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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第１四半期の連結業績（2020年４月１日～2020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 ％

2021年３月期第１四半期 4,204 △39.9 △193 － △211 － △89 －

2020年３月期第１四半期 6,991 △6.4 97 △67.6 120 △65.4 99 △60.3
(注) 包括利益 2021年３月期第１四半期 △493百万円( －％) 2020年３月期第１四半期 157百万円(△22.1％)
　

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

2021年３月期第１四半期 △3.99 －

2020年３月期第１四半期 4.44 －
　

　

（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 ％

2021年３月期第１四半期 20,872 12,640 60.3

2020年３月期 22,979 13,313 57.7
(参考) 自己資本 2021年３月期第１四半期 12,584百万円 2020年３月期 13,257百万円
　

　　

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

2020年３月期 － － － 8.00 8.00

2021年３月期 －

2021年３月期(予想) － － － －
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　

　2020年３月期期末配当金の内訳 普通配当７円00銭 創立70周年記念配当１円00銭
　2021年３月期の配当予想については、現時点では業績予想が困難であるため、未定としております。

　

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021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) 8,800 △36.3 △550 － △570 － △470 － △20.98

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 ： 有
　

　2021年３月期の通期業績予想については、現時点において、新型コロナウイルスの感染拡大による影響を合理的に
算定することが困難なため、未定としております。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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※ 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) 2021年３月期１Ｑ 22,558,063株 2020年３月期 22,558,063株

② 期末自己株式数 2021年３月期１Ｑ 153,007株 2020年３月期 152,914株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期１Ｑ 22,405,056株 2020年３月期１Ｑ 22,405,382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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大を背景に経済活動

が大きく停滞し、景況感が悪化するなど、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、当第１四半期連結累計期間の売上高は42億4百万円と前年同四半期比39.9％減少

し、営業損失につきましては1億9千3百万円（前年同四半期は9千7百万円の利益）となりました。

　経常損失は2億1千1百万円（前年同四半期は1億2千万円の利益）、親会社株主に帰属する四半期純損失につきまし

ては8千9百万円（前年同四半期は9千9百万円の利益）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は、売上高

は21億9千8百万円と前年同四半期比43.5％減少し、セグメント利益（営業利益)は2千8百万円と前年同四半期比74.1

％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2億4千8百万円と前年同四半期比33.4％減少し、セグメント利益（営業利益）は3千2百万円と前年同四

半期比15.2％の減少となりました。鈑金加工品部門は、売上高は8億6千9百万円と前年同四半期比48.8％減少し、7

千4百万円のセグメント損失（営業損失）（前年同四半期は1億6千4百万円の利益）となりました。

また、海外事業につきましては、売上高は8億8千7百万円と前年同四半期比13.4％減少し、セグメント利益（営業

利益）は2千2百万円と前年同四半期比60.1％の減少となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四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21億7百万円減少し、208億7千2百万円と

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、主に受取手形及び売掛金の減少により127億2千9百万円（前連結会計年度末比14億8千8百万円

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減少により81億4千2百万円（前連結会計年度末比6億1千9百万円減

少）となりました。

　（ハ）流動負債

流動負債の残高は、主に支払手形及び買掛金の減少により63億8千3百万円（前連結会計年度末比11億2千4百万円

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、役員退職慰労引当金の減少により18億4千8百万円（前連結会計年度

末比3億1千万円減少）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126億4千万円（前連結会計年度末比6億7千2百万円減少）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

2021年３月期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大が与える影響について、合理的

に算定することが困難なことから未定としておりましたが、現時点において、入手可能な情報や予測等を基に第２

四半期連結累計期間の業績予想を算定いたしました。詳細は、本日（2020年８月７日）公表いたしました「業績予

想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

通期業績予想につきましては、現時点において、新型コロナウイルスの感染拡大による影響を合理的に算定する

ことが困難なため、未定としております。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
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,254,903 2,876,765

受取手形及び売掛金 5,354,050 3,876,179

電子記録債権 1,528,514 1,220,072

商品及び製品 2,763,504 3,305,098

仕掛品 536,839 606,642

原材料及び貯蔵品 525,816 504,356

その他 263,161 347,440

貸倒引当金 △8,804 △6,635

流動資産合計 14,217,984 12,729,920

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,622,225 1,513,207

機械装置及び運搬具（純額） 2,863,407 2,478,039

工具、器具及び備品（純額） 219,108 184,820

土地 1,488,790 1,414,482

リース資産（純額） 113,443 119,266

建設仮勘定 230,131 282,081

有形固定資産合計 6,537,107 5,991,898

無形固定資産 62,818 60,361

投資その他の資産

投資有価証券 1,249,092 1,150,195

退職給付に係る資産 147,678 151,649

その他 773,317 796,277

貸倒引当金 △8,000 △8,000

投資その他の資産合計 2,162,088 2,090,123

固定資産合計 8,762,014 8,142,383

資産合計 22,979,999 20,872,303
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,968,791 4,783,547

短期借入金 581,951 473,750

未払法人税等 15,849 31,372

未払消費税等 115,090 116,053

賞与引当金 187,942 93,163

役員賞与引当金 35,000 8,750

その他 603,553 877,106

流動負債合計 7,508,178 6,383,744

固定負債

長期借入金 635,895 490,222

役員退職慰労引当金 439,686 298,748

退職給付に係る負債 840,830 829,379

その他 242,095 229,814

固定負債合計 2,158,507 1,848,164

負債合計 9,666,686 8,231,909

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 9,461,609 9,192,919

自己株式 △40,982 △41,008

株主資本合計 12,745,918 12,477,203

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 246,681 241,337

為替換算調整勘定 281,514 △118,172

退職給付に係る調整累計額 △17,078 △15,919

その他の包括利益累計額合計 511,117 107,245

非支配株主持分 56,276 55,945

純資産合計 13,313,312 12,640,394

負債純資産合計 22,979,999 20,872,303
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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 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

売上高 6,991,676 4,204,214

売上原価 6,069,586 3,746,457

売上総利益 922,089 457,756

販売費及び一般管理費 824,262 651,605

営業利益又は営業損失（△） 97,827 △193,849

営業外収益

受取利息 10,002 2,616

受取配当金 23,697 19,186

雇用調整助成金 － 19,087

その他 11,081 8,635

営業外収益合計 44,781 49,526

営業外費用

支払利息 19,348 17,224

為替差損 1,647 36,614

売上債権売却損 890 651

その他 277 12,758

営業外費用合計 22,163 67,249

経常利益又は経常損失（△） 120,445 △211,572

特別利益

固定資産売却益 751 48

投資有価証券売却益 － 104,544

特別利益合計 751 104,592

特別損失

固定資産除却損 385 －

その他 6 －

特別損失合計 391 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

120,804 △106,979

法人税等 20,337 △16,731

四半期純利益又は四半期純損失（△） 100,466 △90,248

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

985 △799

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

99,481 △89,448
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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 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 100,466 △90,248

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △12,798 △4,273

為替換算調整勘定 68,946 △400,288

退職給付に係る調整額 987 1,158

その他の包括利益合計 57,135 △403,403

四半期包括利益 157,601 △493,651

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 156,450 △493,320

非支配株主に係る四半期包括利益 1,151 △331

決算短信（宝印刷） 2020年08月05日 20時37分 8ページ（Tess 1.50(64) 20191218_01）



モリテック スチール㈱(5986) 2021年３月期 第１四半期決算短信

－ 7 －

（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、

当該見積実効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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