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(百万円未満切捨て)
１．平成29年３月期の連結業績（平成28年４月１日～平成29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
親会社株主に帰属する

当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年３月期 26,712 2.3 692 74.4 559 145.7 531 150.8

28年３月期 26,100 3.4 397 △31.7 227 △60.9 211 △10.2
(注) 包括利益 29年３月期 739百万円( －％) 28年３月期 △351百万円( －％)
　

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 ％ ％ ％

29年３月期 23.71 － 4.3 2.4 2.6

28年３月期 9.45 － 1.7 1.0 1.5
(参考) 持分法投資損益 29年３月期 △20百万円 28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

29年３月期 23,105 12,711 54.8 564.72

28年３月期 23,305 12,274 52.5 545.71
(参考) 自己資本 29年３月期 12,653百万円 28年３月期 12,227百万円
　

　

（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

29年３月期 864 31 △912 3,929

28年３月期 1,191 △116 △993 4,037
　

　　

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 ％ ％

28年３月期 － － － 10.00 10.00 224 105.8 1.8

29年３月期 － － － 10.00 10.00 224 42.2 1.8

30年３月期(予想) － － － 10.00 10.00 41.5
　

　

３．平成30年３月期の連結業績予想（平成29年４月１日～平成30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
親会社株主に帰属
する当期純利益

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) 14,000 6.8 350 33.1 370 158.0 280 215.4 12.50

通 期 28,000 4.8 680 △1.8 700 25.1 540 1.7 24.10
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※ 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) ： 無

　 新規 －社 (社名)－ 、除外 －社 (社名)－
　

　

（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 ： 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) 29年３月期 22,558,063株 28年３月期 22,558,063株

② 期末自己株式数 29年３月期 152,076株 28年３月期 152,016株

③ 期中平均株式数 29年３月期 22,406,036株 28年３月期 22,406,138株
　

　

(参考) 個別業績の概要
１．平成29年３月期の個別業績（平成28年４月１日～平成29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 ％

29年３月期 22,062 △4.7 383 △9.7 481 △16.2 △355 －

28年３月期 23,155 △4.4 425 △28.8 575 △18.5 441 11.5
　

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

29年３月期 △15.88 －

28年３月期 19.68 －
　

　

（２）個別財政状態

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

29年３月期 20,050 12,308 61.4 549.34

28年３月期 20,432 12,683 62.1 566.08

(参考) 自己資本 29年３月期 12,308百万円 28年３月期 12,683百万円
　　

　

※ 決算短信は監査の対象外です
　

※ 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３ページ「１.経営成績等
の概況（４）今後の見通し」をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境は改善しているものの、為替の不安定な動き、英国のＥＵ離

脱問題、米国の新政権移行による政策動向の不確実性など先行き不透明な状況で推移いたしました。

　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267億1千2百万円と前連結会計年度比2.3％増加、営

業利益は6億9千2百万円と前連結会計年度比74.4％増加、経常利益は5億5千9百万円と前連結会計年度比145.7％増加、親

会社株主に帰属する当期純利益は5億3千1百万円と前連結会計年度比150.8％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、普通鋼等を販売しております商事部門では、売上高は

156億7千9百万円と前連結会計年度比5.3％増加し、セグメント利益（営業利益)は6億2千1百万円と前連結会計年度比

12.1％の増加となりました。

　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14億5千4百万円と前連結会計年度比3.4％減少し、セグメント利益（営業利益）は1億8千7百万円と前連結会計年

度比0.5％の減少となりました。鈑金加工品部門につきましては売上高は66億5千6百万円と前連結会計年度比3.6％減少

し、セグメント利益（営業利益）は7億3千1百万円と前連結会計年度比3.5％の減少となりました。

　また、海外事業につきましては、売上高は29億2千1百万円と前連結会計年度比4.4％増加し、セグメント利益（営業利

益）は2億7千1百万円（前連結会計年度は8千1百万円の損失）となりました。

　なお、前連結会計年度から日輪鋼業株式会社を連結の範囲に含めておりますが、前連結会計年度における会計期間は

平成27年10月21日から平成28年３月31日までの５か月11日間となっております。

セグメント別売上高

区 分

前 期

自 平成27年４月１日

至 平成28年３月31日

当 期

自 平成28年４月１日

至 平成29年３月31日
比較増減額 増減率

金額 構成比 金額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

特殊帯鋼 10,152 38.9 10,944 41.0 792 7.8

普通鋼 3,421 13.1 3,147 11.8 △273 △8.0

その他 1,314 5.0 1,587 5.9 272 20.8

商事部門 14,888 57.0 15,679 58.7 791 5.3

焼入鋼帯部門 1,505 5.8 1,454 5.4 △50 △3.4

鈑金加工品部門 6,908 26.5 6,656 24.9 △251 △3.6

海外事業 2,798 10.7 2,921 11.0 123 4.4

合 計 26,100 100.0 26,712 100.0 612 2.3

（２）当期の財政状態の概況
　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2億円減少し、231億5百万円となりました。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、主に電子記録債権の増加により149億5千5百万円（前連結会計年度末比1億1千3百万円増加）

となりました。

　（ロ）固定資産

固定資産の残高は、主に土地の減少により81億4千9百万円（前連結会計年度末比3億1千3百万円減少）となりまし

た。

　（ハ）流動負債

流動負債の残高は、主に短期借入金、未払法人税等の減少により81億4千万円（前連結会計年度末比1億9千9百万

円減少）となりました。

　（二）固定負債

固定負債の残高は、主に長期借入金の減少により22億5千2百万円（前連結会計年度末比4億3千7百万円減少）とな

りました。

　（ホ）純資産

純資産の残高は、主にその他有価証券評価差額金の増加により127億1千1百万円（前連結会計年度末比4億3千7百

万円増加）となりました。
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（３）当期のキャッシュ・フローの概況
　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1億8百万円減少し、39億2千9百万円となり

ました。

　当連結会計年度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、税金等調整前当期純利益を8億2千2百万円、非資

金項目である減価償却費を6億2千万円計上したほか、売上債権の増加5億2千2百万円、仕入債務の増加1億8千3百万

円、法人税等の支払い3億3千2百万円、たな卸資産の減少2億1千万円等により、8億6千4百万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、固定資産の取得による支出7億6千1百万円、固定

資産の売却による収入8億1千1百万円等により、3千1百万円の資金増加となりました。

(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、長期借入金の返済による支出6億5千3百万円、配

当金の支払い2億2千3百万円等により、9億1千2百万円の資金減少となりました。

　

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成25年３月期 平成26年３月期 平成27年３月期 平成28年３月期 平成29年３月期

自己資本比率（％） 57.1 54.7 54.2 52.5 54.8

時価ベースの自己資本比率
（％）

29.8 30.8 30.1 24.2 29.0

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（年）

8.4 3.0 6.3 2.1 2.0

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

49.7 19.0 8.0 20.9 19.3

　自己資本比率：自己資本／総資産

　時価ベ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。

（４）今後の見通し

　今後のわが国経済は、雇用・所得環境の改善など回復基調の継続が期待されますが、英国のＥＵ離脱問題、米国の政

策動向に伴う金融・為替市場の変動や世界的な保護主義の広がりに対する懸念など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280億円、営業利益6億8千万円、経常利益7億円、親会社

株主に帰属する当期純利益5億4千万円を予想しております。

（５）継続企業の前提に関する重要事象等

　該当事項はありません。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　当社グループは日本基準で連結財務諸表を作成しております。国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）につきましては、国内

外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当連結会計年度
(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,142,630 3,982,575

受取手形及び売掛金 6,183,071 6,374,614

電子記録債権 817,274 1,136,421

商品及び製品 2,648,919 2,474,161

仕掛品 336,913 362,024

原材料及び貯蔵品 463,316 375,733

繰延税金資産 99,437 98,313

その他 160,274 162,512

貸倒引当金 △9,111 △10,618

流動資産合計 14,842,726 14,955,737

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,479,600 1,779,964

機械装置及び運搬具（純額） 2,180,478 1,899,318

工具、器具及び備品（純額） 168,598 111,307

土地 1,979,280 1,490,124

リース資産（純額） 97,811 89,134

建設仮勘定 144,509 93,270

有形固定資産合計 6,050,278 5,463,120

無形固定資産

リース資産 41,265 41,473

その他 40,510 34,256

無形固定資産合計 81,775 75,730

投資その他の資産

投資有価証券 1,559,209 1,826,670

長期貸付金 11,049 9,469

繰延税金資産 110,330 37,472

退職給付に係る資産 105,469 126,179

その他 552,895 619,276

貸倒引当金 △8,640 △8,640

投資その他の資産合計 2,330,315 2,610,428

固定資産合計 8,462,368 8,149,279

資産合計 23,305,095 23,105,016
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当連結会計年度
(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,156,462 6,300,495

短期借入金 1,108,439 956,590

リース債務 33,001 34,567

未払法人税等 194,269 87,335

賞与引当金 227,639 233,409

役員賞与引当金 42,000 44,000

その他 578,637 484,555

流動負債合計 8,340,449 8,140,953

固定負債

長期借入金 1,384,192 788,173

リース債務 114,936 104,617

繰延税金負債 87,468 186,179

役員退職慰労引当金 372,188 418,539

退職給付に係る負債 731,021 754,639

固定負債合計 2,689,806 2,252,148

負債合計 11,030,256 10,393,102

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 8,370,329 8,599,271

自己株式 △40,534 △40,552

株主資本合計 11,648,249 11,877,173

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 410,875 632,161

為替換算調整勘定 189,949 156,024

退職給付に係る調整累計額 △21,850 △12,346

その他の包括利益累計額合計 578,974 775,839

非支配株主持分 47,614 58,901

純資産合計 12,274,838 12,711,914

負債純資産合計 23,305,095 23,105,016
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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)
前連結会計年度

(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

売上高 26,100,182 26,712,948

売上原価 22,588,550 22,879,481

売上総利益 3,511,631 3,833,467

販売費及び一般管理費 3,114,403 3,140,749

営業利益 397,228 692,717

営業外収益

受取利息 7,735 4,047

受取配当金 45,058 35,997

その他 108,690 51,455

営業外収益合計 161,485 91,500

営業外費用

支払利息 57,129 44,898

持分法による投資損失 － 20,992

為替差損 270,657 149,996

その他 3,152 8,749

営業外費用合計 330,939 224,637

経常利益 227,774 559,580

特別利益

固定資産売却益 54,495 340,445

投資有価証券売却益 179,032 －

負ののれん発生益 118,933 －

受取保険金 11,490 －

その他 11,723 －

特別利益合計 375,675 340,445

特別損失

ゴルフ会員権売却損 1,458 －

段階取得に係る差損 5,610 －

固定資産売却損 101 52,788

固定資産除却損 4,398 4,282

投資有価証券評価損 1,001 97

事務所移転費用 － 20,708

その他 57 －

特別損失合計 12,626 77,876

税金等調整前当期純利益 590,823 822,150

法人税、住民税及び事業税 316,930 211,210

法人税等調整額 60,806 69,261

法人税等合計 377,737 280,471

当期純利益 213,086 541,678

非支配株主に帰属する当期純利益 1,287 10,471

親会社株主に帰属する当期純利益 211,798 531,207
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当期純利益 213,086 541,678

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △397,649 222,153

為替換算調整勘定 △176,054 △76,407

退職給付に係る調整額 8,779 9,503

持分法適用会社に対する持分相当額 － 42,429

その他の包括利益合計 △564,924 197,680

包括利益 △351,838 739,358

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △350,184 728,071

非支配株主に係る包括利益 △1,654 11,287
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,848,846 1,469,608 8,382,594 △40,436 11,660,612

当期変動額

剰余金の配当 △224,063 △224,063

親会社株主に帰属す

る当期純利益
211,798 211,798

自己株式の取得 △98 △98

持分法の適用範囲の

変動
－

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － △12,264 △98 △12,362

当期末残高 1,848,846 1,469,608 8,370,329 △40,534 11,648,249

その他の包括利益累計額

非支配株主持分その他有価証券評価差

額金
為替換算調整勘定

退職給付に係る調整累

計額

その他の包括利益累計

額合計

当期首残高 808,525 365,683 △30,630 1,143,578 3,714

当期変動額

剰余金の配当

親会社株主に帰属す

る当期純利益

自己株式の取得

持分法の適用範囲の

変動

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△397,649 △175,733 8,779 △564,603 43,899

当期変動額合計 △397,649 △175,733 8,779 △564,603 43,899

当期末残高 410,875 189,949 △21,850 578,974 47,614

純資産合計

当期首残高 12,807,905

当期変動額

剰余金の配当 △224,063

親会社株主に帰属す

る当期純利益
211,798

自己株式の取得 △98

持分法の適用範囲の

変動
－

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△520,703

当期変動額合計 △533,066

当期末残高 12,274,838
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当連結会計年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,848,846 1,469,608 8,370,329 △40,534 11,648,249

当期変動額

剰余金の配当 △224,060 △224,060

親会社株主に帰属す

る当期純利益
531,207 531,207

自己株式の取得 △17 △17

持分法の適用範囲の

変動
△78,205 △78,205

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － 228,941 △17 228,923

当期末残高 1,848,846 1,469,608 8,599,271 △40,552 11,877,173

その他の包括利益累計額

非支配株主持分その他有価証券評価差

額金
為替換算調整勘定

退職給付に係る調整累

計額

その他の包括利益累計

額合計

当期首残高 410,875 189,949 △21,850 578,974 47,614

当期変動額

剰余金の配当

親会社株主に帰属す

る当期純利益

自己株式の取得

持分法の適用範囲の

変動

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

221,285 △33,925 9,503 196,864 11,287

当期変動額合計 221,285 △33,925 9,503 196,864 11,287

当期末残高 632,161 156,024 △12,346 775,839 58,901

純資産合計

当期首残高 12,274,838

当期変動額

剰余金の配当 △224,060

親会社株主に帰属す

る当期純利益
531,207

自己株式の取得 △17

持分法の適用範囲の

変動
△78,205

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

208,151

当期変動額合計 437,075

当期末残高 12,711,914
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29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 590,823 822,150

減価償却費 642,213 620,328

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,226 1,506

負ののれん発生益 △118,933 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,611 5,772

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 2,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 44,925 34,468

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △16,590 △17,704

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,625 46,351

受取利息及び受取配当金 △52,794 △40,045

支払利息 57,129 44,898

為替差損益（△は益） 195,521 184,783

持分法による投資損益（△は益） － 20,992

固定資産売却損益（△は益） △54,860 △287,657

固定資産除却損 4,398 4,282

投資有価証券売却損益（△は益） △179,032 －

投資有価証券評価損益（△は益） 1,001 97

受取保険金 △11,490 －

段階取得に係る差損益（△は益） 5,610 －

売上債権の増減額（△は増加） 455,334 △522,830

たな卸資産の増減額（△は増加） 258,061 210,744

その他の流動資産の増減額（△は増加） 69,810 △19,133

仕入債務の増減額（△は減少） △606,260 183,905

未払消費税等の増減額（△は減少） 8,446 △31,548

その他の流動負債の増減額（△は減少） 107,376 △59,921

小計 1,410,698 1,203,441

利息及び配当金の受取額 49,236 37,759

利息の支払額 △57,107 △44,888

法人税等の支払額 △222,776 △332,096

保険金の受取額 11,490 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,191,540 864,215

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 △751,080 △761,653

固定資産の売却による収入 107,968 811,362

投資有価証券の取得による支出 △15,357 △12,603

投資有価証券の売却による収入 299,969 5,050

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

202,409 －

貸付けによる支出 △6,110 △3,260

貸付金の回収による収入 4,687 4,839

定期預金の預入による支出 － △150,000

定期預金の払戻による収入 60,232 200,000

その他 △19,646 △62,665

投資活動によるキャッシュ・フロー △116,927 31,069
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

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 △54,600 －

リース債務の返済による支出 △39,267 △35,628

長期借入金の返済による支出 △674,692 △653,229

自己株式の取得による支出 △98 △17

配当金の支払額 △224,461 △223,722

財務活動によるキャッシュ・フロー △993,119 △912,599

現金及び現金同等物に係る換算差額 △73,124 △90,802

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,368 △108,116

現金及び現金同等物の期首残高 4,029,083 4,037,452

現金及び現金同等物の期末残高 4,037,452 3,929,335
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（５）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)

該当事項はありません。

(会計方針の変更)

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第32号 平成28年６月17日）を当連結会計年度に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備

及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　この結果、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3百万円増加しており

ます。

決算短信（宝印刷） 2017年05月11日 14時04分 14ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



モリテック スチール㈱(5986)平成29年３月期 決算短信

― 13 ―

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

１ 報告セグメントの概要

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。

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

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。

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

前連結会計年度(自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日)

(単位：千円)

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 14,888,546 1,505,279 6,908,064 2,798,291 26,100,182

セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,129,682 450,232 311,460 151,991 3,043,367

計 17,018,228 1,955,512 7,219,525 2,950,283 29,143,549

セグメント利益 554,240 188,610 758,093 △81,723 1,419,221

セグメント資産 8,861,907 369,931 4,220,138 4,534,574 17,986,552

その他の項目

減価償却費 15,771 48,528 309,383 274,072 647,755

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

61,179 22,393 652,645 70,109 806,327

当連結会計年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)

(単位：千円)

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 15,679,799 1,454,682 6,656,822 2,921,643 26,712,948

セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,936,390 382,621 351,931 58,869 2,729,812

計 17,616,189 1,837,303 7,008,754 2,980,513 29,442,761

セグメント利益 621,088 187,679 731,883 271,634 1,812,285

セグメント資産 8,730,855 345,511 4,650,420 4,066,024 17,792,811

その他の項目

減価償却費 18,034 42,078 321,245 247,164 628,523

持分法投資損失（△） ― ― ― △20,992 △20,992

持分法適用会社への
　投資額

― ― ― 58,916 58,916

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

568,658 32,040 165,364 26,751 792,815
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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)

(単位：千円)

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 29,143,549 29,442,761

セグメント間の内部売上高又は振替高 △3,043,367 △2,729,812

連結財務諸表の売上高 26,100,182 26,712,948

(単位：千円)

利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 1,419,221 1,812,285

セグメント間の取引消去 57,896 38,205

全社費用（注） △1,079,888 △1,157,773

連結財務諸表の営業利益 397,228 692,717

（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)

資産 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 17,986,552 17,792,811

セグメント間の取引消去 △3,125,543 △2,325,886

全社資産（注） 8,444,086 7,638,091

連結財務諸表の資産合計 23,305,095 23,105,016

（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)

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 647,755 628,523 △5,542 △8,194 642,213 620,328

持分法投資損失（△） ― △20,992 ― ― ― △20,992

持分法適用会社への投資額 ― 58,916 ― ― ― 58,916

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

806,327 792,815 ― 23,910 806,327 816,725

（注）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に本社社屋の設備投資額であります。
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(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)

１株当たり純資産額 545.71円 564.72円

１株当たり当期純利益金額 9.45円 23.71円

(注) １．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。

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

　親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 211,798 531,207

　普通株主に帰属しない金額(千円) － －

　普通株式に係る親会社株主に帰属する
　当期純利益(千円)

211,798 531,207

　普通株式の期中平均株式数(株) 22,406,138 22,406,036

３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当連結会計年度

(平成29年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 12,274,838 12,711,914

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 47,614 58,901

(うち非支配株主持分(千円)) (47,614) (58,901)

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 12,227,224 12,653,012

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(株)

22,406,047 22,405,987

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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