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(百万円未満切捨て)

１．2023年３月期第１四半期の連結業績（2022年４月１日～2022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 ％

2023年３月期第１四半期 7,027 4.1 △47 － 5 △96.7 △21 －
2022年３月期第１四半期 6,747 60.5 138 － 164 － 118 －

(注) 包括利益 2023年３月期第１四半期 142百万円(△13.5％) 2022年３月期第１四半期 164百万円( －％)
　

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

2023年３月期第１四半期 △0.96 －

2022年３月期第１四半期 5.31 －
　

　

（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 ％

2023年３月期第１四半期 24,956 13,299 53.0

2022年３月期 23,832 13,249 55.3
(参考) 自己資本 2023年３月期第１四半期 13,234百万円 2022年３月期 13,181百万円
　

　　

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

2022年３月期 － － － 4.00 4.00

2023年３月期 －

2023年３月期(予想) － － 4.00 4.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　

　

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023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) 14,500 6.2 10 △95.1 40 △84.3 10 △94.9 0.45

通期 30,600 11.0 260 27.4 260 △9.5 190 △25.3 8.48
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

　　



※ 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 ： 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
　　

（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) 2023年３月期１Ｑ 22,558,063株 2022年３月期 22,558,063株

② 期末自己株式数 2023年３月期１Ｑ 153,023株 2022年３月期 153,023株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期１Ｑ 22,405,040株 2022年３月期１Ｑ 22,405,046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、世界的な半導体不足、原材料価格や物流費の高騰、新型コロ

ナウイルス感染症の再拡大等により、景気見通しは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70億2千7百万円と前年同四半期比4.1％増

加し、営業損失につきましては4千7百万円（前年同四半期は1億3千8百万円の利益）となりました。

　経常利益は5百万円と前年同四半期比96.7％減少し、親会社株主に帰属する四半期純損失につきましては2千1百万

円（前年同四半期は1億1千8百万円の利益）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41億6千2百万円と前年同四半期比14.9％増加しましたが、セグメント利益（営業利益)は8千2百万円と前年同四半

期比22.9％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4億4千2百万円と前年同四半期比22.4％増加し、セグメント利益（営業利益）は9千4百万円と前年同四

半期比36.5％の増加となりました。鈑金加工品部門は、売上高は14億6千9百万円と前年同四半期比12.4％減少し、

セグメント利益（営業利益）は2千2百万円と前連結会計年度比82.3％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9億5千2百万円と前年同四半期比12.2％減少し、4千万円のセグメント

損失（営業損失）（前年同四半期は1千8百万円の利益）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11億2千4百万円増加し、249億5千6百万円

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、主に商品及び製品の増加により166億4百万円（前連結会計年度末比9億2千8百万円増加）とな

りました。

　（ロ）固定資産

固定資産の残高は、主に建設仮勘定の増加により83億5千1百万円（前連結会計年度末比1億9千5百万円増加）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増加により97億2千5百万円（前連結会計年度末比10億9千9百万円

増加）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19億3千1百万円（前連結会計年度末比2千5百万円減少）となり

ました。

　（ホ）純資産

純資産の残高は、主に為替換算調整勘定の増加により132億9千9百万円（前連結会計年度末比5千万円増加）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

経営環境等を勘案して、2022年５月13日に発表いたしました第２四半期累計期間及び通期の連結業績予想を修正

いたしました。詳細は、本日（2022年８月５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。
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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
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,673,747 2,614,912

受取手形、売掛金及び契約資産 5,796,750 5,890,276

電子記録債権 2,325,602 2,633,296

商品及び製品 3,323,626 3,834,556

仕掛品 578,607 646,371

原材料及び貯蔵品 537,040 599,391

その他 455,710 400,980

貸倒引当金 △15,081 △14,869

流動資産合計 15,676,004 16,604,916

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,440,992 1,459,253

機械装置及び運搬具（純額） 2,188,117 2,185,210

工具、器具及び備品（純額） 159,615 145,258

土地 1,233,071 1,255,510

リース資産（純額） 190,739 187,246

建設仮勘定 664,069 900,449

有形固定資産合計 5,876,606 6,132,928

無形固定資産 82,594 77,543

投資その他の資産

投資有価証券 1,615,864 1,519,172

退職給付に係る資産 167,429 170,666

その他 414,077 451,418

投資その他の資産合計 2,197,371 2,141,257

固定資産合計 8,156,573 8,351,729

資産合計 23,832,577 24,956,645
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,976,835 7,755,391

短期借入金 530,015 842,427

未払法人税等 118,319 69,661

未払消費税等 25,504 26,287

賞与引当金 186,651 78,540

役員賞与引当金 20,000 3,750

その他 769,269 949,628

流動負債合計 8,626,595 9,725,688

固定負債

長期借入金 658,253 633,121

退職給付に係る負債 773,285 789,340

長期未払金 280,015 280,015

その他 245,346 228,871

固定負債合計 1,956,899 1,931,349

負債合計 10,583,495 11,657,037

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 9,132,061 9,021,030

自己株式 △41,015 △41,015

株主資本合計 12,416,338 12,305,307

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 557,663 489,189

為替換算調整勘定 195,300 427,437

退職給付に係る調整累計額 12,671 12,369

その他の包括利益累計額合計 765,635 928,996

非支配株主持分 67,108 65,304

純資産合計 13,249,082 13,299,608

負債純資産合計 23,832,577 24,956,645

　



モリテック スチール㈱(5986) 2023年３月期 第１四半期決算短信

－ 5 －

（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 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

売上高 6,747,327 7,027,233

売上原価 5,907,703 6,347,010

売上総利益 839,624 680,223

販売費及び一般管理費 701,149 727,672

営業利益又は営業損失（△） 138,475 △47,449

営業外収益

受取利息 3,605 2,115

受取配当金 17,984 27,330

為替差益 14,898 29,757

その他 12,586 13,748

営業外収益合計 49,075 72,951

営業外費用

支払利息 18,247 16,529

売上債権売却損 168 415

その他 4,316 3,131

営業外費用合計 22,732 20,077

経常利益 164,818 5,424

特別利益

固定資産売却益 601 1,876

特別利益合計 601 1,876

特別損失

固定資産除却損 0 0

特別損失合計 0 0

税金等調整前四半期純利益 165,420 7,301

法人税等 45,044 27,750

四半期純利益又は四半期純損失（△） 120,375 △20,449

非支配株主に帰属する四半期純利益 1,412 961

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（△）

118,963 △21,410
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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 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 120,375 △20,449

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △54,817 △69,767

為替換算調整勘定 98,518 232,580

退職給付に係る調整額 96 △302

その他の包括利益合計 43,798 162,509

四半期包括利益 164,174 142,060

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 163,393 141,950

非支配株主に係る四半期包括利益 781 109
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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、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

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。

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

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。

（会計方針の変更）

（時価の算定に関する会計基準の適用）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価

算定会計基準適用指針」という。）を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指

針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来に

わたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

　


