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(百万円未満切捨て)

１．平成31年３月期第２四半期の連結業績（平成30年４月１日～平成30年９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 ％

31年３月期第２四半期 14,793 0.9 516 0.4 538 △17.8 375 △23.3

30年３月期第２四半期 14,658 11.8 514 95.7 654 356.3 490 452.2
(注) 包括利益 31年３月期第２四半期 359百万円(△45.9％) 30年３月期第２四半期 665百万円( －％)
　

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

31年３月期第２四半期 16.78 －

30年３月期第２四半期 21.88 －
　

　

（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 ％

31年３月期第２四半期 25,128 13,657 54.0

30年３月期 25,467 13,544 52.9
(参考) 自己資本 31年３月期第２四半期 13,581百万円 30年３月期 13,470百万円
　

　　

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

30年３月期 － － － 11.00 11.00

31年３月期 － －

31年３月期(予想) － 11.00 11.00

(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31年３月期の連結業績予想（平成30年４月１日～平成31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
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

通期 30,000 1.9 900 △5.3 1,000 △8.4 700 △18.5 31.24
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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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) 31年３月期２Ｑ 22,558,063株 30年３月期 22,558,063株

② 期末自己株式数 31年３月期２Ｑ 152,551株 30年３月期 152,379株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年３月期２Ｑ 22,405,597株 30年３月期２Ｑ 22,405,912株
　

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善を背景に緩やかな回復基調が続き

ましたが、米国の保護主義的な通商政策による貿易摩擦の影響など、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２四半期連結累計期間の売上高は147億9千3百万円と前年同四半期比0.9％

増加し、営業利益につきましても5億1千6百万円と前年同四半期比0.4％増加いたしました。

　経常利益は5億3千8百万円と前年同四半期比17.8％減少し、親会社株主に帰属する四半期純利益につきましても3

億7千5百万円と前年同四半期比23.3％の減少となりました。

　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84億2千4百万円と前年同四半期比0.1％増加、セグメント利益（営業利益）は2億9千7百万円と前年同四半

期比18.5％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7億5千2百万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8千4百万円と前年同四半

期比38.7％の減少となりました。鈑金加工品部門は、売上高は36億2千万円と前年同四半期比2.1％減少、セグメン

ト利益（営業利益）は4億7千万円と前年同四半期比3.7％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19億9千5百万円と14.3％増加、セグメント利益（営業利益）は2億6百

万円と前年同四半期比32.6％の増加となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末より3億3千8百万円減少し、251億2千8百万円

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、主に現金及び預金の減少により166億2千1百万円（前連結会計年度末比5億2百万円減少）とな

りました。

　（ロ）固定資産

固定資産の残高は、主に投資有価証券の増加により85億6百万円（前連結会計年度末比1億6千3百万円増加）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95億5千3百万円（前連結会計年度末比4億2千8百万円減

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19億1千7百万円（前連結会計年度末比2千3百万円減少）となり

ました。

　（ホ）純資産

純資産の残高は、主に利益剰余金の増加により136億5千7百万円（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。

　

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　業績予想につきましては、現時点において、平成30年５月11日に発表いたしました業績予想を変更しておりま

せん。
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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30年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成30年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,340,378 4,691,871

受取手形及び売掛金 6,856,977 6,739,251

電子記録債権 1,380,782 1,580,934

商品及び製品 2,562,007 2,417,196

仕掛品 404,912 471,595

原材料及び貯蔵品 423,895 451,372

その他 164,992 279,551

貸倒引当金 △9,881 △10,193

流動資産合計 17,124,064 16,621,580

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,713,892 1,662,260

機械装置及び運搬具（純額） 1,764,180 1,834,027

工具、器具及び備品（純額） 102,614 127,237

土地 1,492,010 1,463,717

リース資産（純額） 85,962 138,644

建設仮勘定 304,966 290,311

有形固定資産合計 5,463,626 5,516,199

無形固定資産 54,377 47,765

投資その他の資産

投資有価証券 1,954,385 2,079,356

退職給付に係る資産 145,702 158,685

その他 733,765 712,904

貸倒引当金 △8,640 △8,000

投資その他の資産合計 2,825,213 2,942,946

固定資産合計 8,343,217 8,506,911

資産合計 25,467,282 25,128,491
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成30年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,142,917 7,661,051

短期借入金 634,512 606,967

未払法人税等 225,463 163,118

未払消費税等 16,583 20,315

賞与引当金 259,292 259,551

役員賞与引当金 49,000 24,500

その他 654,214 818,031

流動負債合計 9,981,983 9,553,535

固定負債

長期借入金 494,945 364,216

役員退職慰労引当金 463,617 487,906

退職給付に係る負債 772,220 807,055

その他 210,510 258,307

固定負債合計 1,941,293 1,917,485

負債合計 11,923,277 11,471,021

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 9,234,422 9,363,955

自己株式 △40,739 △40,843

株主資本合計 12,512,137 12,641,567

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 745,689 828,359

繰延ヘッジ損益 1,322 －

為替換算調整勘定 212,836 113,550

退職給付に係る調整累計額 △1,762 △1,853

その他の包括利益累計額合計 958,086 940,056

非支配株主持分 73,779 75,846

純資産合計 13,544,004 13,657,470

負債純資産合計 25,467,282 25,128,491
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年９月30日)

売上高 14,658,928 14,793,260

売上原価 12,519,289 12,637,461

売上総利益 2,139,639 2,155,798

販売費及び一般管理費 1,625,289 1,639,579

営業利益 514,349 516,219

営業外収益

受取利息 1,477 1,263

受取配当金 22,384 24,739

為替差益 117,163 －

その他 18,466 19,342

営業外収益合計 159,492 45,345

営業外費用

支払利息 16,715 10,915

為替差損 － 10,494

その他 2,782 1,977

営業外費用合計 19,497 23,387

経常利益 654,343 538,177

特別利益

固定資産売却益 5,647 43

補助金収入 － 3,200

受取保険金 6,750 －

その他 － 640

特別利益合計 12,397 3,883

特別損失

固定資産売却損 2,855 －

固定資産除却損 9,488 12,237

特別損失合計 12,344 12,237

税金等調整前四半期純利益 654,397 529,823

法人税等 161,046 150,720

四半期純利益 493,350 379,103

非支配株主に帰属する四半期純利益 3,124 3,170

親会社株主に帰属する四半期純利益 490,225 375,932

決算短信（宝印刷） 2018年11月05日 12時35分 7ページ（Tess 1.50(64) 20180621_01）



モリテック スチール㈱(5986) 平成31年３月期 第２四半期決算短信

－ 6 －

四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年９月30日)

四半期純利益 493,350 379,103

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 141,974 81,845

繰延ヘッジ損益 － △1,322

為替換算調整勘定 25,084 △99,563

退職給付に係る調整額 5,087 △91

その他の包括利益合計 172,146 △19,133

四半期包括利益 665,496 359,969

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 662,404 357,902

非支配株主に係る四半期包括利益 3,092 2,067
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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。

（追加情報）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準28号 平成30年２月16日）等を第１四半期連

結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定

負債の区分に表示しております。
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