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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年3月期第２四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9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２四半期 19,816 17.8 1,988 ─ 1,949 ─ 1,062 ─

22年3月期第２四半期 16,819 △36.2 △137 ─ △145 ─ △297 ─

 

 
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２四半期 25 07 ─

22年3月期第２四半期 △6 77 ─

 
 (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２四半期 42,297 22,501 53.2 531 07

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２四半期 22,501百万円 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 ─  4 00   

23年3月期(予想)   ─ 5 00 9 00 

(注) 1. 当四半期における配当予想の修正有無 ： 有・無 

2. 「業績及び配当予想の修正に関するお知らせ」を本日開示しておりますのでご参照ください。 

 

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

通期 38,500 7.2 3,100 81.0 3,000 82.2 1,700 42.1 40 12

(注) 1. 当四半期における業績予想の修正有無 ： 有・無 

2. 「業績及び配当予想の修正に関するお知らせ」を本日開示しておりますのでご参照ください。 



 
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２Ｑ 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２Ｑ 3,575株 22年3月期 1,035株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期２Ｑ 42,371,086株 22年3月期２Ｑ 43,865,679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財務諸表のレビュー手続は終了し

ていません。 

 

※  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 

（概況） 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アジア諸国を中心とした新興国の成長に支えられ、

企業業績は緩やかな回復基調にありましたが、欧米の通貨安を背景にした急激な円高等により先行きにや

や不透明感がでてきている状況です。当社グループの主力商品であるステンレスは、主原料であるニッケ

ルの市場価格が昨年度後半から当年度期初にかけて大きく値上がりしたため、製品価格の値上げ等により

期の前半は生産・販売ともに活況を呈しました。しかし、期の半ばからのニッケル市場価格の値下がりに

より、期の後半は盛り上がりに欠ける状況となりました。 

このような状況下におきまして、当社グループは建築用・公共投資関連は苦戦を余儀なくされましたが

主力の自動車用など他の分野が好調を持続した結果、売上高は198億16百万円（前年同期比17.8％増）と

なりました。また、収益面におきましては工場稼働率の回復、固定費削減策の継続、たな卸評価損がほぼ

なくなったことなどにより営業利益は19億88百万円（前年同期は１億37百万円の損失）、経常利益は19億

49百万円（前年同期は１億45百万円の損失）、四半期純利益は10億62百万円（前年同期は２億97百万円の

損失）となり、前年同期の損失より大幅に回復いたしました。 

 

（部門別の実績） 

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が、建築用につきましては他分

野に比べて回復が遅れております。その結果、売上高は94億65百万円（前年同期比23.6％増）となりまし

た。 

ステンレス条鋼部門では、販売金額は増加しておりますが、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おりません。その結果、売上高は56億14百万円（前年同期比16.5％

増）となりました。 

ステンレス加工品部門では、環境関連など健闘している製品はあるものの中心となる家庭用金物製品は、

消費不況に加えて急激な円高による海外製品の流入により低迷状態が続いております。その結果、売上高

は13億77百万円（前年同期比4.7％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などにより、売上高は19億72百万円（前年同期

比12.9％増）となりました。 

その他部門では、パイプ切断機は大きく回復し、通信販売用商品・自転車の販売も好調を持続したため、

売上高は13億86百万円（前年同期比20.6％増）となりました。 

 

（その他の実施事項） 

①  ステンレス配管用パイプの酸洗槽延長工事を実施し、生産効率のアップや酸洗液量の削減などを図り

ました。 

②  技術供与先であるタイのオートメタル社に出資し、その株式を40％取得することを決定し、10月１日

に実行いたしました。 

 

（製品別売上高比較表） 

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日 
至 平成22年９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 7,658 45.5 9,465 47.8 16,581 46.2 

ス テ ン レ ス 条 鋼 4,818 28.7 5,614 28.3 10,625 29.6 

ステンレス加工品 1,445 8.6 1,377 6.9 2,799 7.8 

鋼 管 1,747 10.4 1,972 10.0 3,599 10.0 

そ の 他 1,149 6.8 1,386 7.0 2,303 6.4 

合  計 16,819 100.0 19,816 100.0 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。 
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(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２四半期連結会計期間末の総資産は422億97百万円となり、前連結会計年度末に比

べて８億87百万円増加いたしました。総資産が増加した主な要因は、資産の部では現金及び預金は４億12

百万円減少しましたが、たな卸資産が10億２百万円増加したこと、負債の部では支払手形及び買掛金の増

加額と有利子負債の減少額がほぼ同額であったことなどによるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は225億１百万円となり、前連結会計年度末に比べて６億51百万

円増加いたしました。これは、利益剰余金は８億50百万円増加いたしましたが、評価・換算差額等が１億

99百万円減少したことなどによるものであります。 

 

当第２四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21億21百万円の収入となり、

投資活動により９億17百万円の支出となり、財務活動により16億16百万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４億11百万円減少し25億57百万円（前連結会計年度末

比13.9％減）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16億91百万円となり、仕入債務は

14億11百万円増加しましたが、たな卸資産は10億１百万円増加し、また、法人税等の支払額が１億92百万

円であったため、営業活動全体では21億21百万円の収入(前年同四半期連結累計期間比42.9％減)となりま

した。 

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

活動全体では９億17百万円の支出(前年同四半期連結累計期間は５億26百万円の支出)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14億１百万円上回ったことに加え、

配当金の支払額が２億11百万円となったことなどにより、財務活動全体では16億16百万円の支出(前年同

四半期連結累計期間は10億55百万円の支出)となりました。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

第２四半期までの業績が予想以上に好調であったため、通期の業績予想及び期末の配当予想を修正し、

本日（平成22年10月29日）公表いたしましたのでご参照ください。 

 

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２四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  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１百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は１億68

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２四半期連結会計期間末 

(平成22年９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 2,257 2,669

  受取手形及び売掛金 12,416 12,459

  有価証券 398 300

  たな卸資産 8,673 7,671

  その他 726 581

  貸倒引当金 △29 △45

  流動資産合計 24,442 23,635

 固定資産 

  有形固定資産 

   土地 7,358 7,308

   その他（純額） 6,729 6,763

   有形固定資産合計 14,088 14,071

  無形固定資産 

   その他 22 28

   無形固定資産合計 22 28

  投資その他の資産 

   その他 3,773 3,697

   貸倒引当金 △28 △22

   投資その他の資産合計 3,744 3,674

  固定資産合計 17,854 17,774

 資産合計 42,297 41,410

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 8,518 7,107

  短期借入金 1,873 2,899

  未払法人税等 667 230

  引当金 374 393

  その他 3,286 2,440

  流動負債合計 14,721 13,071

 固定負債 

  社債 1,000 2,000

  長期借入金 1,027 1,403

  退職給付引当金 931 991

  役員退職慰労引当金 436 495

  長期リース資産減損勘定 1,360 1,474

  その他 319 124

  固定負債合計 5,074 6,488

 負債合計 19,795 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 7,292 6,441

  自己株式 △1 △0

  株主資本合計 22,357 21,507

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 144 346

  繰延ヘッジ損益 － △3

  評価・換算差額等合計 144 343

 純資産合計 22,501 21,850

負債純資産合計 42,297 41,410
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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：百万円）

  

前第２四半期連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 

  至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成22年４月１日 

  至 平成22年９月30日) 

売上高 16,819 19,816

売上原価 14,449 15,166

売上総利益 2,370 4,650

販売費及び一般管理費 2,507 2,661

営業利益又は営業損失（△） △137 1,988

営業外収益 

 受取利息 0 0

 受取配当金 24 23

 受取賃貸料 3 1

 助成金収入 23 1

 還付加算金 25 －

 その他 15 16

 営業外収益合計 92 44

営業外費用 

 支払利息 71 56

 売上割引 18 19

 その他 11 6

 営業外費用合計 100 83

経常利益又は経常損失（△） △145 1,949

特別利益 

 投資有価証券売却益 － 5

 貸倒引当金戻入額 － 10

 特別利益合計 － 16

特別損失 

 固定資産除却損 2 2

 投資有価証券評価損 － 104

 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 2 274

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（△） 
△148 1,691

法人税、住民税及び事業税 18 633

法人税等調整額 130 △4

法人税等合計 148 629

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,062

四半期純利益又は四半期純損失（△） △297 1,062
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

  前第２四半期連結会計期間 

(自 平成21年７月１日 

  至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 

(自 平成22年７月１日 

  至 平成22年９月30日) 

売上高 9,013 9,705

売上原価 7,151 7,376

売上総利益 1,861 2,329

販売費及び一般管理費 1,261 1,289

営業利益 600 1,039

営業外収益 

 受取利息 0 0

 受取配当金 1 1

 受取賃貸料 1 0

 助成金収入 4 1

 還付加算金 25 －

 その他 7 8

 営業外収益合計 40 12

営業外費用 

 支払利息 37 29

 売上割引 9 9

 その他 3 3

 営業外費用合計 50 42

経常利益 589 1,009

特別利益 

 貸倒引当金戻入額 － 4

 特別利益合計 － 4

特別損失 

 固定資産除却損 1 1

 投資有価証券評価損 － 64

 特別損失合計 1 66

税金等調整前四半期純利益 587 947

法人税、住民税及び事業税 15 506

法人税等調整額 68 △117

法人税等合計 83 389

少数株主損益調整前四半期純利益 － 557

四半期純利益 504 557
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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２四半期連結累計期間 

(自 平成21年４月１日 

  至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成22年４月１日 

  至 平成22年９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（△） 
△148 1,691

 減価償却費 402 396

 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 △10

 受取利息及び受取配当金 △25 △24

 支払利息 71 56

 売上債権の増減額（△は増加） 2,299 43

 たな卸資産の増減額（△は増加） 2,461 △1,001

 仕入債務の増減額（△は減少） △2,005 1,411

 賞与引当金の増減額（△は減少） 22 5

 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） △52 △59

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1 △59

 投資有価証券評価損益（△は益） － 104

 投資有価証券売却損益（△は益） － △5

 有形固定資産除却損 2 2

 その他の資産の増減額（△は増加） △95 △129

 その他の負債の増減額（△は減少） △53 △213

 小計 2,878 2,350

 利息及び配当金の受取額 25 24

 利息の支払額 △68 △60

 法人税等の支払額 △18 △192

 法人税等の還付額 902 －

 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,718 2,121

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 △416 △427

 投資有価証券の取得による支出 △101 △1,201

 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 △1 △1

 貸付金の回収による収入 2 1

 投資その他の資産の増減額（△は増加） 4 9

 投資活動によるキャッシュ・フロー △526 △917

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 860 850

 短期借入金の返済による支出 △1,675 △164

 長期借入金の返済による支出 △105 △2,087

 自己株式の取得による支出 △1 △0

 配当金の支払額 △131 △211

 その他 △1 △1

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,055 △1,616

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,136 △411

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 3,159 2,557
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９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２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日)及び 

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日)及び 

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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２四半期連結会計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日)及び 

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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 

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 

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10月29日 
モリ工業株式会社 

 平成２３年３月期  第２四半期決算発表  
 

(1) 要約連結貸借対照表 
(単位：百万円) 

 当第２四半期 前期 
増減 

 当第２四半期 前期 
増減 

 H22.9.末 H22.3.末  H22.9.末 H22.3.末

流動資産 24,442 23,635 807 負債 19,795 19,559 236

 現金及び預金 2,257 2,669 △412  支払手形及び買掛金 8,518 7,107 1,411

 受取手形及び売掛金 12,416 12,459 △43  有利子負債 5,923 7,327 △1,404

 有価証券 398 300 98  長期リース資産減損勘定 1,360 1,474 △114

 たな卸資産 8,673 7,671 1,002  その他 3,992 3,651 341

 その他 696 535 161 純資産 22,501 21,850 651

固定資産 17,854 17,774 80  株主資本 22,357 21,507 850

 有形固定資産 14,088 14,071 17  評価・換算差額等 144 343 △199

 無形固定資産 22 28 △6   

 投資その他の資産 3,744 3,674 70   

資産合計 42,297 41,410 887 負債・純資産合計 42,297 41,410 887

 

(2) 要約連結損益計算書 
(単位：百万円) 

 当第２四半期 百分比 前第２四半期 百分比
増減 

 H22.4～9 ％ H21.4～9 ％ 

売 上 高 19,816 100.0 16,819 100.0 2,997

営 業 利 益 1,988 10.0 △137 △0.8 2,125

営 業 外 収 益 44 0.2 92 0.5 △48

営 業 外 費 用 83 0.4 100 0.6 △17

経 常 利 益 1,949 9.8 △145 △0.9 2,094

特 別 利 益 16 0.1 ─ ─ 16

特 別 損 失 274 1.4 2 0.0 272

税 引 前 利 益 1,691 8.5 △148 △0.9 1,839

法 人 税 等 629 3.1 148 0.9 481

四 半 期 純 利 益 1,062 5.4 △297 △1.8 1,359

 

(3) 実質有利子負債の比較 
(単位：百万円) 

 当第２四半期 前期 
増減 

 H22.9.末 H22.3.末 

①有利子負債 5,923 7,327 △1,404

②現金､預金､有価証券、 
  余資運用の投資有価証券 

3,857 3,760 97

実質有利子負債①－② 2,065 3,566 △1,501

 

(4) 当第２四半期の経常利益増減要因（前第２四半期対比） 
(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 1,470 1.原材料を含めた変動費の増加 △335

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 
1,083

2.固定費の増加 △297

3.その他 173  

計 2,726 計 △632

差引 2,094  

 


