産     
現金及び預金  2,303  1,397 
受取手形及び売掛金  17,628  15,380 
商品  2,449  2,296 
製品  6,362  4,892 
原材料  2,743  2,234 
仕掛品  1,995  2,318 
その他  1,375  1,769 
貸倒引当金  △82  △43 
流動資産合計  34,776  30,245 

固定資産     
有形固定資産     
土地  7,359  7,441 
その他（純額）  7,591  7,698 
有形固定資産合計  14,950  15,139 

無形固定資産  69  52 
投資その他の資産     
その他  3,664  2,824 
貸倒引当金  △71  △65 
投資その他の資産合計  3,592  2,758 

固定資産合計  18,612  17,950 
資産合計  53,389  48,196 

     
負債の部     

流動負債     
支払手形及び買掛金  12,524  11,502 
短期借入金  5,613  2,956 
未払法人税等  629  20 
引当金  157  153 
その他  1,307  1,492 
流動負債合計  20,231  16,125 

固定負債     
社債  3,000  3,000 
長期借入金  3,295  2,919 
退職給付引当金  1,192  1,110 
役員退職慰労引当金  439  476 
その他  110  139 
固定負債合計  8,037  7,645 

負債合計  28,268  23,771 
純資産の部     

株主資本     
資本金  7,360  7,360 
資本剰余金  7,705  7,705 
利益剰余金  9,599  9,364 
自己株式  △57  △177 
株主資本合計  24,608  24,252 

評価・換算差額等     
その他有価証券評価差額金  524  183 
繰延ヘッジ損益  △11  △10 
評価・換算差額等合計  512  172 

純資産合計  25,120  24,424 
負債純資産合計  53,389  48,196 
     

※ 前第３四半期末（連結）につきましては、当第３四半期連結会計期間末の表示区分に合わせ一部を組
み替えて表示しております。 
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比較連結損益計算書＜ご参考＞ 
（単位：百万円） 

 
前第３四半期(連結) 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日) 

売上高  41,577 38,656 
売上原価  32,762 32,601 
売上総利益  8,814 6,055 
販売費及び一般管理費  4,466 4,244 
営業利益  4,347 1,810 
営業外収益    

受取利息  0 0 
受取配当金  39 46 
受取賃貸料  32 24 
その他  33 32 
営業外収益合計  106 102 

営業外費用    
支払利息  124 119 
売上割引  34 37 
その他  49 24 
営業外費用合計  209 181 

経常利益  4,244 1,731 
特別利益    

固定資産売却益  0 0 
投資有価証券売却益  ─ 3 
貸倒引当金戻入額  36 2 
特別利益合計  36 6 

特別損失    
固定資産売却損  ─ 9 
固定資産除却損  3 2 
投資有価証券評価損  ─ 490 
環境対策費  ─ 53 
特別損失合計  3 555 

税金等調整前四半期純利益  4,278 1,181 
法人税、住民税及び事業税  1,608 430 
法人税等調整額  74 284 
法人税等合計  1,682 714 
四半期純利益  2,596 467 
    

※ 前第３四半期（連結）につきましては、当第３四半期連結累計期間の表示区分に合わせ一部を組み
替えて表示しております。 
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その他資料＜ご参考＞ 

 

棚卸資産の内訳 
(単位：百万円） 

 当第３四半期連結会計期間末 
（平成20年12月31日） 

前連結会計年度末 
(平成20年３月31日) 比較増減 

商品 2,296 2,106 190 

製品 4,892 5,353 △461 

原材料 2,234 2,613 △379 

仕掛品 2,318 2,042 276 

貯蔵品 405 397 8 

合計 12,147 12,513 △366 

 

有利子負債の内訳 
(単位：百万円） 

 当第３四半期連結会計期間末 
（平成20年12月31日） 

前連結会計年度末 
(平成20年３月31日) 比較増減 

短期借入金 1,930 2,835 △905 

１年内に返済予定の長期借入金 1,026 493 533 

社債 3,000 3,000 0 

長期借入金 2,919 3,307 △388 

リース債務 28 ─ 28 

合計 8,904 9,636 △732 

 

減価償却実施額および設備投資額 
(単位：百万円） 

 

前第３四半期(連結） 
 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年12月31日) 

当第３四半期 
連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度(見込) 
 

(自 平成20年４月１日  
 至 平成21年３月31日) 

減価償却実施額(有形固定資産) 564 614 851 

設備投資額 482 729 850 

 

従業員数 

 当第３四半期連結会計期間末 
（平成20年12月31日） 

前連結会計年度末 
(平成20年３月31日) 比較増減 

従業員数（名） 584 560 24 

 




