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1. 平成23年3月期第１四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日） 

 (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 ％

23年3月期第１四半期 10,110 29.5 949 ─ 940 ─ 504 ─

22年3月期第１四半期 7,806 △42.3 △741 ─ △739 ─ △802 ─

 

 
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

23年3月期第１四半期 11 90 ─

22年3月期第１四半期 △18 28 ─

 
 (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

23年3月期第１四半期 42,447 21,950 51.7 518 04

22年3月期 41,410 21,850 52.8 515 68
 

(参考) 自己資本 23年3月期第１四半期 21,950百万円 22年3月期 21,850百万円

 

2. 配当の状況 
 

 
年間配当金 

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

 22年3月期 ─  0 00 ─ 5 00 5 00 

 23年3月期 ─    

 23年3月期(予想)   4 00 ─ 4 00 8 00 

(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 有・無 

 

3. 平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
 (％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

 

 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

第２四半期(累計) 19,000 13.0 1,500 ─ 1,500 ─ 850 ─ 20 06

通期 36,000 0.2 2,300 34.3 2,200 33.6 1,300 8.7 30 68

(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 有・無 

 連結業績予想の修正につきましては、本日（平成22年7月30日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご

参照ください。 



 
4. その他（詳細は【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。） 

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 有・無 

(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有・無 

(注) 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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 
 

 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) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 
 

(4) 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) 23年3月期１Ｑ 42,373,404株  22年3月期 42,373,404株

② 期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 1,955株  22年3月期 1,055株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 42,371,731株 22年3月期１Ｑ 43,867,140株

 

 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半

期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終

了しておりません。 

 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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、当社が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、実際の業績等は今後様々な要因により大きく異な

る可能性があります。 
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1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報  

  (1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期における当社グループの連結経営成績は、投資関連は引き続き苦戦を余儀なくされました

が、その他分野につきましては自動車用をはじめとして比較的好調に推移したこともあり、売上高は101

億10百万円（前年同期比29.5％増）となりました。収益面では工場稼働率の回復、固定費削減策の継続、

割高な期首たな卸資産の解消などにより営業利益は９億49百万円（前年同期は７億41百万円の損失）、経

常利益は９億40百万円（前年同期は７億39百万円の損失）、四半期純利益は５億４百万円（前年同期は８

億２百万円の損失）となり前年同期の損失から大幅な回復となりました。 

なお当第１四半期より資産除去債務に関する会計基準等を適用し、適用開始による資産除去債務の変動

額１億66百万円を特別損失に計上しております。 

製品部門別の概況は以下のとおりであります。 

ステンレス管部門では、主力の自動車用・配管用が大きく回復しました。特に配管用は製品価格値戻し

に対する仮需要の発生もあり大きく増加しました。しかし建築用につきましては他分野に比べて回復が遅

れています。その結果、売上高は48億12百万円（前年同期比40.2％増）となりました。 

ステンレス条鋼部門では、販売数量・価格ともに回復しましたが主な向け先である投資関連の回復遅れ

によりステンレス管部門ほどには増加していません。その結果、売上高は28億90百万円（前年同期比28.9％

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は好調を持続しましたが、家庭用金物製品は

消費市場の不振等により低迷状態が続いています。その結果、売上高は７億36百万円（前年同期比5.9％

減）となりました。 

鋼管部門では、原材料の上昇を受けての製品価格値戻しに対する仮需要の発生もあり、売上高は10億24

百万円（前年同期比19.3％増）となりました。 

その他部門では、パイプ切断機は従来水準には届かないものの大きく回復しました。通信販売用商品・

自転車の販売も好調を持続しました。その結果、売上高は６億48百万円（前年同期比32.0％増）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） 

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22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 3,433 44.0 4,812 47.6 16,581 46.2 

ス テ ン レ ス 条 鋼 2,241 28.7 2,890 28.6 10,625 29.6 

ステンレス加工品 782 10.0 736 7.3 2,799 7.8 

鋼 管 858 11.0 1,024 10.1 3,599 10.0 

そ の 他 491 6.3 648 6.4 2,303 6.4 

合  計 7,806 100.0 10,110 100.0 35,910 100.0 

※ 報告セグメントが１つでありますので製品部門別に区分して記載しております。なお、「その他」の事業セグメ

ントは、製品部門別の「その他」に含めております。 

 

  (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１四半期連結会計期間末の総資産は424億47百万円となり、前連結会計年度末に比

べて10億37百万円増加いたしました。総資産が増加した主な要因は、資産の部では受取手形及び売掛金と

たな卸資産が８億41百万円増加し、負債の部では支払手形及び買掛金が９億21百万円増加したことなどに

よるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は219億50百万円となり、前連結会計年度末に比べて１億円増加

いたしました。これは、利益剰余金は２億93百万円増加いたしましたが、評価換算差額等が１億93百万円

減少したことなどによるものであります。 
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当第１四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７億５百万円の収入となり、

投資活動により５億87百万円の収入となり、財務活動により１億51百万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11億41百万円増加し41億10百万円（前連結会計年度末

比38.4％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は７億43百万円となり、仕入債務は

９億21百万円増加しましたが、売上債権は５億67百万円、たな卸資産は２億73百万円それぞれ増加し、ま

た、法人税等の支払額が１億91百万円であったため、営業活動全体では７億５百万円の収入(前年同四半

期連結会計期間比39.5％減)となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、通常の設備投資を実施しましたが、投資有価証券の一部を資金

化したことなどにより、投資活動全体では５億87百万円の収入(前年同四半期連結会計期間は４億40百万

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、借入金に重要な増減はありませんでしたが、配当金の支払額が

１億98百万円となったことなどにより、財務活動全体では１億51百万円の支出(前年同四半期連結会計期

間は４億78百万円の支出)となりました。 

 

  (3) 連結業績予想に関する定性的情報 

第１四半期の業績が予想以上に好調であったため、第２四半期累計期間の業績予想を修正し、本日（平

成22年７月30日）公表いたしましたのでご参照ください。なお、通期の業績予想につきましては、第３四

半期以降の経営環境に不透明感が強いため現時点では従来の予想のままとしております。今後、業績予想

の修正が必要となった場合は速やかに公表いたします。 

 

2. その他の情報 

  (1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  (2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四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１四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、前連結会計年度末の実

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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20

年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20

年３月31日)を適用しております。 

これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ０百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は１億67

百万円（当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は１億66百万円）減少しております。 

② たな卸資産（商品）の評価方法の変更 

ステンレス関係の商品の評価方法は、従来、先入先出法による原価法によっておりましたが、当第１

四半期連結会計期間より移動平均法による原価法に変更いたしました。これは、当該商品の品目が増加

してきたことにより管理システムを製品と同一の管理方式に統合することから、製品の評価方法との統

一を図るものであります。なお、この変更による財務諸表に与える影響額は軽微であります。 
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3. 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１四半期連結会計期間末 

(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 2,810 2,669

  受取手形及び売掛金 13,026 12,459

  有価証券 1,397 300

  たな卸資産 7,945 7,671

  その他 522 581

  貸倒引当金 △39 △45

  流動資産合計 25,663 23,635

 固定資産 

  有形固定資産 

   土地 7,308 7,308

   その他（純額） 6,810 6,763

   有形固定資産合計 14,119 14,071

  無形固定資産 

   その他 24 28

   無形固定資産合計 24 28

  投資その他の資産 

   その他 2,662 3,697

   貸倒引当金 △23 △22

   投資その他の資産合計 2,639 3,674

  固定資産合計 16,783 17,774

 資産合計 42,447 41,410

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 8,028 7,107

  短期借入金 2,986 2,899

  未払法人税等 143 230

  引当金 151 393

  その他 3,695 2,440

  流動負債合計 15,003 13,071

 固定負債 

  社債 1,000 2,000

  長期借入金 1,365 1,403

  退職給付引当金 970 991

  役員退職慰労引当金 430 495

  長期リース資産減損勘定 1,417 1,474

  その他 309 124

  固定負債合計 5,493 6,488

 負債合計 20,496 19,559

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 6,734 6,441

  自己株式 △0 △0

  株主資本合計 21,799 21,507

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 153 346

  繰延ヘッジ損益 △3 △3

  評価・換算差額等合計 150 343

 純資産合計 21,950 21,850

負債純資産合計 42,447 41,410
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(2) 四半期連結損益計算書 

【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

  

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

売上高 7,806 10,110

売上原価 7,298 7,789

売上総利益 508 2,321

販売費及び一般管理費 1,250 1,372

営業利益又は営業損失（△） △741 949

営業外収益   

 受取利息 0 0

 受取配当金 23 22

 受取賃貸料 1 0

 助成金収入 18 0

 その他 8 8

 営業外収益合計 52 32

営業外費用   

 支払利息 33 27

 売上割引 9 10

 その他 7 2

 営業外費用合計 49 40

経常利益又は経常損失（△） △739 940

特別利益   

 投資有価証券売却益 － 5

 貸倒引当金戻入額 3 5

 特別利益合計 3 11

特別損失   

 固定資産除却損 0 1

 投資有価証券評価損 － 40

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 166

 特別損失合計 0 207

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損

失（△） 
△736 743

法人税、住民税及び事業税 3 126

法人税等調整額 62 113

法人税等合計 65 239

少数株主損益調整前四半期純利益 － 504

四半期純利益又は四半期純損失（△） △802 504
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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）

  

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30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又は税金等調整前四半期純

損失（△） 
△736 743

 減価償却費 197 193

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 166

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △5

 受取利息及び受取配当金 △23 △22

 支払利息 33 27

 売上債権の増減額（△は増加） 2,433 △567

 たな卸資産の増減額（△は増加） 1,679 △273

 仕入債務の増減額（△は減少） △2,242 921

 賞与引当金の増減額（△は減少） △174 △217

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △25

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △14 △20

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △7 △65

 投資有価証券評価損益（△は益） － 40

 投資有価証券売却損益（△は益） － △5

 有形固定資産除却損 0 1

 その他の資産の増減額（△は増加） △8 △50

 その他の負債の増減額（△は減少） 45 53

 小計 1,182 893

 利息及び配当金の受取額 23 22

 利息の支払額 △20 △18

 法人税等の支払額 △18 △191

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,167 705

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有価証券の取得による支出 － △98

 有形固定資産の取得による支出 △337 △119

 投資有価証券の取得による支出 △90 △1

 投資有価証券の売却による収入 － 800

 関係会社株式の取得による支出 △14 －

 貸付けによる支出 △0 －

 貸付金の回収による収入 1 0

 投資その他の資産の増減額（△は増加） － 5

 投資活動によるキャッシュ・フロー △440 587

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 860 160

 短期借入金の返済による支出 △1,160 △62

 長期借入金の返済による支出 △52 △49

 自己株式の取得による支出 △0 △0

 配当金の支払額 △123 △198

 その他 △0 △0

 財務活動によるキャッシュ・フロー △478 △151

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 248 1,141

現金及び現金同等物の期首残高 1,022 2,969

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,271 4,110
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30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】 

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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】 

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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】 

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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。 

 

【セグメント情報】 

(追加情報) 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年３月

27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21

日)を適用しております。 

 

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配

分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社では、製品の製造様式、製品商品の市場及び顧客ならびに販売形態等を系統的に区分した製品部門別に戦略を

構築し、事業活動を展開しております。 

従って、当社は製品部門別のセグメントから構成されており、「ステンレス関連」と「その他」の２つを事業セグ

メントとしております。「ステンレス関連」は当社グループが営む主力の事業であり、ステンレス管、ステンレス条

鋼、ステンレス加工品、鋼管の製造販売に加え、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にか

かる事業であります。また、「その他」は、自転車関連商品および通信販売用商品の販売にかかる事業であります。 

なお、「その他」の事業セグメントの売上高、利益または損失の金額及び資産の額がいずれも事業セグメントの合

計額の10％未満でありますので、報告セグメントは１つであります。 

 

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

報告セグメントが１つのため記載を省略しております。 

 

３  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項) 

報告セグメントが１つのため記載を省略しております。 

 

４  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

報告セグメントが１つのため記載を省略しております。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

該当事項はありません。 
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4. 補足情報  ＜参考資料＞ 

平成22年7月30日 
モリ工業株式会社 

 平成２３年３月期  第１四半期決算発表  
 

(1) 要約連結貸借対照表 
(単位：百万円) 

 当第１四半期 前期 
増減 

 当第１四半期 前期 
増減 

 H22.6.末 H22.3.末  H22.6.末 H22.3.末

流動資産 25,663 23,635 2,028 負債 20,496 19,559 937

 現金及び預金 2,810 2,669 141  支払手形及び買掛金 8,028 7,107 921

 受取手形及び売掛金 13,026 12,459 567  有利子負債 7,374 7,327 47

 有価証券 1,397 300 1,097  長期リース資産減損勘定 1,417 1,474 △57

 たな卸資産 7,945 7,671 274  その他 3,676 3,651 25

 その他 483 535 △52 純資産 21,950 21,850 100

固定資産 16,783 17,774 △991  株主資本 21,799 21,507 292

 有形固定資産 14,119 14,071 48  評価・換算差額等 150 343 △193

 無形固定資産 24 28 △4   

 投資その他の資産 2,639 3,674 △1,035   

資産合計 42,447 41,410 1,037 負債・純資産合計 42,447 41,410 1,037

 

(2) 要約連結損益計算書 
(単位：百万円) 

 当第１四半期 百分比 前第１四半期 百分比
増減 

 H22.4～6 ％ H21.4～6 ％ 

売 上 高 10,110 100.0 7,806 100.0 2,304

営 業 利 益 949 9.4 △741 △9.5 1,690

営 業 外 収 益 32 0.3 52 0.7 △20

営 業 外 費 用 40 0.4 49 0.7 △9

経 常 利 益 940 9.3 △739 △9.5 1,679

特 別 利 益 11 0.1 3 0.1 8

特 別 損 失 207 2.0 0 0.0 207

税 引 前 利 益 743 7.4 △736 △9.4 1,479

法 人 税 等 239 2.4 65 0.9 174

四 半 期 純 利 益 504 5.0 △802 △10.3 1,306

 

(3) 実質有利子負債の比較 
(単位：百万円) 

 当第１四半期 前期 
増減 

 H22.6.末 H22.3.末

①有利子負債 7,374 7,327 47

②現金､預金､有価証券 4,208 2,969 1,239

実質有利子負債①－② 3,166 4,357 △1,191

 

(4) 当第１四半期の経常利益増減要因（前第１四半期対比） 
(単位：百万円) 

増益要因 金額 減益要因 金額 

1.販売金額（量・価格含む）の増加 909 1.原材料を含めた変動費の増加 △35

2.前年同期の割高な期首製品たな卸高による売

上原価の引上げの解消 
854

2.固定費の増加 △115

3.その他 66  

計 1,829 計 △150

差引 1,679  

 


