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(百万円未満切捨て)

１．2020年３月期第３四半期の連結業績（2019年４月１日～2019年12月31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 ％

2020年３月期第３四半期 20,279 △9.0 74 △89.6 110 △86.2 87 △84.3

2019年３月期第３四半期 22,292 0.1 719 △8.2 802 △15.7 559 △21.0
(注) 包括利益 2020年３月期第３四半期 123百万円(△62.3％) 2019年３月期第３四半期 327百万円(△69.0％)
　

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

2020年３月期第３四半期 3.92 －

2019年３月期第３四半期 24.98 －
　

　

（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 ％

2020年３月期第３四半期 24,244 13,513 55.5

2019年３月期 26,465 13,636 51.3
(参考) 自己資本 2020年３月期第３四半期 13,454百万円 2019年３月期 13,580百万円
　

　　

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

2019年３月期 － － － 11.00 11.00

2020年３月期 － － －

2020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
　

　

３．2020年３月期の連結業績予想（2019年４月１日～2020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 － － － － － － － － －
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

2020年３月期の業績予想については、現時点では当社として合理的な算定・予想を行うことができないため、記載し
ておりません。なお、詳細につきましては、添付資料２ページ「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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※ 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) 2020年３月期３Ｑ 22,558,063株 2019年３月期 22,558,063株

② 期末自己株式数 2020年３月期３Ｑ 152,867株 2019年３月期 152,562株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年３月期３Ｑ 22,405,296株 2019年３月期３Ｑ 22,405,568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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善を背景に緩やかな回復基調が続きまし

たが、米中貿易摩擦などの影響により、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３四半期連結累計期間の売上高は202億7千9百万円と前年同四半期比9.0％

減少し、営業利益につきましても7千4百万円と前年同四半期比89.6％減少いたしました。

　経常利益は1億1千万円と前年同四半期比86.2％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8千7

百万円と前年同四半期比84.3％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113億9千9百万円と前年同四半期比10.3％減少、セグメント利益（営業利益）は3億7百万円と前年同四半期

比30.4％の減少となりました。

　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10億4百万円と前年同四半期比10.9％減少、セグメント利益（営業利益）は7千万円と前年同四半期比

42.9％の減少となりました。鈑金加工品部門は、売上高は51億1百万円と前年同四半期比6.6％減少、セグメント利

益（営業利益）は4億2千8百万円と前年同四半期比35.7％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27億7千4百万円と前年同四半期比7.1％減少、セグメント利益（営業利

益）は5千5百万円と前年同四半期比81.9％の減少となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四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22億2千1百万円減少し、242億4千4百万円

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150億4千7百万円（前連結会計年度末比25億3千6百万円減少）

となりました。

　（ロ）固定資産

固定資産の残高は、主に機械装置及び運搬具の増加により91億9千6百万円（前連結会計年度末比3億1千5百万円増

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86億1千万円（前連結会計年度末比17億7千9百万円減

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21億2千万円（前連結会計年度末比3億1千8百万円減少）となり

ました。

　（ホ）純資産

純資産の残高は、主に利益剰余金の減少により135億1千3百万円（前連結会計年度末比1億2千3百万円減少）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、米中貿易摩擦などの影響により、売上高の多くを占める自動車関連の受注動向が継続

して不透明な状況下にあり、現時点において、当社グループの業績予想を合理的に算定することが困難なため、開

示を見合わせることといたしました。合理的な算定が可能となりましたら速やかに開示いたします。
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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
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,583,952 3,613,294

受取手形及び売掛金 6,170,673 5,795,466

電子記録債権 1,652,977 1,570,883

商品及び製品 2,995,956 2,753,129

仕掛品 466,735 553,752

原材料及び貯蔵品 423,730 466,805

その他 300,213 302,979

貸倒引当金 △10,548 △9,175

流動資産合計 17,583,691 15,047,136

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,642,611 1,623,209

機械装置及び運搬具（純額） 1,802,593 2,892,062

工具、器具及び備品（純額） 139,415 270,009

土地 1,467,806 1,468,502

リース資産（純額） 132,203 118,037

建設仮勘定 963,456 172,910

有形固定資産合計 6,148,087 6,544,731

無形固定資産 67,043 60,490

投資その他の資産

投資有価証券 1,668,374 1,705,771

退職給付に係る資産 136,488 149,750

その他 869,592 744,224

貸倒引当金 △8,000 △8,000

投資その他の資産合計 2,666,455 2,591,747

固定資産合計 8,881,586 9,196,969

資産合計 26,465,277 24,244,106
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,404,200 6,860,756

短期借入金 595,911 577,702

未払法人税等 104,633 6,874

未払消費税等 4,356 100,933

賞与引当金 260,418 116,171

役員賞与引当金 49,000 33,000

その他 971,943 915,261

流動負債合計 10,390,463 8,610,699

固定負債

長期借入金 850,888 599,342

役員退職慰労引当金 512,195 423,783

退職給付に係る負債 814,410 845,675

その他 260,855 251,239

固定負債合計 2,438,349 2,120,041

負債合計 12,828,813 10,730,740

純資産の部

株主資本

資本金 1,848,846 1,848,846

資本剰余金 1,476,445 1,476,445

利益剰余金 9,627,253 9,468,515

自己株式 △40,847 △40,964

株主資本合計 12,911,697 12,752,843

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 542,852 558,197

為替換算調整勘定 142,940 157,666

退職給付に係る調整累計額 △17,015 △14,052

その他の包括利益累計額合計 668,777 701,811

非支配株主持分 55,987 58,711

純資産合計 13,636,463 13,513,365

負債純資産合計 26,465,277 24,244,106
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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３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

売上高 22,292,053 20,279,315

売上原価 19,086,677 17,771,431

売上総利益 3,205,375 2,507,883

販売費及び一般管理費 2,485,899 2,433,028

営業利益 719,476 74,854

営業外収益

受取利息 1,397 34,367

受取配当金 43,478 46,574

為替差益 22,934 －

その他 29,977 37,692

営業外収益合計 97,788 118,634

営業外費用

支払利息 12,119 57,038

為替差損 － 22,085

その他 2,797 3,427

営業外費用合計 14,916 82,552

経常利益 802,347 110,936

特別利益

固定資産売却益 56 2,233

補助金収入 3,200 －

受取保険金 866 －

その他 640 288

特別利益合計 4,762 2,522

特別損失

固定資産除却損 21,129 2,557

その他 － 6

特別損失合計 21,129 2,564

税金等調整前四半期純利益 785,980 110,894

法人税等 225,232 21,126

四半期純利益 560,747 89,768

非支配株主に帰属する四半期純利益 1,044 2,045

親会社株主に帰属する四半期純利益 559,703 87,723

決算短信（宝印刷） 2020年02月06日 09時13分 7ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



モリテック スチール㈱(5986) 2020年３月期 第３四半期決算短信

－ 6 －

四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

四半期純利益 560,747 89,768

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △254,736 15,778

繰延ヘッジ損益 △1,322 －

為替換算調整勘定 22,992 14,970

退職給付に係る調整額 △137 2,962

その他の包括利益合計 △233,205 33,711

四半期包括利益 327,542 123,479

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 328,841 120,756

非支配株主に係る四半期包括利益 △1,298 2,723
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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する方法を採用しております。ただし、

当該見積実行税率を用いて計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法

を採用しております。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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