
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
       

 
       

 
 (％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６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 ％

26年３月期第１四半期 5,783 △3.1 147 △29.5 222 △3.9 130 188.2
25年３月期第１四半期 5,970 － 209 － 231 － 45 －

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 323百万円( 316.2％) 25年３月期第１四半期 77百万円( －％)

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

26年３月期第１四半期 5.83 －
25年３月期第１四半期 2.02 －

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第１四半期 21,309 12,021 56.4
25年３月期 20,782 11,879 57.1

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 12,018百万円 25年３月期 11,876百万円

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

25年３月期 － － － 9.00 9.00
26年３月期 －

26年３月期(予想) － － 9.00 9.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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）

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

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

 

     

 詳細は、添付資料P.2「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）当四半期連結累計期間における重

要な子会社の異動」をご覧ください。 
  

     

(注)詳細は、添付資料P.2「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に 

特有の会計処理の適用」をご覧ください。 
  

     

     

  

 

 
  

 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 有

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 １社（社名） モリテックスチールメキシコ株式会社 、除外 －社（社名） －

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（３）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

（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) 26年３月期１Ｑ 22,558,063株 25年３月期 22,558,063株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 150,732株 25年３月期 150,677株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 22,407,350株 25年３月期１Ｑ 22,407,492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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説

明」をご覧ください。
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権による金融政策への期待感などから円高是
正・株高基調で推移し、景況感が改善されつつあるものの、海外経済の減速懸念など依然として先行き
不透明な状況が続きました。 
 このような状況下におきまして、当第１四半期連結累計期間の売上高は57億8千3百万円と前年同四半
期比3.1％減少し、営業利益につきましても1億4千7百万円と前年同四半期比29.5％減少いたしました。
 経常利益は2億2千2百万円と前年同四半期比3.9％減少いたしましたが、四半期純利益は1億3千万円と
前年同四半期比188.2％の増加となりました。 
 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、普通鋼等の鋼材を販売しております商
事部門は、売上高は34億8千3百万円と前年同四半期比6.0％減少、セグメント利益（営業利益）は1億6
千1百万円と前年同四半期比13.5％減少となりました。 
 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4億2千6百万円と前年同四半期比5.9％減少、セグメント利益（営業利益）は8
千1百万円と前年同四半期比27.1％増加となりました。鈑金加工品部門は、売上高は16億4千3百万円と
前年同四半期比1.3％減少、セグメント利益（営業利益）は1億7千3百万円と前年同四半期比7.2％減少
となりました。 
 また、海外事業につきましては、売上高は2億2千9百万円と54.7％増加となりましたが、セグメント
損失（営業損失）1千1百万円（前年同四半期は5百万円の利益）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は213億9百万円(前連結会計年度末は207億8千2百万円)とな
り、5億2千6百万円の増加となりました。主な要因としては、受取手形及び売掛金が3億8千9百万円、建
設仮勘定が2億5千2百万円増加したこと等によります。 

  

当第１四半期連結会計期間末の負債は92億8千7百万円(前連結会計年度末は89億3百万円)となり、3億
8千4百万円の増加となりました。主な要因としては、未払費用が2億3千万円、長期借入金が1億2千4百
万円増加したこと等によります。 

  

当第１四半期連結会計期間末の純資産は120億2千1百万円(前連結会計年度末は118億7千9百万円)とな
り、1億4千2百万円の増加となりました。主な要因としては、為替換算調整勘定が1億2千1百万円増加し
たこと等によります。 

  

当第１四半期連結累計期間におきまして、急激な為替相場の変動により、為替差益4千7百万円を営業
外収益に計上しております。 
 上記の金額は、主に当社グループの外貨建負債の期末為替レートによる評価替えで発生したものであ
り、今後の為替相場の動向により変動する可能性があります。また、景況感に改善の兆しはあるもの
の、先行きに対する不透明な要素が多いことから、平成25年５月10日に発表いたしました平成26年３月
期の第２四半期連結累計期間および通期の連結業績予想は変更いたしておりません。 

  

前連結会計年度において非連結子会社であったモリテックスチールメキシコ株式会社は、重要性が増
したため、当第１四半期連結累計期間より連結の範囲に含めております。 

  

税金費用については、当連結会計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。 

  

該当事項はありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（総資産）

（負債）

（純資産）

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結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)

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,850,377 4,499,612

受取手形及び売掛金 5,944,841 6,334,628

電子記録債権 191,748 234,801

商品及び製品 2,122,237 1,865,922

仕掛品 321,102 350,318

原材料及び貯蔵品 299,899 388,632

その他 286,783 312,373

貸倒引当金 △3,274 △4,536

流動資産合計 14,013,715 13,981,752

固定資産   

有形固定資産 4,722,716 5,175,668

無形固定資産 39,271 34,870

投資その他の資産   

投資有価証券 1,493,755 1,615,199

その他 522,105 510,917

貸倒引当金 △8,640 △8,640

投資その他の資産合計 2,007,220 2,117,476

固定資産合計 6,769,208 7,328,016

資産合計 20,782,924 21,309,768
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,620,316 5,660,140

短期借入金 471,557 481,119

未払法人税等 85,274 97,387

未払消費税等 30,048 35,212

賞与引当金 190,000 100,000

役員賞与引当金 40,000 10,000

その他 390,159 740,046

流動負債合計 6,827,355 7,123,906

固定負債   

長期借入金 1,185,344 1,309,519

退職給付引当金 522,289 535,030

役員退職慰労引当金 335,170 282,000

その他 33,025 37,369

固定負債合計 2,075,828 2,163,919

負債合計 8,903,184 9,287,826

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 8,177,993 8,127,029

自己株式 △40,124 △40,140

株主資本合計 11,456,323 11,405,344

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 374,899 453,041

繰延ヘッジ損益 6,624 －

為替換算調整勘定 38,839 159,918

その他の包括利益累計額合計 420,362 612,960

少数株主持分 3,053 3,638

純資産合計 11,879,739 12,021,942

負債純資産合計 20,782,924 21,309,768
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 5,970,828 5,783,373

売上原価 5,144,729 4,965,493

売上総利益 826,099 817,880

販売費及び一般管理費 616,819 670,350

営業利益 209,279 147,529

営業外収益   

受取利息 93 808

受取配当金 12,492 12,347

為替差益 － 47,293

その他 11,128 16,088

営業外収益合計 23,714 76,537

営業外費用   

支払利息 971 976

その他 105 230

営業外費用合計 1,077 1,206

経常利益 231,916 222,860

特別利益   

固定資産売却益 394 －

特別利益合計 394 －

特別損失   

固定資産除却損 676 319

投資有価証券評価損 149,992 －

特別損失合計 150,668 319

税金等調整前四半期純利益 81,643 222,540

法人税等 36,310 91,807

少数株主損益調整前四半期純利益 45,332 130,732

少数株主利益 22 168

四半期純利益 45,310 130,564
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 45,332 130,732

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △17,929 78,142

繰延ヘッジ損益 － △6,624

為替換算調整勘定 50,392 121,495

その他の包括利益合計 32,462 193,014

四半期包括利益 77,795 323,747

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 77,547 323,162

少数株主に係る四半期包括利益 247 584
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該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（重要な後発事象）
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