
 

 

 

   

 

 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無 
四半期決算説明会開催の有無    ： 無 
  

 

   
 

 
  

 
    

   

 

 
  

  

 
(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

  

 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 

  

 

平成23年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
平成23年１月28日

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23年２月14日 配当支払開始予定日 ―

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第３四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年12月31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３四半期 17,645 26.5 619 615.7 654 377.4 356 410.0

22年３月期第３四半期 13,950 △25.7 86 △86.5 137 △80.2 69 △80.7

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

23年３月期第３四半期 15 92  ―

22年３月期第３四半期 3 12  ―

 (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３四半期 20,406 11,276 55.3 503 18

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３四半期 11,276百万円 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 23,000 17.5 710 254.4 750 157.4 400 119.9 17 85



  

 
(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。 

  

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、当社が現在入手している情報及び合理

的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性

があります。業績予想の前提となる条件及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、四

半期決算短信、【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３Ｑ 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３Ｑ 148,069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３Ｑ 22,410,768株 22年３月期３Ｑ 22,415,405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３四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
出の増加や政府による景気刺激策の効果等により、景況感に改善の兆しが見られましたが、景気刺激策
の効果一巡や円高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３四半期累計期間の当社の売上高は、176億4千5百万円と前年同四
半期比26.5％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、113億4千8百万
円と前年同四半期比24.9％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、13億
4千7百万円と前年同四半期比40.5％増加いたしました。鈑金加工品につきましては、49億4千9百万円と
前年同四半期比26.7％増加いたしました。その結果、製造部門全体の売上高は62億9千6百万円と前年同
四半期比29.4％増加いたしました。 
 経常利益につきましては、6億5千4百万円と前年同四半期比377.4％増加いたしました。また、四半期
純利益につきましても3億5千6百万円と前年同四半期比410.0％増加いたしました。 

  

当第３四半期会計期間末の総資産は204億6百万円（前事業年度末比19億7千6百万円増加）、負債の
部合計91億3千万円（前事業年度末比18億2千1百万円増加）となり、純資産の部合計は112億7千6百万
円（前事業年度末比1億5千5百万円増加）となりました。 

  

当第３四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6億9千8百万円増加
し、49億1千6百万円となりました。当第３四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３四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6
億5千2百万円、非資金項目である減価償却費を4億2百万円計上したほか、仕入債務の増加17億1千5
百万円、売上債権の増加11億8百万円、たな卸資産の増加3億7千9百万円、未払消費税等の減少1億6
千2百万円等の結果、10億3千8百万円の資金増加（前年同四半期は22億7千2百万円の資金増加）と
なりました。 

  

当第３四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、固定資産の取得9千1百万
円、関係会社出資金の払込による支出5千5百万円等により1億6千5百万円の資金減少（前年同四半
期は1億3千8百万円の資金減少）となりました。 

  

当第３四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、1億7千4百万円の資金減少（前年同四半期は1億9千6百万円の資金減少）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22年10月28日に発表いたしました業績予想を変更し
ておりません。 

  

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３四半期会計期間末の財政状態

②当第３四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３四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、第２四半期会計期間
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） 

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

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

- 3 -



3. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成22年12月31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 4,916,389 4,217,452

受取手形及び売掛金 7,567,108 6,458,639

商品及び製品 1,815,247 1,530,067

仕掛品 321,475 266,949

原材料及び貯蔵品 274,056 234,013

その他 215,169 175,600

貸倒引当金 △20,320 △8,360

流動資産合計 15,089,126 12,874,364

固定資産

有形固定資産 3,215,721 3,483,948

無形固定資産 50,760 52,230

投資その他の資産

投資有価証券 1,328,138 1,394,034

その他 736,612 639,041

貸倒引当金 △13,410 △13,410

投資その他の資産合計 2,051,341 2,019,666

固定資産合計 5,317,822 5,555,845

資産合計 20,406,948 18,430,210
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成22年12月31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 7,105,874 5,390,112

短期借入金 400,000 400,000

未払法人税等 245,595 21,727

未払消費税等 － 162,431

賞与引当金 90,000 150,000

役員賞与引当金 30,000 30,000

その他 374,605 297,299

流動負債合計 8,246,075 6,451,569

固定負債

退職給付引当金 601,630 622,419

役員退職慰労引当金 225,183 174,334

その他 57,864 60,793

固定負債合計 884,678 857,547

負債合計 9,130,753 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 7,745,714 7,545,752

自己株式 △39,312 △39,004

株主資本合計 11,024,857 10,825,203

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 251,338 295,889

評価・換算差額等合計 251,338 295,889

純資産合計 11,276,195 11,121,092

負債純資産合計 20,406,948 18,430,210
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(2) 四半期損益計算書

【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 13,950,781 17,645,051

売上原価 12,442,772 15,315,005

売上総利益 1,508,009 2,330,045

販売費及び一般管理費 1,421,409 1,710,269

営業利益 86,600 619,776

営業外収益

受取利息及び配当金 21,599 22,652

助成金収入 21,181 －

その他 14,421 15,207

営業外収益合計 57,202 37,859

営業外費用

支払利息 3,080 2,708

為替差損 2,505 －

その他 1,042 3

営業外費用合計 6,627 2,712

経常利益 137,175 654,924

特別利益

投資有価証券割当益 － 2,832

投資有価証券償還益 780 －

役員賞与引当金戻入額 6,350 －

保険解約益 6,758 －

その他 240 －

特別利益合計 14,130 2,832

特別損失

固定資産売却損 193 －

固定資産除却損 2,238 1,233

前期損益修正損 － 3,650

保険解約損 2,466 －

その他 689 －

特別損失合計 5,587 4,883

税引前四半期純利益 145,718 652,873

法人税等 75,742 296,029

四半期純利益 69,975 356,844
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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３四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31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 145,718 652,873

減価償却費 480,103 402,910

貸倒引当金の増減額（△は減少） 640 11,960

賞与引当金の増減額（△は減少） △130,000 △60,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △22,000 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △22,150 △20,789

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △32,329 50,849

受取利息及び受取配当金 △21,599 △22,652

支払利息 3,080 2,708

固定資産売却損益（△は益） 193 －

固定資産除却損 2,238 1,233

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） △1,416,721 △1,108,469

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,591,087 △379,748

その他の流動資産の増減額（△は増加） 5,449 △38,697

仕入債務の増減額（△は減少） 1,593,095 1,715,761

未払消費税等の増減額（△は減少） 134,859 △162,431

その他の流動負債の増減額（△は減少） 16,267 50,869

その他 － △7,673

小計 2,327,150 1,085,905

利息及び配当金の受取額 21,598 22,651

利息の支払額 △2,877 △2,690

法人税等の支払額 △72,961 △69,302

法人税等の還付額 － 2,255

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,272,909 1,038,819

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 △129,237 △91,988

固定資産の売却による収入 300 －

投資有価証券の取得による支出 △7,365 △7,522

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

貸付けによる支出 △26,045 △5,250

貸付金の回収による収入 4,059 4,500

その他 14,485 △9,389

投資活動によるキャッシュ・フロー △138,993 △165,414

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 △16,389 △17,849

自己株式の取得による支出 △968 △308

配当金の支払額 △179,042 △156,310

財務活動によるキャッシュ・フロー △196,400 △174,468

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,937,515 698,936

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 4,027,092 4,916,389
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該当事項はありません。 

  

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３四半期累計期間 （自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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 11,348,765 1,347,223 4,949,062 17,645,051

 セグメント間の内部売上高又は振替高 1,208,081 121,043 7,252 1,336,377

計 12,556,847 1,468,266 4,956,315 18,981,429

セグメント利益 498,665 197,000 530,463 1,226,129

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 1,226,129

全社費用 (注） △ 606,353

四半期損益計算書の営業利益 619,776

(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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