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１．平成25年３月期の連結業績（平成24年４月１日～平成25年３月31日）
（１）連結経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年３月期 22,647 － 698 － 791 － 331 －
24年３月期 － － － － － － － －

(注) 包括利益 25年３月期 603百万円( －％) 24年３月期 －百万円( －％)

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産 
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

 25年３月期 14 80 － 2.8 3.7 3.1
 24年３月期 － － － － －

(参考) 持分法投資損益 25年３月期 －百万円 24年３月期 －百万円

（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

25年３月期 20,782 11,879 57.1 530 03
24年３月期 21,694 11,477 52.9 512 12

(参考) 自己資本 25年３月期 11,876百万円 24年３月期 11,475百万円

（３）連結キャッシュ・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

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

25年３月期 197 △1,640 905 4,841

24年３月期 － － － －

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額 
(合計)

配当性向 
(連結)

純資産
配当率 
(連結)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 百万円 ％ ％

24年３月期 － － － 9 00 9 00 201 － －

25年３月期 － － － 9 00 9 00 201 60.8 1.7

26年３月期(予想) － － － 9 00 9 00 63.0

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、四半期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) 11,500 △3.6 240 △40.5 260 △38.6 120 59.6 5 36

通 期 24,000 6.0 610 △12.6 650 △17.9 320 △3.5 14 28



  

 

 

 
  

 

 
  

 
  
（２）個別財政状態 

 
 
  

・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点におい
て、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了していません。 

  

・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、添付
資料２ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。 

※ 注記事項
（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 有

新規  １社 (社名) モリテックスチールインドネシア株式会社 
除外  －

（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 ： 有

 ② ①以外の会計方針の変更 ： 無

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 有

 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)  25年３月期 22,558,063株  24年３月期 22,558,063株

② 期末自己株式数  25年３月期 150,677株  24年３月期 150,571株

③ 期中平均株式数  25年３月期 22,407,437株  24年３月期 22,407,972株

(参考) 個別業績の概要
１．平成25年３月期の個別業績（平成24年４月１日～平成25年３月31日）
（１）個別経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

 25年３月期 22,405 △10.1 708 △13.6 812 △8.4 331 △23.2

  24年３月期 24,926 5.2 820 △4.5 886 △1.9 432 △8.7

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

 25年３月期 14 81 －

 24年３月期 19 29 －

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

 25年３月期 19,489 11,882 61.0 530 30

 24年３月期 21,723 11,558 53.2 515 82

(参考) 自己資本 25年３月期 11,882百万円 24年３月期 11,558百万円

※ 監査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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当社グループは、当連結会計年度より連結損益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書を作成して
いるため、「(1)経営成績に関する分析①当期の経営成績」、「(2)財政状態に関する分析②キャッシ
ュ・フローの状況」に関しましては、前連結会計年度との比較は行っておりません。         

  

①当期の経営成績 

当期におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要による穏やかな回復の兆しが見られたものの、
円高の長期化や欧州債務危機、世界経済の減速懸念が高まるなど、先行きは不透明な状況で推移いたし
ました。年明け以降は、経済対策、金融政策への期待感等により、為替相場が円安に転じ、株価が上昇
するなど、景気が好転する兆しが見受けられました。 
このような状況下におきまして、当連結会計年度の当期売上高は、226億4千7百万円、営業利益6億9

千8百万円、経常利益は7億9千1百万円、当期純利益は3億3千1百万円となりました。 
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、普通鋼等を販売しております商事部門

では、売上高は136億4千3百万円、セグメント利益（営業利益)は6億1千6百万円となりました。 
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16億3千2百万円、セグメント利益（営業利益）は2億4千7百万円となりました。
鈑金加工品部門につきましては売上高は67億3千3百万円、セグメント利益（営業利益）は7億5千1百万
円となりました。 
また、海外事業につきましては、売上高は6億3千7百万円となりました。 

  

  

   

②次期の見通し 

今後の我が国経済は、政権交代を契機とした円安の進行や株式市場の上昇など、景気回復の期待感が
高まっているものの、欧州債務危機や新興国経済の減速懸念などがあり、依然として先行き不透明な状
況で推移するものと思われます。 
 このような状況のなか、次期における業績見通しは、売上高240億円、営業利益6億1千万円、経常利
益6億5千万円、当期純利益3億2千万円を予想しております。 

  

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析

セグメント別売上高

区   分

当   期

自 平成24年４月１日

至 平成25年３月31日

金額 構成比

千円 %

特殊帯鋼 8,996,571 39.8

普通鋼 3,718,196 16.4

その他 928,782 4.1

商事部門 13,643,549 60.3

焼入鋼帯部門 1,632,820 7.2

鈑金加工品部門 6,733,328 29.7

海外事業 637,599 2.8

合   計 22,647,298 100.0
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①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末より9億1千1百万円減少し、207億8千2百万円
となりました。主な内訳は以下のとおりであります。 
(イ)流動資産 
流動資産の残高は、主に、受取手形及び売掛金、現金及び預金の減少により140億1千3百万円（前連

結会計年度末比18億7千6百万円減少）となりました。 
(ロ)固定資産 
固定資産の残高は、主に、建設仮勘定、機械装置の増加により67億6千9百万円（前連結会計年度末比

9億6千5百万円増加）となりました。 
(ハ)流動負債 
流動負債の残高は、主に、支払手形及び買掛金の減少により68億2千7百万円（前連結会計年度末比24

億8千6百万円減少）となりました。 
(ニ)固定負債 
固定負債の残高は、主に、長期借入金の増加により20億7千5百万円（前連結会計年度末比11億7千3百

万円増加）となりました。 
(ホ)純資産 
純資産の残高は、118億7千9百万円（前連結会計年度末比4億1百万円増加）となりました。 

②キャッシュ・フローの状況  

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より4億8千万円減少し、48億4
千1百万円となりました。 

当期中における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益を5億9千9百万
円、非資金項目である減価償却費を4億9千5百万円計上したほか、売上債権の減少11億5百万円、たな卸
資産の減少2億7千9百万円、仕入債務の減少20億2千4百万円、法人税等の支払い3億6千2百万円等によ
り、1億9千7百万円の資金増加となりました。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度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16億1千7百万円等に
より、16億4千万円の資金減少となりました。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入11億8千万
円、配当金の支払い2億1百万円等により、9億5百万円の資金増加となりました。 

  
(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率 :  自己資本／総資産 

時価ヘースの自己資本比率 :  株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 :  有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ :  営業キャッシュ・フロー／利払い  

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式を除く)により算出しております。 

※有利子負債は貸借対照表に計上されている借入金を対象としております。営業キャッシュ・フローは、キャ

ッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており、利払いについては、キャッシ

ュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 
  

（２）財政状態に関する分析

平成24年３月期 平成25年３月期

自己資本比率（％） 52.9 57.1

時価ベースの自己資本比率（％） 33.4 29.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） ― 8.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ― 49.7
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当社は、財務体質と経営基盤の充実・強化を図るとともに、株主各位に対する利益還元を充実してい
くことが経営上の重要課題であると認識しており、安定的、かつ、継続的に配当を実施していくことを
基本方針としております。 
内部留保につきましては、生産性を高めるための設備投資のほか、新規事業の展開、製品開発や国際

競争力の強化を図るための開発投資等に充当し、経営基盤と企業競争力のさらなる強化に努めてまいり
ます。 

  

①自動車関連業界への売上高について 

当社グループの製品商品の販売先は、自動車関連、家電、農業機械、工具、刃物等の広い業界にわた
っておりますが、平成25年3月期における売上高に占める自動車関連業界への割合は73.2％と高くなっ
ており、当社の業績は自動車業界における生産活動の影響を受ける可能性があります。 

  
②鋼材の仕入先について 

当社グループは、主として、日新製鋼株式会社の販売代理店であります株式会社メタルワンより鋼材
を仕入れております。平成25年３月期における仕入高に占める株式会社メタルワンの割合が高くなって
おります。 

  
  

 該当事項はありません。 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

（４）事業等のリスク

（５）継続企業の前提に関する重要事象等
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当社グループは、子会社としては、ジュタワン・モリテック（タイランド）株式会社（当社の貿易業務の
うち、タイ国内向けの鋼材輸出の販売代理業務、タイ国内向けの鋼材加工販売、及び家電、農業機械、自動
車用の各部品の製造販売)、モリテックプロダクトサポート株式会社(製造、組立、包装等業務請負)、上海
摩立特克鋼鉄商貿有限公司(当社の貿易業務のうち、中国国内向けの鋼材輸出の販売代理業務、中国国内向
けの鋼材加工販売)、モリテックスチール(ベトナム)会社(当社の貿易業務のうち、ベトナム国内向けの鋼材
輸出の販売代理業務、ベトナム国内向けの鋼材加工販売)、モリテックスチールインドネシア株式会社（当
社の貿易業務のうち、インドネシア国内向けの鋼材輸出の販売代理業務、インドネシア国内向けの鋼材加工
販売）、モリテックスチールメキシコ株式会社（当社の貿易業務のうち、メキシコ国内向けの鋼材輸出の販
売代理業務、メキシコ国内向けの鋼材加工販売、及び自動車用の各部品の製造販売)の６社があります。 
  

 

２．企業集団の状況
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当社グループは、透明で公正な企業活動による「持続的に成長する会社つくり」を基本方針として、

販売力の強化、システム(仕組み)の再構築を推進してまいります。そのために当社は価値提案型企業を

目指し、特殊帯鋼の専門商社として、また、各種産業機械向けの機能部品メーカーとして、環境にも配

慮した独自性の高い商品、製品を提供することにより、多様化するニーズに的確に対応する信頼される

企業として、社会・経済の発展に寄与してまいります。 

当社グループは、経営指標として資本に対する収益性である自己資本利益率(ＲＯＥ)５％台を目標に

収益力の向上に取り組んでまいります。 

当社グループは、持続的な成長を目指して、特殊帯鋼の専門商社及び焼入鋼帯・鈑金加工品のメーカ

ーとして、特殊帯鋼の市場占有率の向上を図るとともに、特殊帯鋼の特性を熟知した加工技術をもつ強

みを活かした製品を自動車のエンジン・ミッション、農業機械、住環境機器などの広範な市場に提供し

てまいります。 

また、価値提案企業として、特殊帯鋼の加工性情報を活用した販売に努め、広幅焼入鋼帯のさらなる

市場創造と、自動車エンジン・ミッション分野へのアッセンブリ製品の展開、農業機械分野へのモジュ

ール製品などの高機能な複合製品の展開をさらに強化するとともに、自社ブランド製品の開発に努めて

まいります。 

今後の海外市場における需要家ニーズへの迅速な対応と新規需要開拓を積極的に推進するために海外

拠点の生産体制、販売体制を強化し、グローバル展開を推進してまいります。 

当社は、環境保全の取り組みを経営上の重点課題の一つと位置づけ、環境マネジメントシステムの国

際規格であるISO14001の活動を全社をあげて推進し、環境への負荷低減に努めるととに、環境にやさし

い製品を生産してまいります。 

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な経営戦略と会社の対処すべき課題

モリテック スチール㈱(5986)平成25年３月期 決算短信

- 6 -



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,327,672 4,850,377

受取手形及び売掛金 7,229,105 5,944,841

電子記録債権 － 191,748

商品及び製品 2,364,041 2,122,237

仕掛品 289,448 321,102

原材料及び貯蔵品 341,967 299,899

繰延税金資産 145,470 98,623

その他 196,567 188,159

貸倒引当金 △3,700 △3,274

流動資産合計 15,890,573 14,013,715

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 951,775 1,115,440

機械装置及び運搬具（純額） 901,244 1,082,731

工具、器具及び備品（純額） 89,928 70,093

土地 1,116,286 1,134,138

リース資産（純額） 42,319 30,061

建設仮勘定 719,053 1,290,250

有形固定資産合計 3,820,607 4,722,716

無形固定資産   

リース資産 34,326 27,365

その他 9,192 11,906

無形固定資産合計 43,518 39,271

投資その他の資産   

投資有価証券 1,412,218 1,493,755

長期貸付金 14,884 12,077

繰延税金資産 125,673 104,231

その他 395,251 405,796

貸倒引当金 △8,640 △8,640

投資その他の資産合計 1,939,387 2,007,220

固定資産合計 5,803,513 6,769,208

資産合計 21,694,086 20,782,924
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,601,886 5,620,316

短期借入金 400,000 471,557

リース債務 33,061 28,021

未払法人税等 162,772 85,274

賞与引当金 190,000 190,000

役員賞与引当金 40,000 40,000

その他 885,982 392,186

流動負債合計 9,313,702 6,827,355

固定負債   

長期借入金 － 1,185,344

リース債務 47,416 32,277

繰延税金負債 － 747

退職給付引当金 568,113 522,289

役員退職慰労引当金 287,086 335,170

固定負債合計 902,616 2,075,828

負債合計 10,216,318 8,903,184

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 8,048,064 8,177,993

自己株式 △40,100 △40,124

株主資本合計 11,326,419 11,456,323

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 210,853 374,899

為替換算調整勘定 △62,012 38,839

繰延ヘッジ損益 － 6,624

その他の包括利益累計額合計 148,840 420,362

少数株主持分 2,507 3,053

純資産合計 11,477,767 11,879,739

負債純資産合計 21,694,086 20,782,924
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：千円)

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 22,647,298

売上原価 19,454,865

売上総利益 3,192,433

販売費及び一般管理費 2,494,303

営業利益 698,129

営業外収益  

受取利息 2,086

受取配当金 26,769

為替差益 26,494

その他 41,567

営業外収益合計 96,917

営業外費用  

支払利息 3,786

営業外費用合計 3,786

経常利益 791,260

特別利益  

固定資産売却益 171

その他 4,135

特別利益合計 4,307

特別損失  

固定資産除却損 4,548

投資有価証券評価損 190,520

その他 1,180

特別損失合計 196,249

税金等調整前当期純利益 599,318

法人税、住民税及び事業税 286,515

法人税等調整額 △18,937

法人税等合計 267,578

少数株主損益調整前当期純利益 331,740

少数株主利益 144

当期純利益 331,596
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 連結包括利益計算書 

(単位：千円)

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 331,740

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 164,046

繰延ヘッジ損益 6,624

為替換算調整勘定 101,253

その他の包括利益合計 271,923

包括利益 603,664

（内訳）  

親会社株主に係る包括利益 603,117

少数株主に係る包括利益 546
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（３）連結株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本  

資本金  

当期首残高 1,848,846

当期変動額  

当期変動額合計 －

当期末残高 1,848,846

資本剰余金  

当期首残高 1,469,608

当期変動額  

当期変動額合計 －

当期末残高 1,469,608

利益剰余金  

当期首残高 8,048,064

当期変動額  

剰余金の配当 △201,667

当期純利益 331,596

当期変動額合計 129,928

当期末残高 8,177,993

自己株式  

当期首残高 △40,100

当期変動額  

自己株式の取得 △24

当期変動額合計 △24

当期末残高 △40,124

株主資本合計  

当期首残高 11,326,419

当期変動額  

剰余金の配当 △201,667

当期純利益 331,596

自己株式の取得 △24

当期変動額合計 129,904

当期末残高 11,456,323
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(単位：千円)

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金  

当期首残高 210,853

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 164,046

当期変動額合計 164,046

当期末残高 374,899

為替換算調整勘定  

当期首残高 △62,012

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 100,851

当期変動額合計 100,851

当期末残高 38,839

繰延ヘッジ損益  

当期首残高 －

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,624

当期変動額合計 6,624

当期末残高 6,624

その他の包括利益累計額合計  

当期首残高 148,840

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 271,521

当期変動額合計 271,521

当期末残高 420,362

少数株主持分  

当期首残高 2,507

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 546

当期変動額合計 546

当期末残高 3,053

純資産合計  

当期首残高 11,477,767

当期変動額  

剰余金の配当 △201,667

当期純利益 331,596

自己株式の取得 △24

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 272,067

当期変動額合計 401,972

当期末残高 11,879,739
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純利益 599,318

減価償却費 495,819

貸倒引当金の増減額（△は減少） △440

退職給付引当金の増減額（△は減少） △45,966

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 48,083

受取利息及び受取配当金 △27,591

支払利息 4,136

固定資産売却損益（△は益） △171

固定資産除却損 4,548

投資有価証券評価損益（△は益） 190,520

受取保険金 △4,135

ゴルフ会員権評価損 1,102

売上債権の増減額（△は増加） 1,105,597

たな卸資産の増減額（△は増加） 279,624

未収消費税等の増減額（△は増加） 11,577

その他の流動資産の増減額（△は増加） 13,615

仕入債務の増減額（△は減少） △2,024,134

未払消費税等の増減額（△は減少） 20,855

その他の流動負債の増減額（△は減少） △139,442

小計 532,916

利息及び配当金の受取額 27,591

利息の支払額 △3,980

法人税等の支払額 △362,771

保険金の受取額 4,135

営業活動によるキャッシュ・フロー 197,892

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 △1,617,266

固定資産の売却による収入 6,379

投資有価証券の取得による支出 △24,837

貸付けによる支出 △4,570

貸付金の回収による収入 7,376

その他 △7,113

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,640,031

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △40,000

リース債務の返済による支出 △34,497

長期借入れによる収入 1,180,938

自己株式の取得による支出 △24

配当金の支払額 △201,171

財務活動によるキャッシュ・フロー 905,244

現金及び現金同等物に係る換算差額 56,883

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △480,010

現金及び現金同等物の期首残高 5,321,157

現金及び現金同等物の期末残高 4,841,146
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該当事項はありません。 

  

主要な連結子会社の名称 
ジュタワン・モリテック(タイランド)株式会社 
モリテックスチールインドネシア株式会社 

モリテックプロダクトサポート株式会社 
上海摩立特克鋼鉄商貿有限公司 
モリテックスチール(ベトナム)会社 
モリテックスチールメキシコ株式会社 

(連結の範囲から除いた理由) 
非連結子会社は、いすれも小規模会社であり、総資産、売上高、当期損益及び利益剰余金 (持分相

当額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため除外しております。 
  

モリテックプロダクトサポート株式会社 
上海摩立特克鋼鉄商貿有限公司 
モリテックスチール(ベトナム)会社 
モリテックスチールメキシコ株式会社 

(持分法を適用しない理由) 
持分法を適用しない非連結子会社は、それぞれ当期純利益及び利益剰余金(持分相当額)等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ、全体として重要性がないため持分法の適用から除外しております。 
  

ジュタワン・モリテック(タイランド)株式会社、モリテックスチールインドネシア株式会社の決算日
は12月31日であり、連結財務諸表の作成にあたっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。
ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。 
  

時価のあるもの 
決算期末日の市場価格等に基づく時価法 
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

時価のないもの 
移動平均法による原価法 

時価法 

先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定) 
ただし、在外子会社は総平均法による原価法 

定率法 
ただし、平成10年４月1日以降取得した建物（附属設備を除く）については定額法 
また、在外子会社は定額法 

ソフトウエアについては社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法 

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1.連結の範囲に関する事項

(1)連結子会社の数          ２社

(2)主要な非連結子会社の名称等

2.持分法の適用に関する事項

(1)持分法を適用した非連結子会社   無
(2)持分法を適用していない非連結子会社の名称等

3.連結子会社の事業年度等に関する事項

4.会計処理基準に関する事項

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法
①有価証券
 その他有価証券

②デリバティブ

③たな卸資産の評価基準及び評価方法

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産 (リース資産を除く)

②無形固定資産 (リース資産を除く)

③リース資産
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売上債権等の貸倒の損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特
定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額により計上しております。 

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額により計上しております。 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産に基づき、
当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。なお、数理計算上の差
異は定額法によりそれぞれ発生の翌期から５年で償却しております。 

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規による期末要支給額相当額を計上しております。 

主に、繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約が付された外貨建金銭債権については、
振当処理によっております。 

 

消費税及び地方消費税は税抜方式によっております。 
  

当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した
有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 
 これにより、従来の方法に比べて、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利
益はそれぞれ18,356千円増加しております。 

(3)重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金

②賞与引当金

③役員賞与引当金

④退職給付引当金

⑤役員退職慰労引当金

(4)重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ対象  外貨建輸出取引（金銭債権）

ヘッジ手段  為替予約取引

ヘッジ方針 ヘッジ対象の範囲内で為替変動リスクを回避する目的でのみヘッジ手段を利用
しております。

(5)消費税等の会計処理方法

（７）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

モリテック スチール㈱(5986)平成25年３月期 決算短信

- 15 -



 
 

   

前連結会計年度は貸借対照表のみが連結であり、連結株主資本等変動計算書は作成しておりません
ので、該当事項はありません。 

  

   

 
(注) 自己株式の増加106株は、単元未満株式の買取によるものであります。 

  

該当事項はありません。 
  

 

   

（８）連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)
前連結会計年度 当連結会計年度

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 15,332,874千円 15,663,565千円
※２ 連結会計年度末日満期手形の処理

連結会計年度末日満期手形の処理については、満期日に決済が行われたものとして処理して
おります。 
なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の満期手形が当連結会計年
度末日残高より除かれております。

前連結会計年度 当連結会計年度
受取手形 364,063千円 308,040千円
支払手形 52,019千円 22,966千円

(連結株主資本等変動計算書関係)

当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首
当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末

普通株式(株) 22,558,063 ― ― 22,558,063

２．自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首
当連結会計年度 

増加株式数

当連結会計年度 

減少株式数
当連結会計年度末

普通株式(株) 150,571 106 ― 150,677

３．新株予約権等に関する事項

４．配当に関する事項
(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成24年６月26日 
定時株主総会

普通株式 201,667 9.00 平成24年３月31日 平成24年６月27日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成25年６月26日 
定時株主総会

普通株式 繰越利益剰余金 201,666 9.00 平成25年３月31日 平成25年６月27日
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当社の報告セグメントは、当社グループ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。 
当社グループは、国内の事業部門として、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。ま
た、海外子会社を設立し、グローバルな事業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」、「鈑金加
工品部門」及び「海外事業」の４つを報告セグメントとしております。 

  

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要
な事項」における記載と概ね同一であります。 
 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 
 セグメント間の内部収益及び振替高は仕切価格に基づいております。 

  

前連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

(単位：千円) 

 
（注）前連結会計年度は、貸借対照表のみが連結対象となるため、資産以外の項目については記載しておりません。 

  
当連結会計年度(自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日) 

(単位：千円) 

   

(セグメント情報等)

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、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

③ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

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 海外事業

売上高

  外部顧客への売上高 ― ― ― ― ―

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―

セグメント利益 ― ― ― ― ―

セグメント資産 8,053,118 484,969 4,651,266 826,738 14,016,093

その他の項目

  減価償却費 ― ― ― ― ―

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 海外事業

売上高

  外部顧客への売上高 13,643,549 1,632,820 6,733,328 637,599 22,647,298

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

1,748,424 314,436 54,764 9,088 2,126,713

計 15,391,974 1,947,257 6,788,092 646,687 24,774,012

セグメント利益 616,807 247,864 751,990 531 1,617,194

セグメント資産 6,867,980 425,317 4,309,434 2,682,737 14,285,470

その他の項目

  減価償却費 16,030 47,400 383,635 18,734 465,800
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(単位：千円) 

 
（注）当社グループは、当連結会計年度より連結損益計算書を作成しているため、前連結会計年度については記

載しておりません。 
  

(単位：千円) 

 
（注）1.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。 

   2.当社グループは、当連結会計年度より連結損益計算書を作成しているため、前連結会計年度については

記載しておりません。 
  

(単位：千円) 

 
（注）全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社建物、投資有価証券等であります。 

  
(単位：千円) 

 
（注）当社グループは、当連結会計年度より連結損益計算書を作成しているため、前連結会計年度については記

載しておりません。 

④ 報告セグメント合計額と連結財務諸表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)

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 ― 24,774,012

セグメント間の内部売上高又は振替高 ― △2,126,713

連結財務諸表の売上高 ― 22,647,298

利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 ― 1,617,194

セグメント間取引消去 ― △10,856

全社費用（注） ― △908,208

連結財務諸表の営業利益 ― 698,129

資産 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 14,016,093 14,285,470

セグメント間取引消去 △855,788 △1,389,573

全社資産（注） 8,533,781 7,887,027

連結財務諸表の資産合計 21,694,086 20,782,924

その他の項目

報告セグメント計 調整額 連結財務諸表計上額

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結 
会計年度

前連結 
会計年度

当連結
会計年度

減価償却費 ― 465,800 ― 36,065 ― 501,865
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(注) １．前連結会計年度は、連結損益計算書を作成していないため、前連結会計年度の１株当たり当期純利益は記載

しておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

(注) 算定上の基礎 

１. １株当たり当期純利益金額 

 
  

２. １株当たり純資産額 

 
  

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

１株当たり純資産額 512円12銭 530円03銭

１株当たり当期純利益金額 ― 14円80銭

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度末
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当期純利益 ― 331,596千円

普通株式に帰属しない金額 ― ―

普通株式に係る当期純利益 ― 331,596千円

普通株式の期中平均株式数 ― 22,407,437株

前連結会計年度末
(平成24年３月31日)

当連結会計年度末
(平成25年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額 11,477,767千円 11,879,739千円

純資産の部の合計額から控除する金額 2,507千円 3,053千円

（うち少数株主持分） (2,507千円) (3,053千円)

普通株式に係る期末の純資産額 11,475,260千円 11,876,686千円

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
期末の普通株式の数

22,407,492株 22,407,386株

(重要な後発事象)
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,041,403 4,321,959

受取手形 2,052,755 1,691,442

売掛金 5,351,826 4,360,090

電子記録債権 － 191,748

商品及び製品 2,224,220 2,038,604

仕掛品 285,099 313,039

原材料及び貯蔵品 297,274 234,249

前渡金 － 374

前払費用 27,250 28,004

関係会社短期貸付金 20,000 －

未収入金 309,512 116,623

繰延税金資産 131,265 88,814

為替予約 － 10,677

その他 57,325 44,606

貸倒引当金 △3,700 △3,100

流動資産合計 15,794,232 13,437,136

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 893,951 846,947

構築物（純額） 35,088 31,248

機械及び装置（純額） 870,149 1,055,791

車両運搬具（純額） 11,957 13,294

工具、器具及び備品（純額） 80,218 56,157

土地 998,073 998,073

リース資産（純額） 42,319 30,061

建設仮勘定 401,028 94,558

有形固定資産合計 3,332,786 3,126,133

無形固定資産   

ソフトウエア 2,996 5,763

電話加入権 5,800 5,800

リース資産 34,326 27,365

無形固定資産合計 43,123 38,929

投資その他の資産   

投資有価証券 1,230,835 1,312,372

関係会社株式 626,216 936,536

関係会社出資金 171,382 171,382

従業員に対する長期貸付金 14,884 12,077

長期前払費用 22 1,006

生命保険積立金 327,449 335,959

繰延税金資産 125,673 62,259

その他 65,168 64,605

貸倒引当金 △8,640 △8,640

投資その他の資産合計 2,552,993 2,887,560

固定資産合計 5,928,903 6,052,624

資産合計 21,723,135 19,489,760
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,185,041 995,898

買掛金 6,411,608 4,544,061

短期借入金 400,000 360,000

リース債務 33,061 28,021

未払金 358,213 258,149

未払法人税等 162,772 83,938

未払消費税等 9,193 30,048

未払費用 51,376 52,587

預り金 11,842 12,934

賞与引当金 190,000 190,000

役員賞与引当金 40,000 40,000

設備関係支払手形 371,324 61,251

為替予約 38,218 －

その他 452 61,650

流動負債合計 9,263,104 6,718,539

固定負債   

リース債務 47,416 32,277

退職給付引当金 567,389 521,079

役員退職慰労引当金 287,086 335,170

固定負債合計 901,893 888,527

負債合計 10,164,997 7,607,066

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,848,846 1,848,846

資本剰余金   

資本準備金 1,469,608 1,469,608

資本剰余金合計 1,469,608 1,469,608

利益剰余金   

利益準備金 462,211 462,211

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 100,354 97,219

別途積立金 6,600,000 6,800,000

繰越利益剰余金 930,075 863,408

利益剰余金合計 8,092,641 8,222,839

自己株式 △40,100 △40,124

株主資本合計 11,370,996 11,501,170

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 210,853 374,899

繰延ヘッジ損益 △23,710 6,624

評価・換算差額等合計 187,142 381,523

純資産合計 11,558,138 11,882,693

負債純資産合計 21,723,135 19,489,760
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（２）損益計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高   

製品売上高 8,797,974 8,539,895

商品売上高 16,128,282 13,865,590

売上高合計 24,926,256 22,405,485

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 511,338 463,775

当期製品製造原価 7,143,886 6,934,839

合計 7,655,224 7,398,615

製品期末たな卸高 463,775 496,926

製品売上原価 7,191,449 6,901,688

商品売上原価   

商品期首たな卸高 1,418,619 1,760,444

当期商品仕入高 14,978,000 12,141,181

合計 16,396,620 13,901,626

商品期末たな卸高 1,760,444 1,541,677

商品売上原価 14,636,175 12,359,949

売上原価合計 21,827,625 19,261,637

売上総利益 3,098,631 3,143,848

販売費及び一般管理費 2,278,515 2,435,394

営業利益 820,116 708,454

営業外収益   

受取利息 1,075 821

受取配当金 28,156 26,769

受取賃貸料 6,235 6,280

助成金収入 125 2,861

関係会社への設備転売差益 5,812 40,929

為替差益 － 3,748

その他 29,615 26,083

営業外収益合計 71,020 107,496

営業外費用   

支払利息 3,546 3,875

為替差損 833 －

その他 123 －

営業外費用合計 4,503 3,875

経常利益 886,633 812,075
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 479 171

受取保険金 2,828 4,135

その他 52 －

特別利益合計 3,360 4,307

特別損失   

固定資産除却損 9,654 4,548

投資有価証券評価損 － 190,520

ゴルフ会員権売却損 1,301 －

その他 122 1,180

特別損失合計 11,078 196,249

税引前当期純利益 878,914 620,132

法人税、住民税及び事業税 392,501 284,135

法人税等調整額 54,193 4,131

法人税等合計 446,694 288,267

当期純利益 432,220 331,865
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（３）株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,848,846 1,848,846

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,848,846 1,848,846

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 1,469,608 1,469,608

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,469,608 1,469,608

資本剰余金合計   

当期首残高 1,469,608 1,469,608

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,469,608 1,469,608

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 462,211 462,211

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 462,211 462,211

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

当期首残高 95,808 100,354

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 10,065 －

固定資産圧縮積立金の取崩 △5,519 △3,134

当期変動額合計 4,545 △3,134

当期末残高 100,354 97,219

別途積立金   

当期首残高 6,400,000 6,600,000

当期変動額   

別途積立金の積立 200,000 200,000

当期変動額合計 200,000 200,000

当期末残高 6,600,000 6,800,000

繰越利益剰余金   

当期首残高 904,091 930,075

当期変動額   

剰余金の配当 △201,689 △201,667

固定資産圧縮積立金の積立 △10,065 －

固定資産圧縮積立金の取崩 5,519 3,134

別途積立金の積立 △200,000 △200,000

当期純利益 432,220 331,865

当期変動額合計 25,984 △66,667

当期末残高 930,075 863,408
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

利益剰余金合計   

当期首残高 7,862,111 8,092,641

当期変動額   

剰余金の配当 △201,689 △201,667

固定資産圧縮積立金の積立 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

当期純利益 432,220 331,865

当期変動額合計 230,530 130,198

当期末残高 8,092,641 8,222,839

自己株式   

当期首残高 △39,312 △40,100

当期変動額   

自己株式の取得 △787 △24

当期変動額合計 △787 △24

当期末残高 △40,100 △40,124

株主資本合計   

当期首残高 11,141,253 11,370,996

当期変動額   

剰余金の配当 △201,689 △201,667

自己株式の取得 △787 △24

当期純利益 432,220 331,865

当期変動額合計 229,742 130,174

当期末残高 11,370,996 11,501,170

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 252,921 210,853

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △42,068 164,046

当期変動額合計 △42,068 164,046

当期末残高 210,853 374,899

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 － △23,710

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △23,710 30,335

当期変動額合計 △23,710 30,335

当期末残高 △23,710 6,624

評価・換算差額等合計   

当期首残高 252,921 187,142

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △65,779 194,381

当期変動額合計 △65,779 194,381

当期末残高 187,142 381,523
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

純資産合計   

当期首残高 11,394,175 11,558,138

当期変動額   

剰余金の配当 △201,689 △201,667

自己株式の取得 △787 △24

当期純利益 432,220 331,865

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △65,779 194,381

当期変動額合計 163,963 324,555

当期末残高 11,558,138 11,882,693
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６．その他

（１）役員の異動 (平成25年６月26日付予定)

1.代表取締役の異動

代表取締役 
取締役会長

清水 正廣 現
代表取締役 
取締役社長

代表取締役 
取締役社長

永見 研二 現
代表取締役 
専務取締役

監査役(常勤) 五島 吉朗 現
代表取締役 
取締役副社長

2.新任取締役候補

取締役 
三重大山田工場長

速水 宏祐 現 三重大山田工場長

3.退任予定監査役

監査役(常勤) 橋本 清司

4.役職の異動

常務取締役 
本社統括本部長兼総務部長 松下 善紀 現

取締役 
総務部長
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