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1.  平成21年11月期第2四半期の連結業績（平成20年12月1日～平成21年5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11月期第2四半期 14,797 ― 110 ― 6 ― △110 ―
20年11月期第2四半期 18,800 1.7 942 40.6 768 13.7 771 11.7

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11月期第2四半期 △7.41 ―
20年11月期第2四半期 51.96 51.90

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11月期第2四半期 31,347 23,610 74.9 1,576.72
20年11月期 32,283 24,100 74.3 1,588.70

（参考） 自己資本   21年11月期第2四半期  23,479百万円 20年11月期  23,973百万円

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11月期 ― 9.00 ― 9.00 18.00
21年11月期 ― 6.00
21年11月期 

（予想）
― 6.00 12.00

3.  平成21年11月期の連結業績予想（平成20年12月1日～平成21年11月30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 31,000 △17.0 300 △81.6 200 △85.1 100 △90.1 6.72

- 1 -



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  無  

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】4．その他をご覧ください。 

(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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日企業会計基準第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。 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社グループが現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基
づいており、実際の業績等はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。業績予想となる仮定および業績予想のご利用にあたっての注意事項等
については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】3．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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11月期第2四半期 15,400,000株 20年11月期  15,400,000株
② 期末自己株式数 21年11月期第2四半期  508,703株 20年11月期  310,187株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年11月期第2四半期 14,920,392株 20年11月期第2四半期 14,855,548株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年秋からの国際金融市場の混乱や世界経済の後
退、為替の変動の影響を受け、企業収益および設備投資の減少、雇用情勢の悪化や個人消費の落ち込みな
ど、深刻な景気後退が拡大する事態となりました。  
 このような状況の中、当社グループはグローバル市場への販売体制を強化するため、平成21年５月に子
会社である佳耐美国際貿易（上海）有限公司の大連事務所を分公司化いたしました。また、国内において
は組織・業務の効率化を目指し、物流拠点の統合を進めてまいりました。しかしながら、景気悪化の影響
で当社グループ事業の関連市場であるアパレル市場、自動車市場、デジタルカメラ市場などで大幅な生産
調整が行われ、主に付属品を扱う当社グループにとって非常に厳しい状況となりました。  
 その結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高147億９千７百万円、営業利益１億１千万円、
経常利益６百万円、四半期純損失１億１千万円となりました。  
  
事業部門別の業績は次のとおりであります。  
  
（服飾資材関連事業）  
 アパレル業界におきましては、生活防衛意識の高まりから慎重な消費行動が鮮明となり、アパレルメー
カーにとって厳しい市場状況となりました。  
 このような状況の中、服飾資材関連事業においては、百貨店などの衣料品販売不振でメーカーの生産数
量が減少するとともに、世界的な産業不況の影響から国内外ともにユニフォーム関連の需要が低迷し、売
上高は減少いたしました。  
 その結果、売上高は67億３千８百万円となり、当社グループ全体の45.5％を占めております。  
  
（汎用資材関連事業）  
 世界的な金融危機の影響により実体経済が悪化し、特に自動車業界では日欧米の先進国をはじめ世界市
場全体が急激に縮小しました。また、個人消費の低迷から買い替え需要が伸び悩み、パソコンやデジタル
カメラなどの家電製品の需要が低下いたしました。  
 このような状況の中、汎用資材関連事業においては、大幅な生産調整が行われたため自動車関連資材の
受注が大幅に減少いたしました。また、需要の低迷によりデジタルカメラ関連資材の売上高は減少いたし
ました。  
 その結果、売上高は66億８千２百万円となり、当社グループ全体の45.2％を占めております。  
  
（流通小売関連事業）  
 流通小売業界におきましては、個人消費の冷え込みとともにデフレ傾向が強まる中、業界全体として厳
しい市場環境で推移しました。  
 このような状況の中、流通小売関連事業においては、靴専門店におけるシューケア用品のオリジナル商
品販売が堅調に推移するも、消費低迷や価格競争激化の影響を受け、売上高は減少いたしました。  
 その結果、売上高は13億７千６百万円となり、当社グループ全体の9.3％を占めております。  
  
事業別売上高概況は次のとおりであります。 
当第２四半期連結累計期間（自平成20年12月１日 至平成21年５月31日） 
  

 
前第２四半期連結累計期間の金額及び前年同期比増減率は参考として記載しております。 

  

【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

（百万円単位未満切捨）

事 業
前第２四半期連結 

累計期間
当第２四半期連結 

累計期間
構成比

前年同期比 
増減率

服飾資材関連事業 8,661 6,738 45.5% △22.2%

汎用資材関連事業 8,521 6,682 45.2% △21.6%

流通小売関連事業 1,616 1,376  9.3% △14.9%

合    計 18,800 14,797 100.0% △21.3%
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当第２四半期連結会計期間末における総資産は、313億４千７百万円となり前連結会計年度末に比べ９
億３千６百万円減少しました。 
 流動資産につきましては、179億１百万円となり前連結会計年度末に比べ10億１千６百万円減少しまし
た。これは主に、受取手形及び売掛金が21億５千６百万円減少したことによるものであります。 
固定資産につきましては、134億４千５百万円となり前連結会計年度末に比べ８千万円増加しました。

これは主に、保有株式の含み益により投資有価証券が２億８百万円増加したことによるものであります。
流動負債につきましては、52億８千７百万円となり前連結会計年度末に比べ５億３千１百万円減少しま

した。これは主に、未払法人税等が３億６百万円減少したことによるものであります。 
固定負債につきましては、24億４千９百万円となり前連結会計年度末に比べ８千４百万円増加しまし

た。これは主に、繰延税金負債が１億２百万円増加したことによるものであります。 
純資産につきましては、236億１千万円となり前連結会計年度末に比べ４億８千９百万円減少しまし

た。これは主に、利益剰余金が２億４千５百万円減少、為替換算調整勘定が２億１百万円減少したことに
よるものであります。 
なお、自己資本比率は前連結会計年度の74.3％から74.9％へと0.6ポイント上昇しました。 

  

国内では一部大手企業で在庫調整が進み景況に底打ち感が期待されるも、経済の先行きには依然不透明
感があり、資材需要・商品需要の大幅な回復までには至らないと予想しております。 
 このような状況の中、服飾資材関連事業においては、新拠点であるベトナム駐在員事務所・大連分公司
の活用で、アジアを中心としたグローバル市場の販売展開を強化いたします。 
 汎用資材関連事業においては、国内市場におけるコア商品の販売強化に加え、比較的堅調である鉄道・
航空関連および改善の兆しがみえつつある自動車関連への対応を進めてまいります。 
 流通小売関連事業においては、市場のデフレ傾向が強まりをみせる中、フットケア関連を中心とした新
商品の展開によって利益の確保につとめてまいります。 
 各事業におけるこれらの取り組みに加え、全社的な組織・業務の効率化とコスト削減を実行いたしま
す。 
 今後の見通しおよび現在の状況を総合的に勘案し、平成21年４月10日に発表いたしました平成21年11月
期の連結業績予想に変更はございません。 
    

 該当事項はありません。 
  

①簡便な会計処理 
  該当事項はありません。 

②特有の会計処理 
  該当事項はありません。 
  

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日
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。 

②「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 
 第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社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５月17日 実務対応報告第18号)を適用し、連結決算上必
要な調整を行っております。 
 なお、当該変更による損益に与える影響は軽微であります。 

③重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 
たな卸資産 
 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による低価法によ
っておりましたが、第１四半期連結会計期間より、「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)が適用されたことに伴い、主として移動平均
法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)により算定しております。 
 なお、当該変更による損益に与える影響はありません。 

  
  

 平成20年度の法人税法改正に伴い、資産の利用状況等を見直した結果、当社及び国内連結子会社
２社の機械装置及び運搬具の一部の資産については、第１四半期連結会計期間より耐用年数の短縮
を行っております。 
 なお、当該変更による損益に与える影響は軽微であります。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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

(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

(追加情報）
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年５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11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,057,708 4,866,619 

受取手形及び売掛金 7,975,590 10,132,023 

商品及び製品 2,717,359 3,035,918 

仕掛品 4,305 5,033 

原材料及び貯蔵品 89,077 111,151 

その他 1,093,754 822,599 

貸倒引当金 △35,856 △54,513 

流動資産合計 17,901,938 18,918,832 

固定資産   

有形固定資産   

土地 6,359,325 6,373,379 

その他（純額） 2,678,534 2,790,454 

有形固定資産合計 9,037,860 9,163,833 

無形固定資産 79,203 85,758 

投資その他の資産   

投資有価証券 3,451,514 3,243,211 

その他 1,056,851 1,170,306 

貸倒引当金 △180,171 △298,065 

投資その他の資産合計 4,328,193 4,115,451 

固定資産合計 13,445,257 13,365,043 

資産合計 31,347,196 32,283,875 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,264,621 4,082,778 

短期借入金 1,175,237 207,650 

未払法人税等 142,211 448,933 

役員賞与引当金 8,750 29,500 

賞与引当金 54,064 21,683 

その他 642,535 1,028,360 

流動負債合計 5,287,420 5,818,905 

固定負債   

退職給付引当金 855,418 882,552 

役員退職慰労引当金 194,908 179,383 

その他 1,398,739 1,302,542 

固定負債合計 2,449,066 2,364,479 

負債合計 7,736,486 8,183,384 
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年５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11月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,532,492 3,532,492 

資本剰余金 3,386,341 3,386,436 

利益剰余金 18,114,774 18,360,596 

自己株式 △412,817 △259,881 

株主資本合計 24,620,791 25,019,642 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 273,637 167,360 

土地再評価差額金 △797,804 △797,804 

為替換算調整勘定 △617,203 △416,003 

評価・換算差額等合計 △1,141,370 △1,046,447 

少数株主持分 131,289 127,295 

純資産合計 23,610,709 24,100,490 

負債純資産合計 31,347,196 32,283,875 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 14,797,311

売上原価 11,224,410

売上総利益 3,572,900

販売費及び一般管理費 3,462,789

営業利益 110,110

営業外収益  

受取利息 12,242

受取配当金 14,768

仕入割引 22,075

不動産賃貸料 17,013

その他 18,402

営業外収益合計 84,501

営業外費用  

支払利息 9,665

売上割引 64,887

為替差損 59,666

持分法による投資損失 35,337

その他 18,952

営業外費用合計 188,509

経常利益 6,102

特別利益  

固定資産売却益 729

貸倒引当金戻入額 6,495

特別利益合計 7,224

特別損失  

固定資産除却損 62,729

固定資産売却損 221

特別損失合計 62,950

税金等調整前四半期純損失（△） △49,623

法人税、住民税及び事業税 61,618

法人税等調整額 △8,070

法人税等合計 53,548

少数株主利益 7,364

四半期純損失（△） △110,535

モリト㈱（9837）平成21年11月期　第２四半期決算短信

- 7 -



【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 7,636,787

売上原価 5,793,512

売上総利益 1,843,274

販売費及び一般管理費 1,656,962

営業利益 186,312

営業外収益  

受取利息 5,828

受取配当金 2,398

仕入割引 10,811

不動産賃貸料 8,537

その他 15,144

営業外収益合計 42,720

営業外費用  

支払利息 6,093

売上割引 29,854

持分法による投資損失 12,027

その他 9,176

営業外費用合計 57,151

経常利益 171,880

特別利益  

固定資産売却益 729

投資有価証券評価損戻入益 2,286

貸倒引当金戻入額 2,767

特別利益合計 5,782

特別損失  

固定資産除却損 1,605

固定資産売却損 221

特別損失合計 1,826

税金等調整前四半期純利益 175,837

法人税、住民税及び事業税 64,323

法人税等調整額 63,057

法人税等合計 127,381

少数株主利益 4,018

四半期純利益 44,436

モリト㈱（9837）平成21年11月期　第２四半期決算短信

- 8 -



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年５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損失（△） △49,623

減価償却費 234,050

賞与引当金の増減額（△は減少） 32,380

退職給付引当金の増減額（△は減少） △19,095

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 15,525

貸倒引当金の増減額（△は減少） △134,026

受取利息及び受取配当金 △27,010

支払利息 9,665

持分法による投資損益（△は益） 35,337

固定資産売却損益（△は益） △729

固定資産除却損 61,766

売上債権の増減額（△は増加） 2,147,844

たな卸資産の増減額（△は増加） 285,943

仕入債務の増減額（△は減少） △709,273

その他 △625,319

小計 1,257,435

利息及び配当金の受取額 27,426

利息の支払額 △17,772

法人税等の支払額 △353,194

その他の支出 △35,933

営業活動によるキャッシュ・フロー 877,961

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △14,400

定期預金の払戻による収入 41,240

投資有価証券の取得による支出 △74,783

投資有価証券の売却による収入 9,000

有形固定資産の取得による支出 △157,994

有形固定資産の売却による収入 1,284

無形固定資産の取得による支出 △761

貸付けによる支出 △60,700

貸付金の回収による収入 31,813

その他 985

投資活動によるキャッシュ・フロー △224,315

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 978,237

自己株式の売却による収入 953

自己株式の取得による支出 △153,983

配当金の支払額 △135,808

財務活動によるキャッシュ・フロー 689,399
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(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年５月31日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △99,833

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,243,211

現金及び現金同等物の期首残高 4,404,510

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,647,722
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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。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年12月１日 至 平成21年５月31日) 
  該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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当第２四半期連結累計期間(自 平成20年12月１日 至 平成21年５月31日) 

当社及び連結子会社は、身の回り品を中心とする生活関連資材の販売（一部製造）を主とする事業を

行っておりますが、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める当該事業の割合がいず

れも90％を超えているため、その記載を省略しております。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年12月１日 至 平成21年５月31日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア………………中国、台湾、シンガポール 

(2) 北米…………………アメリカ 

(3) ヨーロッパ…………オランダ 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年12月１日 至 平成21年５月31日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米…………………アメリカ 

(2) アジア………………中国、台湾、マレーシア、シンガポール 

(3) ヨーロッパ…………イギリス、オランダ、フランス 

(4) その他………………上記以外の国又は地域 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年12月１日 至 平成21年５月31日) 
  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】

【所在地別セグメント情報】

日本 
(千円)

アジア
(千円)

北米
(千円)

ヨーロッパ
(千円)

計(千円)
消去又は 
全社(千円)

連結(千円)

売上高

(1) 外部顧客に 
  対する売上高

12,132,310 2,084,477 337,250 243,272 14,797,311 - 14,797,311

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

840,599 595,166 385 4,080 1,440,231 (1,440,231) -

計 12,972,909 2,679,643 337,636 247,352 16,237,542 (1,440,231) 14,797,311

営業利益 470,078 △159,013 △10,790 3,822 304,097 (193,986) 110,110

【海外売上高】

北米 アジア ヨーロッパ その他 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 339,718 2,339,860 272,798 17,886 2,970,263

Ⅱ 連結売上高(千円) - - - - 14,797,311

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

2.3 15.8 1.8 0.1 20.0

(6) 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」

(要約)前四半期連結損益計算書

(単位：千円)

科  目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年５月31日)

Ⅰ 売上高 18,800,519

Ⅱ 売上原価 14,023,065

   売上総利益 4,777,454

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,834,839

    営業利益 942,614

Ⅳ 営業外収益 100,562

 1 受取利息 15,752

 2 受取配当金 11,885

 3 仕入割引 29,152

 4 賃貸収入 21,137

 5 受取手数料 13,845

 6 その他 8,787

Ⅴ 営業外費用 275,064

 1 支払利息 9,155

 2 売上割引 77,435

 3 貸与資産減価償却費 12,088

 4 為替差損 101,789

 5 その他 74,594

    経常利益 768,112

Ⅵ 特別利益 678,624

 1 固定資産売却益 598,325

 2 投資有価証券売却益 58,231

 3 貸倒引当金戻入益 22,066

Ⅶ 特別損失 23,409

 1 固定資産除却損 13,683

 2 ゴルフ会員権評価損 9,726

    税金等調整前四半期純利益 1,423,327

    税金費用 645,519

    少数株主利益 5,845

    四半期純利益 771,961

モリト㈱（9837）平成21年11月期　第２四半期決算短信

- 13 -




