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(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

 23年３月期期末配当金の内訳 普通配当 8円00銭  記念配当 1円00銭 

  

      
  

 

 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有 
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(百万円未満切捨て)

１. 平成24年３月期第２四半期の業績（平成23年４月１日～平成23年９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 ％

24年３月期第２四半期 12,287 8.1 463 18.9 494 20.0 264 15.2

23年３月期第２四半期 11,364 31.1 389 ― 412 ― 230 ―

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

24年３月期第２四半期 11 82 ―  

23年３月期第２四半期 10 26 ―

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年３月期第２四半期 19,679 11,348 57.7

23年３月期 19,790 11,394 57.6

(参考) 自己資本 24年３月期第２四半期 11,348百万円 23年３月期 11,394百万円

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

23年３月期 ― ― ― 9 00 9 00

24年３月期 ― ―

24年３月期(予想) ― 8 00 8 00

３. 平成24年３月期の業績予想（平成23年４月１日～平成24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 25,500 7.6 900 4.9 950 5.1 500 5.7 22 31



  

 
(注) 詳細は、添付資料P.2「２.サマリー情報(その他)に関する事項（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処

理の適用」をご覧ください。 

  

 
  

 
  

・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。 

  

１．平成23年７月29日に公表しました通期業績予想は、本資料において見直しをしております。 

２．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、添付資料P.2「１．当四半期決算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

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

 ② ①以外の会計方針の変更 ： 無

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 無

 ④ 修正再表示 ： 無

（３）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) 24年３月期２Ｑ 22,558,063株 23年３月期 22,558,063株

② 期末自己株式数 24年３月期２Ｑ 150,459株 23年３月期 148,069株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期２Ｑ 22,408,367株 23年３月期２Ｑ 22,411,038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２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響や米国や欧州の財政不安による世
界的な景気の停滞、急激な円高の進行等により、景気の先行きは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２四半期累計期間の当社の売上高は、122億8千7百万円と前年同四
半期比8.1％増加し、営業利益につきましても4億6千3百万円と前年同四半期比18.9％増加いたしまし
た。 
 経常利益は4億9千4百万円と前年同四半期比20.0％、四半期純利益は2億6千4百万円と前年同四半期比
15.2％それぞれ増加いたしました。 
  セグメント別の売上高、営業利益につきましては、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、売上高は78億7千4百万円と前年同四半期比9.7％増加し、セグメント利益（営業利益）に
つきましても3億5千5百万円と前年同四半期比12.4％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焼入鋼帯部門、鈑金加工品部門では、焼入鋼帯部門に
つきましては、売上高は9億5千9百万円と前年同四半期比11.6％増加し、セグメント利益（営業利益）
につきましても1億5千万円と前年同四半期比42.1％増加いたしました。鈑金加工品部門につきまして
も、売上高は34億5千3百万円と前年同四半期比3.8％増加し、セグメント利益（営業利益）につきまし
ても3億7千万円と前年同四半期比1.9％増加いたしました。 

  

当第２四半期会計期間末の総資産は196億7千9百万円（前事業年度末比1億1千万円減少）、負債の
部合計は83億3千1百万円（前事業年度末比6千4百万円減少）となり、純資産の部合計は113億4千8百
万円（前事業年度末比4千5百万円減少）となりました。 

  

当第２四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5億8千5百万円減少
し、36億7百万円となりました。当第２四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２四半期累計期間における営業活動におけるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益を
4億9千1百万円、非資金項目である減価償却費を2億3千2百万円計上したほか、売上債権の増加6億6
千万円、たな卸資産の減少1億1千3百万円、未収消費税等の減少6千5百万円、法人税等の支払い4億
1千万円等により、1億4千6百万円の資金減少（前年同四半期は1億6千4百万円の資金増加）となり
ました。 

  

当第２四半期累計期間における投資活動におけるキャッシュ・フローは、固定資産の取得1億5千
9百万円、関係会社株式の取得5千4百万円等により、2億2千2百万円の資金減少（前年同四半期は1
億2千6百万円の資金減少）となりました。 

  

当第２四半期累計期間における財務活動におけるキャッシュ・フローは、配当金の支払2億円等
により、2億1千6百万円の資金減少（前年同四半期は1億6千8百万円の資金減少）となりました。 

  

経営環境等を勘案して、平成23年７月29日発表の通期業績予想を修正いたしました。 
  

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。 

  

１．当四半期決算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２四半期会計期間末の財政状態

②当第２四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

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(税金費用の計算)

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 該当事項はありません。
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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）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,193,671 3,607,950

受取手形及び売掛金 7,092,195 7,752,958

商品及び製品 1,929,957 1,847,775

仕掛品 324,689 303,608

原材料及び貯蔵品 303,397 293,123

その他 282,661 304,633

貸倒引当金 △3,500 △3,876

流動資産合計 14,123,073 14,106,173

固定資産

有形固定資産 3,148,991 3,116,405

無形固定資産 46,285 51,379

投資その他の資産

投資有価証券 1,320,582 1,145,149

その他 1,164,581 1,273,886

貸倒引当金 △13,410 △13,410

投資その他の資産合計 2,471,754 2,405,625

固定資産合計 5,667,031 5,573,410

資産合計 19,790,105 19,679,584
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（単位：千円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,045,729 6,088,138

短期借入金 400,000 400,000

未払法人税等 416,534 230,257

未払消費税等 16,025 32,114

賞与引当金 185,000 200,000

役員賞与引当金 40,000 20,000

その他 406,395 450,883

流動負債合計 7,509,684 7,421,394

固定負債

退職給付引当金 592,838 590,736

役員退職慰労引当金 242,133 264,609

その他 51,274 54,592

固定負債合計 886,245 909,939

負債合計 8,395,930 8,331,333

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 7,862,111 7,925,371

自己株式 △39,312 △40,063

株主資本合計 11,141,253 11,203,763

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 252,921 144,487

評価・換算差額等合計 252,921 144,487

純資産合計 11,394,175 11,348,251

負債純資産合計 19,790,105 19,679,584

モリテック スチール㈱(5986)平成24年３月期 第２四半期決算短信(非連結)

- 4 -



（２）四半期損益計算書
第２四半期累計期間

（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 11,364,542 12,287,253

売上原価 9,846,406 10,709,627

売上総利益 1,518,136 1,577,626

販売費及び一般管理費 1,128,655 1,114,368

営業利益 389,480 463,257

営業外収益

受取利息及び配当金 13,667 16,329

その他 10,905 16,952

営業外収益合計 24,572 33,282

営業外費用

支払利息 1,820 1,777

その他 － 9

営業外費用合計 1,820 1,786

経常利益 412,233 494,754

特別利益

固定資産売却益 － 479

投資有価証券割当益 2,832 －

特別利益合計 2,832 479

特別損失

前期損益修正損 3,650 －

ゴルフ会員権売却損 － 1,000

固定資産除却損 1,043 2,961

特別損失合計 4,693 3,961

税引前四半期純利益 410,372 491,271

法人税等 180,327 226,321

四半期純利益 230,044 264,950
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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２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９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 410,372 491,271

減価償却費 271,727 232,449

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,660 376

賞与引当金の増減額（△は減少） 30,000 15,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,000 △20,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △18,818 △2,101

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 33,899 22,476

受取利息及び受取配当金 △13,667 △16,329

支払利息 1,820 1,777

固定資産売却損益（△は益） － △479

固定資産除却損 1,043 2,961

投資有価証券割当益 △2,800 －

売上債権の増減額（△は増加） △400,882 △660,762

たな卸資産の増減額（△は増加） △324,037 113,537

ゴルフ会員権売却損益（△は益） － 1,000

未収消費税等の増減額（△は増加） － 65,951

その他の流動資産の増減額（△は増加） △30,696 △66,829

仕入債務の増減額（△は減少） 356,350 42,409

未払消費税等の増減額（△は減少） △162,431 16,088

その他の流動負債の増減額（△は減少） 14,439 10,287

その他 △343 －

小計 167,637 249,085

利息及び配当金の受取額 13,667 16,329

利息の支払額 △1,803 △1,780

法人税等の支払額 △16,800 △410,661

法人税等の還付額 2,255 140

営業活動によるキャッシュ・フロー 164,956 △146,886

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 △56,148 △159,175

固定資産の売却による収入 － 1,959

投資有価証券の取得による支出 △4,456 △4,945

ゴルフ会員権の取得による支出 － △9,100

ゴルフ会員権の売却による収入 － 11,000

関係会社出資金の払込による支出 △55,764 －

関係会社株式の取得による支出 － △54,583

貸付けによる支出 △5,250 △2,200

貸付金の回収による収入 2,749 3,287

その他 △7,308 △8,454

投資活動によるキャッシュ・フロー △126,178 △222,212

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 △11,315 △15,007

自己株式の取得による支出 △206 △750

配当金の支払額 △157,045 △200,864

財務活動によるキャッシュ・フロー △168,568 △216,622

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △129,791 △585,721

現金及び現金同等物の期首残高 4,217,452 4,193,671

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,087,661 3,607,950
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該当事項はありません。 

  

（単位：千円）

 
  

（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。 

  

（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。 
  

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）セグメント情報等

① 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
 前第２四半期累計期間 （自 平成22年４月１日 至 平成22年９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 7,179,716 859,327 3,325,498 11,364,542

 セグメント間の内部売上高又は振替高 804,424 83,365 3,236 891,026

計 7,984,140 942,693 3,328,734 12,255,568

セグメント利益 316,463 105,717 363,750 785,930

 当第２四半期累計期間 （自 平成23年４月１日 至 平成23年９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 7,874,737 959,315 3,453,200 12,287,253

 セグメント間の内部売上高又は振替高 822,163 82,291 5,928 910,383

計 8,696,900 1,041,606 3,459,129 13,197,637

セグメント利益 355,669 150,199 370,814 876,683

② 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）

 前第２四半期累計期間 （自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）

利益 金額

報告セグメント計 785,930

全社費用 (注） △ 396,449

四半期損益計算書の営業利益 389,480

 当第２四半期累計期間 （自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日）

利益 金額

報告セグメント計 876,683

全社費用 (注） △ 413,425

四半期損益計算書の営業利益 463,257

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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