
  

  

  

  

      

      

(％表示は、対前期増減率) 

  

平成26年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成25年11月８日

上 場 会 社 名 モリテック スチール株式会社 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 5986 URL http://www.molitec.co.jp/
代  表  者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 永見 研二
問合せ先責任者 (役職名) 取締役本社管理部長 (氏名) 谷口 正典 (TEL)06-6762-2721
四半期報告書提出予定日 平成25年11月14日 配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無
四半期決算説明会開催の有無 ：無

(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年３月期第２四半期 11,700 △1.9 422 4.9 461 9.0 220 193.4
25年３月期第２四半期 11,928 － 403 － 423 － 75 －

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 488百万円( 958.0％) 25年３月期第２四半期 46百万円( －％)

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

26年３月期第２四半期 9.84 －
25年３月期第２四半期 3.36 －

（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 ％

26年３月期第２四半期 20,837 12,166 58.4
25年３月期 20,782 11,879 57.1

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 12,162百万円 25年３月期 11,876百万円

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

25年３月期 － － － 9.00 9.00

26年３月期 － －

26年３月期(予想) － 9.00 9.00

(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26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

売上高 営業利益 経常利益 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 24,200 6.9 720 3.1 800 1.1 400 20.6 17.85
(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 ： 有

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 1社（社名） モリテックスチールメキシコ株式会社 、除外 ―社（社名） －

 詳細は、添付資料P.3「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）当四半期連結累計期間における重

要な子会社の異動」をご覧ください。

（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.3「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）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) 26年３月期２Ｑ 22,558,063株 25年３月期 22,558,063株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 150,819株 25年３月期 150,677株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 22,407,311株 25年３月期２Ｑ 22,407,470株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュ―手続の対象外であり、この四半期決

算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュ―手続は終了してい

ません。

※ 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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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による金融政策への期待感などから円高是
正・株高基調で推移し、景況感にも改善の動きが見られるなど緩やかな回復基調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117億円と前年同四半期比
1.9％減少いたしましたが、営業利益につきましては4億2千2百万円と前年同四半期比4.9％増加いたし
ました。 
 経常利益は4億6千1百万円と前年同四半期比9.0％増加し、四半期純利益につきましても2億2千万円と
前年同四半期比193.4％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67億5千7百万円と前年同四半期比8.1％減少、セグメント利益（営業利益）は3億4
千7百万円と前年同四半期比5.9％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8億4百万円と前年同四半期比2.7％減少、セグメント利益（営業利益）は1億1
千6百万円と前年同四半期比12.1％増加となりました。鈑金加工品部門は、売上高は36億9千万円と前年
同四半期比7.5％増加、セグメント利益（営業利益）は5億9百万円と前年同四半期比37.3％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4億4千9百万円と42.2％増加となりましたが、セグメント
損失（営業損失）4千7百万円（前年同四半期は7百万円の利益）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は208億3千7百万円(前連結会計年度末比5千4百万円増加)、
負債の部合計は86億7千1百万円(前連結会計年度末比2億3千1百万円減少)となり、純資産の部合計は
121億6千6百万円(前連結会計年度末比2億8千6百万円増加)となりました。 

  

当第２四半期連結累計期間末における現金及び預金同等物は、前連結会計年度末より9億9百万円減
少し、39億3千1百万円となりました。 
 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は以下のとおりでありま
す。 

  

当第２四半期連結累計期間における営業活動におけるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利
益を4億5千7百万円、非資金項目である減価償却費を2億4千3百万円計上したほか、仕入債務の減少
6億3千9百万円、売上債権の増加3億9千3百万円、たな卸資産の減少2億3千万円、法人税等の支払8
千7百万円等により、1億5千9百万円の資金減少となりました。 

  

当第２四半期連結累計期間における投資活動におけるキャッシュ・フローは、固定資産の取得5
億3千2百万円等により、5億5千5百万円の資金減少となりました。 

  

当第２四半期連結累計期間における財務活動におけるキャッシュ・フローは、配当金の支払2億
円等により、2億7千7百万円の資金減少となりました。 

  

経営環境等を勘案して、平成25年５月10日に公表いたしました通期の連結業績予想を修正いたしまし
た。詳細は、本日（平成25年11月８日）公表いたしました「平成26年３月期第２四半期累計期間の業績
予想値と実績値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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

（２）財政状態に関する説明

①当第２四半期連結会計期間末の財政状態

②当第２四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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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メキシコ株式会社は、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。 

  

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。 

  

該当事項はありません。 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）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)

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,850,377 3,941,690

受取手形及び売掛金 5,944,841 6,341,871

電子記録債権 191,748 200,242

商品及び製品 2,122,237 1,902,854

仕掛品 321,102 315,516

原材料及び貯蔵品 299,899 319,691

その他 286,783 282,277

貸倒引当金 △3,274 △5,225

流動資産合計 14,013,715 13,298,919

固定資産   

有形固定資産 4,722,716 5,280,452

無形固定資産 39,271 59,218

投資その他の資産   

投資有価証券 1,493,755 1,716,649

その他 522,105 491,123

貸倒引当金 △8,640 △8,640

投資その他の資産合計 2,007,220 2,199,133

固定資産合計 6,769,208 7,538,804

資産合計 20,782,924 20,837,723
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,620,316 5,024,242

短期借入金 471,557 572,754

未払法人税等 85,274 249,818

未払消費税等 30,048 42,100

賞与引当金 190,000 200,000

役員賞与引当金 40,000 20,000

その他 390,159 487,964

流動負債合計 6,827,355 6,596,881

固定負債   

長期借入金 1,185,344 1,192,007

退職給付引当金 522,289 521,942

役員退職慰労引当金 335,170 294,267

その他 33,025 66,529

固定負債合計 2,075,828 2,074,746

負債合計 8,903,184 8,671,628

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 8,177,993 8,196,920

自己株式 △40,124 △40,164

株主資本合計 11,456,323 11,475,211

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 374,899 520,201

繰延ヘッジ損益 6,624 －

為替換算調整勘定 38,839 167,439

その他の包括利益累計額合計 420,362 687,641

少数株主持分 3,053 3,242

純資産合計 11,879,739 12,166,095

負債純資産合計 20,782,924 20,837,723
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 11,928,840 11,700,817

売上原価 10,283,961 9,918,475

売上総利益 1,644,878 1,782,341

販売費及び一般管理費 1,241,820 1,359,353

営業利益 403,058 422,988

営業外収益   

受取利息 689 2,840

受取配当金 14,417 13,413

為替差益 － 2,202

その他 18,632 30,672

営業外収益合計 33,739 49,128

営業外費用   

支払利息 1,751 10,935

為替差損 11,854 －

営業外費用合計 13,605 10,935

経常利益 423,192 461,182

特別利益   

固定資産売却益 171 49

特別利益合計 171 49

特別損失   

固定資産除却損 2,867 3,741

投資有価証券評価損 240,154 －

特別損失合計 243,021 3,741

税金等調整前四半期純利益 180,342 457,489

法人税等 105,156 237,077

少数株主損益調整前四半期純利益 75,185 220,411

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1 △182

四半期純利益 75,184 220,593
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 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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 75,185 220,411

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △38,175 145,302

繰延ヘッジ損益 － △6,624

為替換算調整勘定 9,118 128,971

その他の包括利益合計 △29,056 267,650

四半期包括利益 46,129 488,062

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 46,086 487,873

少数株主に係る四半期包括利益 42 188
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 180,342 457,489

減価償却費 242,181 243,380

貸倒引当金の増減額（△は減少） △41 1,941

賞与引当金の増減額（△は減少） △20,000 10,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △21,000 △20,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △24,342 △487

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 24,042 △40,903

受取利息及び受取配当金 △15,106 △16,253

支払利息 1,751 10,935

為替差損益（△は益） 33,290 11,414

固定資産売却損益（△は益） △171 △49

固定資産除却損 2,867 3,741

投資有価証券評価損益（△は益） 240,154 －

売上債権の増減額（△は増加） 393,187 △393,394

たな卸資産の増減額（△は増加） 235,258 230,857

未収消費税等の増減額（△は増加） 11,577 －

その他の流動資産の増減額（△は増加） 12,537 22,375

仕入債務の増減額（△は減少） △1,051,745 △639,761

未払消費税等の増減額（△は減少） 8,668 12,051

その他の流動負債の増減額（△は減少） 14,877 29,231

小計 268,328 △77,430

利息及び配当金の受取額 15,106 16,253

利息の支払額 △1,754 △10,930

法人税等の支払額 △155,173 △87,536

営業活動によるキャッシュ・フロー 126,506 △159,644

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △1,110,238 △532,376

固定資産の売却による収入 6,379 1,700

投資有価証券の取得による支出 △9,180 △4,489

関係会社株式の取得による支出 △310,320 －

貸付けによる支出 △4,570 △3,500

貸付金の回収による収入 3,608 4,117

その他 △3,326 △21,241

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,427,646 △555,790

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 755,194 －

リース債務の返済による支出 △17,182 △16,310

長期借入金の返済による支出 － △60,686

自己株式の取得による支出 △14 △39

配当金の支払額 △200,793 △200,698

財務活動によるキャッシュ・フロー 537,203 △277,734

現金及び現金同等物に係る換算差額 8,057 83,369

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △755,878 △909,799

現金及び現金同等物の期首残高 5,321,157 4,841,146

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,565,278 3,931,346
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該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

（４）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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（重要な後発事象）
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