
平成22年3月期 第1四半期決算短信（非連結） 

平成21年7月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 モリテック スチール株式会社 上場取引所 大 

コード番号 5986 URL http://www.molitec.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 清水 正廣

問合せ先責任者 （役職名） 取締役本社管理部長 （氏名） 谷口 正典 TEL 06-6762-2721
四半期報告書提出予定日 平成21年8月7日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 3,986 △36.2 △126 ― △103 ― △58 ―

21年3月期第1四半期 6,253 ― 271 ― 298 ― 158 ―

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

22年3月期第1四半期 △2.60 ―

21年3月期第1四半期 7.06 ―

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

22年3月期第1四半期 15,675 10,838 69.1 483.53
21年3月期 16,554 10,877 65.7 485.18

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  10,838百万円 21年3月期  10,877百万円

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

21年3月期 ― ― ― 8.00 8.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 8.00 8.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
累計期間

8,500 △35.8 10 △98.1 25 △95.6 10 △96.8 0.45

通期 18,500 △16.8 320 △17.5 350 △20.3 190 △3.6 8.47
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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、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。 

(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） 

(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 無

② ①以外の変更 無

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

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  141,788株 21年3月期  138,916株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 22,417,052株 21年3月期第1四半期 22,461,523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21年５月15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３ページをご参照ください。 
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【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１四半期末の財政状態

②当第１四半期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

当第１四半期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2千7百万円等により2千
5百万円の資金減少（前年同四半期は5億6千4百万円の資金減少）となりました。

当第１四半期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1億7千9百万円を行った
こと等により、1億8千5百万円の資金減少（前年同四半期は2億2千5百万円の資金減少）となりました。

業績予想につきましては、現時点において、平成21年５月15日の決算発表時の業績予想を変更してお
りません。

当第１四半期におけるわが国経済は、一部の業種では在庫調整が進み、生産の持ち直しの兆しが見ら
れ企業の景況感が改善しているものの、設備投資は依然として回復せず、個人消費も低迷しており、引
続き厳しい状況で推移しております。

このような状況下にあって、当第１四半期の当社の売上高は、39億8千6百万円と前年同四半期比
36.2％減少いたしました。

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26億3千6百万円と
前年同四半期比32.1％減少いたしました。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、13億5千万円と前年同四半期比43.1％減少いたしました。
　この結果、経常損失は1億3百万円、四半期純損失は5千8百万円となりました。

当第１四半期末の総資産は、主にたな卸資産の減少により、156億7千5百万円（前事業年度末比8億7千
9百万円減少）、負債の部合計は、主に買掛金の減少により48億3千6百万円（前事業年度末比8億4千1百
万円減少）となり、純資産の部合計は108億3千8百万円（前事業年度末比3千8百万円減少）となりまし
た。

当第１四半期末における現金及び現金同等物は、前事業年度末より2億4千7百万円減少し、18億4千1百
万円となりました。当第１四半期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１四半期における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純損失を9千6百万円、非
資金項目である減価償却費を1億4千6百万円計上したほか、売上債権の増加1億1千1百万円、たな卸資産
の減少8億7千4百万円、仕入債務の減少10億9百万円等の結果、3千6百万円の資金減少（前年同四半期は8
千8百万円の資金増加）となりました。
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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．たな卸資産の評価方法

２．固定資産の減価償却費の算定方法

３．繰延税金資産の回収可能性の判断

４．退職給付引当金の計算

５．税金費用の計算

（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

該当事項はありません。

当第１四半期会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前事業年度末の実
地たな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。
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。

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。

税金費用については、当事業年度の税引前当期純利益及びこれ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。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等、かつ、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。

減価償却の方法として、定率法を採用している固定資産については、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。
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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１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,841,903 2,089,576

受取手形及び売掛金 4,851,465 4,740,290

商品及び製品 2,143,938 2,967,288

仕掛品 318,696 285,774

原材料及び貯蔵品 316,494 400,168

その他 290,534 250,075

貸倒引当金 △7,620 △7,520

流動資産合計 9,755,413 10,725,654

固定資産   

有形固定資産 3,900,490 4,004,606

無形固定資産 64,004 67,929

投資その他の資産   

投資有価証券 1,318,978 990,271

その他 649,680 779,740

貸倒引当金 △13,410 △13,410

投資その他の資産合計 1,955,248 1,756,602

固定資産合計 5,919,743 5,829,138

資産合計 15,675,156 16,554,793
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,800,608 3,809,941

短期借入金 400,000 400,000

未払法人税等 3,786 18,007

賞与引当金 85,000 180,000

役員賞与引当金 9,000 40,000

その他 681,091 303,034

流動負債合計 3,979,486 4,750,983

固定負債   

退職給付引当金 648,104 653,053

役員退職慰労引当金 134,401 193,664

その他 74,198 79,661

固定負債合計 856,703 926,378

負債合計 4,836,190 5,677,362

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 7,305,693 7,543,220

自己株式 △38,238 △37,807

株主資本合計 10,585,909 10,823,868

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 253,056 53,562

評価・換算差額等合計 253,056 53,562

純資産合計 10,838,966 10,877,431

負債純資産合計 15,675,156 16,554,793
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(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 6,253,011 3,986,920

売上原価 5,443,863 3,660,291

売上総利益 809,148 326,628

販売費及び一般管理費 537,778 453,049

営業利益又は営業損失（△） 271,370 △126,420

営業外収益   

受取利息及び配当金 20,765 13,435

助成金収入 － 8,139

その他 7,340 5,348

営業外収益合計 28,105 26,924

営業外費用   

支払利息 1,354 1,061

為替差損 － 2,547

その他 － 58

営業外費用合計 1,354 3,668

経常利益又は経常損失（△） 298,121 △103,164

特別利益   

固定資産売却益 356 －

投資有価証券償還益 － 780

役員賞与引当金戻入額 － 6,350

特別利益合計 356 7,130

特別損失   

固定資産除却損 2,964 134

特別損失合計 2,964 134

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 295,514 △96,168

法人税等 136,966 △37,994

四半期純利益又は四半期純損失（△） 158,548 △58,173
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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又は税引前四半期純損失
（△）

295,514 △96,168

減価償却費 200,020 146,028

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 100

賞与引当金の増減額（△は減少） △100,000 △95,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △34,000 △31,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,721 △4,948

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,866 △59,263

受取利息及び受取配当金 △20,765 △13,435

支払利息 1,354 1,061

固定資産売却損益（△は益） 2,607 －

固定資産除却損 － 134

投資有価証券償還損益（△は益） － △780

売上債権の増減額（△は増加） △37,319 △111,174

たな卸資産の増減額（△は増加） △391,393 874,101

その他の流動資産の増減額（△は増加） △34,808 887

仕入債務の増減額（△は減少） 149,926 △1,009,333

未払消費税等の増減額（△は減少） 12,230 60,060

その他の流動負債の増減額（△は減少） 262,498 303,677

その他 △2,741 △78

小計 305,267 △35,130

利息及び配当金の受取額 20,765 13,435

利息の支払額 △1,354 △929

法人税等の支払額 △236,236 △13,919

営業活動によるキャッシュ・フロー 88,442 △36,543

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △546,279 △27,430

有形固定資産の売却による収入 1,647 －

投資有価証券の取得による支出 △20,413 △2,562

投資有価証券の償還による収入 － 4,808

貸付けによる支出 △1,228 －

貸付金の回収による収入 805 740

その他 802 △1,359

投資活動によるキャッシュ・フロー △564,665 △25,802

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 △623 △5,463

自己株式の取得による支出 △608 △431

配当金の支払額 △224,535 △179,432

財務活動によるキャッシュ・フロー △225,767 △185,326

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △701,990 △247,673

現金及び現金同等物の期首残高 3,819,665 2,089,576

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,117,674 1,841,903
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継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

(4)

(5)
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６.その他の情報

販売実績

当第１四半期会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。

1,350,049

合計 3,986,920

特殊帯鋼 1,650,616 △ 37.7

普通鋼 747,830 △ 20.5

△ 36.2

鈑金加工品 1,066,042 △ 43.1

製造部門計 △ 43.1

商事部門計 2,636,871 △ 32.1

焼入鋼帯 284,006 △ 42.7

品目 販売高（千円） 前年同期比（％）

その他 238,423 △ 18.4
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