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(百万円未満切捨て)

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

 (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 ％

23年３月期第１四半期 5,519 38.4 161 ― 178 ― 98 ―

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

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 4 42  ―

22年３月期第１四半期 △2 60  ―

 (2) 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 18,491 10,932 59.1 487 82

22年３月期 18,430 11,121 60.3 496 22

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 10,932百万円 22年３月期 11,121百万円

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   ―   ―  ― 7 00 7 00

23年３月期   ―

23年３月期(予想)   ―  ― 7 00 7 00

３. 平成23年３月期の業績予想（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) 11,100 28.0 290 ― 320 ― 171 ― 7 63

通期 23,000 17.5 610 204.5 650 123.1 340 86.9 15 17

UserC036
公益財団法人　財務会計基準機構　ロゴマーク



 
(注) 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の有無となります。 

 

 
(注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

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財務諸表のレビュー手続は終了しておりま

せん。 

  

１．平成22年５月14日に公表しました業績予想は、第２四半期累計期間について本資料において見直

しております。 

２．上記予想の内容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、

様々な不確定要素が内在しております。なお、上記１に係る業績予想の見直しの内容は、【添付

資料】P.2「１.当四半期の業績等に関する定性的情報 (3) 業績予想に関する定性的情報」をご

覧ください。 

  

  

４. その他（詳細は、【添付資料】P.3「２.その他の情報」をご覧ください。）

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(2) 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

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 22,558,063株 22年３月期 22,558,063株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 147,067株 22年３月期 146,361株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 22,411,229株 22年３月期１Ｑ 22,417,052株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、中国など新興国を中心とした世界経済の回復による輸
出の増加や生産の持ち直しにより、景況感に改善の兆しが見られましたが、欧州経済の先行き不安や円
高基調などの影響も懸念され、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。 
 このような状況下にあって、当第１四半期累計期間の当社の売上高は、55億1千9百万円と前年同四半
期比38.4％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、35億3千7百万円
と前年同四半期比34.1％増加いたしました。 
 焼入鋼帯、鈑金加工品を製造販売しております製造部門の売上高は、焼入鋼帯につきましては、4億1
千万円と前年同四半期比44.5％増加いたしました。鈑金加工品につきましては、15億7千1百万円と前年
同四半期比47.4％増加いたしました。その結果、製造部門全体の売上高は19億8千1百万円と前年同四半
期比46.8％増加いたしました。 
 経常利益につきましては、1億7千8百万円となりました（前年同四半期は1億3百万円の経常損失）。
また、四半期純利益につきましては、9千8百万円となりました（前年同四半期は5千8百万円の四半期純
損失）。 

  

当第１四半期会計期間末の総資産は184億9千1百万円（前事業年度末比6千1百万円増加）、負債の
部合計75億5千8百万円（前事業年度末比2億4千9百万円増加）となり、純資産の部合計は109億3千2百
万円（前事業年度末比1億8千8百万円減少）となりました。 

  

当第１四半期累計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末より1億5千万円減少し、40
億6千6百万円となりました。当第１四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１四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1
億7千7百万円、非資金項目である減価償却費を1億3千9百万円計上したほか、仕入債務の増加1億8
千9百万円、売上債権の増加1億6千9百万円、たな卸資産の増加1億8千8百万円、未払消費税等の減
少1億3千8百万円等の結果、1億2百万円の資金増加（前年同四半期は3千6百万円の資金減少）とな
りました。 

  

当第１四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、関係会社出資金の払込に
よる支出5千5百万円、固定資産の取得3千1百万円等により9千万円の資金減少（前年同四半期は2千
5百万円の資金減少）となりました。 

  

当第１四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1億5千6百
万円等により、1億6千2百万円の資金減少（前年同四半期は1億8千5百万円の資金減少）となりまし
た。 

  

経営環境等を勘案して、平成22年５月14日発表の第２四半期累計期間の業績予想を修正いたしまし
た。なお、通期の業績予想については前回予想を据え置いております。詳細は、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。 

  

１. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(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１四半期会計期間末の財政状態

②当第１四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。 

  

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、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。 

  

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。 

  

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。 

  

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

当第１四半期会計期間より、「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。 
 この変更による損益に与える影響はありません。 

  

  

２. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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３. 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22年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,066,634 4,217,452

受取手形及び売掛金 6,627,920 6,458,639

商品及び製品 1,666,873 1,530,067

仕掛品 303,483 266,949

原材料及び貯蔵品 249,001 234,013

その他 214,244 175,600

貸倒引当金 △19,850 △8,360

流動資産合計 13,108,308 12,874,364

固定資産

有形固定資産 3,381,461 3,483,948

無形固定資産 49,780 52,230

投資その他の資産

投資有価証券 1,183,756 1,394,034

その他 781,320 639,041

貸倒引当金 △13,410 △13,410

投資その他の資産合計 1,951,667 2,019,666

固定資産合計 5,382,908 5,555,845

資産合計 18,491,216 18,430,210
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成22年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,579,826 5,390,112

短期借入金 400,000 400,000

未払法人税等 77,413 21,727

未払消費税等 24,161 162,431

賞与引当金 85,000 150,000

役員賞与引当金 9,000 30,000

その他 520,648 297,299

流動負債合計 6,696,049 6,451,569

固定負債

退職給付引当金 616,228 622,419

役員退職慰労引当金 191,283 174,334

その他 55,135 60,793

固定負債合計 862,647 857,547

負債合計 7,558,696 7,309,117

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 7,487,854 7,545,752

自己株式 △39,128 △39,004

株主資本合計 10,767,180 10,825,203

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 165,339 295,889

評価・換算差額等合計 165,339 295,889

純資産合計 10,932,520 11,121,092

負債純資産合計 18,491,216 18,430,210
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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21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 3,986,920 5,519,089

売上原価 3,660,291 4,793,417

売上総利益 326,628 725,671

販売費及び一般管理費 453,049 563,674

営業利益又は営業損失（△） △126,420 161,997

営業外収益

受取利息及び配当金 13,435 12,488

助成金収入 8,139 －

その他 5,348 4,815

営業外収益合計 26,924 17,304

営業外費用

支払利息 1,061 913

為替差損 2,547 －

その他 58 －

営業外費用合計 3,668 913

経常利益又は経常損失（△） △103,164 178,387

特別利益

投資有価証券償還益 780 －

役員賞与引当金戻入額 6,350 －

投資有価証券割当益 － 2,832

特別利益合計 7,130 2,832

特別損失

前期損益修正損 － 3,650

固定資産除却損 134 367

特別損失合計 134 4,017

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △96,168 177,203

法人税等 △37,994 78,219

四半期純利益又は四半期純損失（△） △58,173 98,983

モリテック スチール㈱(5986)平成23年３月期 第１四半期決算短信(非連結)

- 6 -



(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21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期累計期間
(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

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△96,168 177,203

減価償却費 146,028 139,623

貸倒引当金の増減額（△は減少） 100 11,490

賞与引当金の増減額（△は減少） △95,000 △65,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △31,000 △21,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,948 △6,191

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △59,263 16,949

受取利息及び受取配当金 △13,435 △12,488

支払利息 1,061 913

固定資産除却損 134 367

投資有価証券償還損益（△は益） △780 －

投資有価証券割当益 － △2,800

売上債権の増減額（△は増加） △111,174 △169,280

たな卸資産の増減額（△は増加） 874,101 △188,327

その他の流動資産の増減額（△は増加） 887 △38,746

仕入債務の増減額（△は減少） △1,009,333 189,714

未払消費税等の増減額（△は減少） 60,060 △138,269

その他の流動負債の増減額（△は減少） 303,677 213,790

その他 △78 △343

小計 △35,130 107,603

利息及び配当金の受取額 13,435 12,488

利息の支払額 △929 △810

法人税等の支払額 △13,919 △16,380

営業活動によるキャッシュ・フロー △36,543 102,901

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 △27,430 △31,221

投資有価証券の取得による支出 △2,562 △2,551

投資有価証券の償還による収入 4,808 －

関係会社出資金の払込による支出 － △55,764

貸付金の回収による収入 740 942

その他 △1,359 △2,377

投資活動によるキャッシュ・フロー △25,802 △90,971

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 △5,463 △5,657

自己株式の取得による支出 △431 △124

配当金の支払額 △179,432 △156,965

財務活動によるキャッシュ・フロー △185,326 △162,747

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △247,673 △150,818

現金及び現金同等物の期首残高 2,089,576 4,217,452

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,841,903 4,066,634
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該当事項はありません。 

  

当第１四半期会計期間より、「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。 

  

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諸表が入手可能であり、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。 
当社は、事業部門として、特殊帯鋼、普通鋼等を主とした鋼材の販売をする商事部門と、特殊帯鋼

を主原料とした焼入鋼帯及び鈑金加工品の生産をする製造部門とがあり、取扱う商品、製品について
商事部門、製造部門がそれぞれ戦略を立案し、事業活動を展開しております。従って、当社は販売・
生産体制を基礎とした商品、製品別セグメントから構成されており「商事部門」、「焼入鋼帯部門」
及び「鈑金加工品部門」の３つを報告セグメントとしております。 

  

（単位：千円）

 
  

（単位：千円） 

 
（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

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) セグメント情報

（追加情報）

① 報告セグメントの概要

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
合計

商事部門 焼入鋼帯部門 鈑金加工品部門

売上高

 外部顧客への売上高 3,537,104 410,411 1,571,572 5,519,089

 セグメント間の内部売上高又は振替高 394,244 41,927 1,547 437,719

計 3,931,349 452,339 1,573,120 5,956,808

セグメント利益 178,291 38,816 144,458 361,566

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）

利益 金額

報告セグメント計 361,566

全社費用 (注） △ 199,569

四半期損益計算書の営業利益 161,997

(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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