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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第１四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年３月期第１四半期 7,149 9.9 253 109.7 360 196.3 278 188.6

29年３月期第１四半期 6,503 3.2 120 △56.1 121 △57.5 96 △37.3
(注) 包括利益 30年３月期第１四半期 346百万円( －％) 29年３月期第１四半期 △37百万円( －％)
　

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

30年３月期第１四半期 12.41 －

29年３月期第１四半期 4.30 －
　

　

（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 ％

30年３月期第１四半期 23,589 12,834 54.2

29年３月期 23,105 12,711 54.8
(参考) 自己資本 30年３月期第１四半期 12,774百万円 29年３月期 12,653百万円
　

　　

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

29年３月期 － － － 10.00 10.00

30年３月期 －

30年３月期(予想) － － 10.00 10.00
(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 33.1 470 227.8 350 294.3 15.62

通期 28,000 4.8 680 △1.8 700 25.1 540 1.7 24.10
(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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※ 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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） － 、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
　

(注)詳細は、添付資料P.7「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項(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。

　

（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) 30年３月期１Ｑ 22,558,063株 29年３月期 22,558,063株

② 期末自己株式数 30年３月期１Ｑ 152,141株 29年３月期 152,076株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期１Ｑ 22,405,940株 29年３月期１Ｑ 22,406,047株
　

　

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 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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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

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用環境の改善や個人消費に緩やかな持ち直しの動きが見ら

れましたが、米国の政策動向や英国のＥＵ離脱交渉の行方など政治リスクもあり、依然として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、当第１四半期連結累計期間の売上高は71億4千9百万円と前年同四半期比9.9％増

加し、営業利益につきましても2億5千3百万円と前年同四半期比109.7％増加いたしました。

　経常利益は3億6千万円と前年同四半期比196.3％増加し、親会社株主に帰属する四半期純利益につきましても2億7

千8百万円と前年同四半期比188.6％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41億2千2百万円と前年同四半期比7.3％増加、セグメント利益（営業利益）は1億1千9百万円と前年同四半

期比13.8％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3億8千8百万円と前年同四半期比11.5％増加、セグメント利益（営業利益）は6千2百万円と前年同四半

期比52.3％増加となりました。鈑金加工品部門は、売上高は18億2千7百万円と前年同四半期比16.2％増加、セグメ

ント利益（営業利益）は2億4千5百万円と前年同四半期比68.3％増加となりました。

　また、海外事業につきましては、売上高は8億1千万円と9.5％増加、セグメント利益（営業利益）は8千3百万円と

前年同四半期比37.3％増加となりました。

　なお、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（ベトナム）会社を、重要性が増した

ため、当第１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。

（２）財政状態に関する説明

（総資産）

当第１四半期連結会計期間末の総資産は235億8千9百万円(前連結会計年度末は231億5百万円)となり、4億8千4百

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3億6千万円、商品及び製品が1億2千4百万円増

加したこと等によります。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末の負債は107億5千5百万円(前連結会計年度末は103億9千3百万円)となり、3億6千2百

万円の増加となりました。主な要因としては、支払手形及び買掛金が4億2千万円増加したこと等によります。

（純資産）

当第１四半期連結会計期間末の純資産は128億3千4百万円(前連結会計年度末は127億1千1百万円)となり、1億2千2

百万円の増加となりました。主な要因としては、利益剰余金が5千4百万円、その他有価証券評価差額金が6千4百万

円増加したこと等によります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

経営環境等を勘案して、平成29年５月12日発表の第２四半期業績予想を変更いたしました。

決算短信（宝印刷） 2017年07月31日 17時26分 4ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



モリテック スチール㈱(5986) 平成30年３月期 第１四半期決算短信

― 3 ―

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,982,575 3,906,234

受取手形及び売掛金 6,374,614 6,735,285

電子記録債権 1,136,421 1,189,759

商品及び製品 2,474,161 2,598,995

仕掛品 362,024 388,897

原材料及び貯蔵品 375,733 326,513

その他 260,825 301,186

貸倒引当金 △10,618 △9,428

流動資産合計 14,955,737 15,437,444

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,779,964 1,779,388

機械装置及び運搬具（純額） 1,899,318 1,888,107

工具、器具及び備品（純額） 111,307 127,087

土地 1,490,124 1,489,963

リース資産（純額） 89,134 89,879

建設仮勘定 93,270 64,074

有形固定資産合計 5,463,120 5,438,502

無形固定資産 75,730 70,209

投資その他の資産

投資有価証券 1,826,670 1,864,996

退職給付に係る資産 126,179 131,843

その他 666,218 655,127

貸倒引当金 △8,640 △8,640

投資その他の資産合計 2,610,428 2,643,327

固定資産合計 8,149,279 8,152,039

資産合計 23,105,016 23,589,483
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,300,495 6,720,647

短期借入金 956,590 848,980

未払法人税等 87,335 83,328

未払消費税等 28,325 62,314

賞与引当金 233,409 117,158

役員賞与引当金 44,000 11,000

その他 490,797 777,186

流動負債合計 8,140,953 8,620,616

固定負債

長期借入金 788,173 667,276

役員退職慰労引当金 418,539 429,809

退職給付に係る負債 754,639 752,858

その他 290,796 284,637

固定負債合計 2,252,148 2,134,581

負債合計 10,393,102 10,755,198

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 8,599,271 8,653,314

自己株式 △40,552 △40,571

株主資本合計 11,877,173 11,931,197

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 632,161 696,358

為替換算調整勘定 156,024 156,372

退職給付に係る調整累計額 △12,346 △9,802

その他の包括利益累計額合計 775,839 842,928

非支配株主持分 58,901 60,159

純資産合計 12,711,914 12,834,285

負債純資産合計 23,105,016 23,589,483
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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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 6,503,897 7,149,378

売上原価 5,597,944 6,101,121

売上総利益 905,952 1,048,256

販売費及び一般管理費 785,250 795,098

営業利益 120,702 253,158

営業外収益

受取利息 1,222 647

受取配当金 17,925 18,792

為替差益 － 79,458

その他 10,229 11,892

営業外収益合計 29,377 110,791

営業外費用

支払利息 8,060 1,929

為替差損 19,002 －

売上債権売却損 1,237 1,202

その他 4 16

営業外費用合計 28,305 3,147

経常利益 121,775 360,801

特別利益

固定資産売却益 35,662 5,453

特別利益合計 35,662 5,453

特別損失

固定資産売却損 － 2,831

固定資産除却損 857 1,374

投資有価証券評価損 19,900 －

特別損失合計 20,757 4,206

税金等調整前四半期純利益 136,680 362,048

法人税等 35,464 83,092

四半期純利益 101,215 278,956

非支配株主に帰属する四半期純利益 4,839 853

親会社株主に帰属する四半期純利益 96,376 278,103
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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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益 101,215 278,956

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △71,949 64,575

為替換算調整勘定 △70,009 374

退職給付に係る調整額 2,821 2,543

その他の包括利益合計 △139,137 67,493

四半期包括利益 △37,921 346,450

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △41,790 345,192

非支配株主に係る四半期包括利益 3,868 1,257
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（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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（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)

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。
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