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(百万円未満切捨て)
１．2020年３月期の連結業績（2019年４月１日～2020年３月31日）
（１）連結経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年３月期 26,678 △9.2 44 △94.6 135 △84.7 80 △87.4

2019年３月期 29,389 △0.2 826 △13.0 884 △19.0 639 △25.6
(注) 包括利益 2020年３月期 △76百万円( －％) 2019年３月期 332百万円(△68.6％)
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2020年３月期 3.61 － 0.6 0.5 0.2

2019年３月期 28.53 － 4.7 3.4 2.8
(参考) 持分法投資損益 2020年３月期 －百万円 2019年３月期 －百万円
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

2020年３月期 22,979 13,313 57.7 591.70

2019年３月期 26,465 13,636 51.3 606.12
(参考) 自己資本 2020年３月期 13,257百万円 2019年３月期 13,580百万円
　

　

（３）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
現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

2020年３月期 △787 △1,064 △525 3,241

2019年３月期 1,192 △998 135 5,571
　

　　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)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 百万円 ％ ％

2019年３月期 － － － 11.00 11.00 246 38.6 1.8

2020年３月期 － － － 8.00 8.00 179 221.8 1.3

2021年３月期(予想) － － － － － －
　

（注）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
（注）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）
2021年３月期の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）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 無

　 新規 －社 (社名)－ 、除外 －社 (社名)－
　

　

（２）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
　

　

（３）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 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 152,914株 2019年３月期 152,562株

③ 期中平均株式数 2020年３月期 22,405,259株 2019年３月期 22,405,552株
　

　

(参考) 個別業績の概要
１．2020年３月期の個別業績（2019年４月１日～2020年３月31日）
（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年３月期 21,940 △10.5 △34 － 112 △79.7 18 △94.4

2019年３月期 24,521 △2.0 440 △24.1 551 △18.8 336 △25.2
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

2020年３月期 0.84 －

2019年３月期 15.02 －
　

　

（２）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

2020年３月期 19,714 12,020 61.0 536.52

2019年３月期 22,921 12,531 54.7 559.30

(参考) 自己資本 2020年３月期 12,020百万円 2019年３月期 12,531百万円
　　

　

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です
　

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
（将来に関する記述等についてのご注意）
　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３ページ「１.経営成績等
の概況（４）今後の見通し」をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、消費増税による個人消費への影響や米中貿易摩擦など複数のマイナス要因に

より、製造業を中心に景気後退感が強まりました。さらに、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に伴い、景気の先

行きは一段と不透明な状況となっております。

　このような状況下におきまして、当連結会計年度の当期売上高は266億7千8百万円と前連結会計年度比9.2％減少、営

業利益は4千4百万円と前連結会計年度比94.6％減少、経常利益は1億3千5百万円と前連結会計年度比84.7％減少、親会社

株主に帰属する当期純利益は8千万円と前連結会計年度比87.4％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、普通鋼等を販売しております商事部門では、売上高は

149億3千万円と前連結会計年度比10.8％減少し、セグメント利益（営業利益)は4億6百万円と前連結会計年度比24.9％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13億1千2百万円と前連結会計年度比13.4％減少し、セグメント利益（営業利益）は9千8百万円と前連結会計年度

比42.8％の減少となりました。鈑金加工品部門につきましては売上高は66億6千7百万円と前連結会計年度比6.5％減少、

セグメント利益（営業利益）は4億9千6百万円と前連結会計年度比40.8％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37億6千8百万円と前連結会計年度比5.9％減少し、セグメント利益（営業利

益）は3千7百万円と前連結会計年度比89.2％の減少となりました。

セグメント別売上高

区 分

前 期

自 2018年４月１日

至 2019年３月31日

当 期

自 2019年４月１日

至 2020年３月31日
比較増減額 増減率

金額 構成比 金額 構成比

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

特殊帯鋼 11,956 40.7 10,792 40.5 △1,163 △9.7

普通鋼 3,412 11.6 2,988 11.2 △424 △12.4

その他 1,366 4.7 1,148 4.3 △218 △16.0

商事部門 16,736 56.9 14,930 56.0 △1,806 △10.8

焼入鋼帯部門 1,515 5.2 1,312 4.9 △203 △13.4

鈑金加工品部門 7,134 24.3 6,667 25.0 △467 △6.5

海外事業 4,002 13.6 3,768 14.1 △234 △5.9

合 計 29,389 100.0 26,678 100.0 △2,711 △9.2

（２）当期の財政状態の概況

　当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末より34億8千5百万円減少し、229億7千9百万円となりました。

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142億1千7百万円（前連結会計年度末比33億6千5百万円減少）

となりました。

　（ロ）固定資産

固定資産の残高は、主に建設仮勘定の減少により87億6千2百万円（前連結会計年度末比1億1千9百万円減少）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75億8百万円（前連結会計年度末比28億8千2百万円減

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21億5千8百万円（前連結会計年度末比2億7千9百万円減少）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133億1千3百万円（前連結会計年度末比3億2千3百万円減少）とな

りました。
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（３）当期のキャッシュ・フローの概況
　当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より23億3千万円減少し、32億4千1百万円となり

ました。

　当連結会計年度中における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益を1億4千4百万円、非資

金項目である減価償却費を8億3百万円計上したほか、売上債権の減少9億5千8百万円、仕入債務の減少24億6千2百万

円、法人税等の支払い1億6千6百万円、たな卸資産の減少8千万円等により、7億8千7百万円の資金減少となりまし

た。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出12億4千万円等によ

り、10億6千4百万円の資金減少となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出2億4千2百万円、配

当金の支払い2億4千6百万円等により、5億2千5百万円の資金減少となりました。

　

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

2016年３月期 2017年３月期 2018年３月期 2019年３月期 2020年３月期

自己資本比率（％） 52.5 54.9 52.9 51.3 57.7

時価ベースの自己資本比率
（％）

24.2 29.1 69.2 34.8 25.5

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（年）

2.1 2.0 0.4 1.2 ―

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

20.9 19.3 101.9 66.0 ―

　自己資本比率：自己資本／総資産

　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い
　
　※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式を除く）により算出しております。

※有利子負債は貸借対照表に計上されている借入金を対象としております。営業キャッシュ・フローは、キャッシ

ュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており、利払いについては、キャッシュ・フロー

計算書の利息の支払額を使用しております。

※2020年３月期の「キャッシュ・フロー対有利子負債比率」及び「インタレスト・カバレッジ・レシオ」については、

営業キャッシュ・フローがマイナスのため、記載しておりません。

（４）今後の見通し

業績予想につきましては、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大が与える影響により、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。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　当社グループは日本基準で連結財務諸表を作成しております。国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）につきましては、国内

外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当連結会計年度
(2020年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,583,952 3,254,903

受取手形及び売掛金 6,170,673 5,354,050

電子記録債権 1,652,977 1,528,514

商品及び製品 2,995,956 2,763,504

仕掛品 466,735 536,839

原材料及び貯蔵品 423,730 525,816

その他 300,213 263,161

貸倒引当金 △10,548 △8,804

流動資産合計 17,583,691 14,217,984

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,642,611 1,622,225

機械装置及び運搬具（純額） 1,802,593 2,863,407

工具、器具及び備品（純額） 139,415 219,108

土地 1,467,806 1,488,790

リース資産（純額） 132,203 113,443

建設仮勘定 963,456 230,131

有形固定資産合計 6,148,087 6,537,107

無形固定資産

リース資産 41,792 29,563

その他 25,251 33,254

無形固定資産合計 67,043 62,818

投資その他の資産

投資有価証券 1,668,374 1,249,092

長期貸付金 11,091 11,460

繰延税金資産 161,654 237,917

退職給付に係る資産 136,488 147,678

その他 696,845 523,939

貸倒引当金 △8,000 △8,000

投資その他の資産合計 2,666,455 2,162,088

固定資産合計 8,881,586 8,762,014

資産合計 26,465,277 22,979,999
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当連結会計年度
(2020年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,404,200 5,968,791

短期借入金 595,911 581,951

リース債務 35,962 30,350

未払法人税等 104,633 15,849

賞与引当金 260,418 187,942

役員賞与引当金 49,000 35,000

その他 940,337 688,293

流動負債合計 10,390,463 7,508,178

固定負債

長期借入金 850,888 635,895

リース債務 148,981 122,711

繰延税金負債 111,874 119,383

役員退職慰労引当金 512,195 439,686

退職給付に係る負債 814,410 840,830

固定負債合計 2,438,349 2,158,507

負債合計 12,828,813 9,666,686

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 9,461,609

自己株式 △40,847 △40,982

株主資本合計 12,911,697 12,745,918

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 542,852 246,681

為替換算調整勘定 142,940 281,514

退職給付に係る調整累計額 △17,015 △17,078

その他の包括利益累計額合計 668,777 511,117

非支配株主持分 55,987 56,276

純資産合計 13,636,463 13,313,312

負債純資産合計 26,465,277 22,979,999
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

売上高 29,389,931 26,678,275

売上原価 25,258,069 23,486,079

売上総利益 4,131,862 3,192,196

販売費及び一般管理費 3,305,185 3,147,839

営業利益 826,677 44,356

営業外収益

受取利息 2,384 38,738

受取配当金 45,521 48,701

保険返戻金 － 65,122

その他 45,785 27,156

営業外収益合計 93,690 179,718

営業外費用

支払利息 18,004 75,427

為替差損 13,089 8,630

売上債権売却損 3,531 3,428

その他 921 1,148

営業外費用合計 35,546 88,636

経常利益 884,821 135,439

特別利益

固定資産売却益 107 2,231

投資有価証券売却益 － 10,745

受取保険金 2,329 217

補助金収入 3,200 －

その他 － 70

特別利益合計 5,636 13,266

特別損失

固定資産売却損 135 －

固定資産除却損 21,212 2,569

投資有価証券評価損 － 1,306

ゴルフ会員権評価損 － 440

その他 719 6

特別損失合計 22,067 4,323

税金等調整前当期純利益 868,391 144,382

法人税、住民税及び事業税 244,385 37,093

法人税等調整額 △20,607 24,356

法人税等合計 223,778 61,449

当期純利益 644,612 82,933

非支配株主に帰属する当期純利益 5,319 2,116

親会社株主に帰属する当期純利益 639,293 80,816

決算短信（宝印刷） 2020年05月13日 20時22分 8ページ（Tess 1.50(64) 20191218_01）



モリテック スチール㈱(5986) 2020年３月期 決算短信

－ 7 －

連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当期純利益 644,612 82,933

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △208,355 △298,445

繰延ヘッジ損益 △1,322 －

為替換算調整勘定 △87,488 139,019

退職給付に係る調整額 △15,253 △62

その他の包括利益合計 △312,420 △159,488

包括利益 332,192 △76,555

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 349,984 △76,843

非支配株主に係る包括利益 △17,791 288
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（３）連結株主資本等変動計算書
前連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,848,846 1,469,608 9,234,422 △40,739 12,512,137

当期変動額

剰余金の配当 △246,462 △246,462

親会社株主に帰属す

る当期純利益
639,293 639,293

自己株式の取得 △108 △108

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動

6,837 6,837

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － 6,837 392,831 △108 399,560

当期末残高 1,848,846 1,476,445 9,627,253 △40,847 12,911,697

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

為替換算調整勘

定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利

益累計額合計

当期首残高 745,689 1,322 212,836 △1,762 958,086 73,779 13,544,004

当期変動額

剰余金の配当 △246,462

親会社株主に帰属す

る当期純利益
639,293

自己株式の取得 △108

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動

6,837

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△202,836 △1,322 △69,896 △15,253 △289,309 △17,791 △307,100

当期変動額合計 △202,836 △1,322 △69,896 △15,253 △289,309 △17,791 92,459

当期末残高 542,852 － 142,940 △17,015 668,777 55,987 13,636,463
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当連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,848,846 1,476,445 9,627,253 △40,847 12,911,697

当期変動額

剰余金の配当 △246,460 △246,460

親会社株主に帰属す

る当期純利益
80,816 80,816

自己株式の取得 △135 △135

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動

－

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － △165,644 △135 △165,779

当期末残高 1,848,846 1,476,445 9,461,609 △40,982 12,745,918

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

為替換算調整勘

定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利

益累計額合計

当期首残高 542,852 － 142,940 △17,015 668,777 55,987 13,636,463

当期変動額

剰余金の配当 △246,460

親会社株主に帰属す

る当期純利益
80,816

自己株式の取得 △135

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動

－

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△296,171 － 138,573 △62 △157,660 288 △157,371

当期変動額合計 △296,171 － 138,573 △62 △157,660 288 △323,150

当期末残高 246,681 － 281,514 △17,078 511,117 56,276 13,313,312
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 868,391 144,382

減価償却費 600,218 803,613

貸倒引当金の増減額（△は減少） 27 △1,744

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,126 △72,476

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △14,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 53,923 21,878

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △28,744 △7,412

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 48,578 △72,509

受取利息及び受取配当金 △47,905 △87,440

支払利息 18,004 75,427

為替差損益（△は益） △75,481 △13,942

固定資産売却損益（△は益） 27 △2,231

固定資産除却損 21,212 2,569

投資有価証券売却損益（△は益） － △10,745

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,306

ゴルフ会員権評価損 － 440

受取保険金 △2,329 △217

補助金収入 △3,200 －

売上債権の増減額（△は増加） 399,560 958,028

たな卸資産の増減額（△は増加） △509,818 80,969

未収消費税等の増減額（△は増加） △78,980 78,980

その他の流動資産の増減額（△は増加） △55,713 46,955

仕入債務の増減額（△は減少） 285,567 △2,462,512

未払消費税等の増減額（△は減少） △12,130 110,305

その他の流動負債の増減額（△は減少） 28,772 △213,470

小計 1,511,106 △633,845

利息及び配当金の受取額 50,736 88,234

利息の支払額 △18,048 △75,449

法人税等の支払額 △357,303 △166,656

保険金の受取額 2,329 271

補助金の受取額 3,200 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,192,020 △787,445

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 △993,495 △1,240,600

固定資産の売却による収入 139 2,386

固定資産の除却による支出 △19,433 △69

投資有価証券の取得による支出 △13,878 △14,959

投資有価証券の売却による収入 － 15,023

貸付けによる支出 △9,320 △4,700

貸付金の回収による収入 3,065 4,330

その他 34,000 174,323

投資活動によるキャッシュ・フロー △998,921 △1,064,265
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
　至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出

△11,841 －

リース債務の返済による支出 △33,389 △36,716

長期借入れによる収入 626,750 －

長期借入金の返済による支出 △199,917 △242,031

自己株式の取得による支出 △108 △135

配当金の支払額 △246,234 △246,327

財務活動によるキャッシュ・フロー 135,259 △525,210

現金及び現金同等物に係る換算差額 △43,083 46,786

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 285,275 △2,330,134

現金及び現金同等物の期首残高 5,286,126 5,571,401

現金及び現金同等物の期末残高 5,571,401 3,241,267
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（５）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。

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

１ 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社グループは、国内の事業部門として、特殊帯鋼、普通鋼等を主とした鋼材の販売をする商事部門と、特殊帯鋼

を主原料とした焼入鋼帯及び鈑金加工品の生産をする製造部門とがあり、取扱う商品、製品について商事部門、製造

部門がそれぞれ戦略を立案し、事業活動を展開しております。また、海外子会社を設立し、グローバルな事業を展開

しております。従って、当社は販売・生産体制を基礎とした商品、製品別セグメントから構成されており「商事部

門」、「焼入鋼帯部門」、「鈑金加工品部門」及び「海外事業」の４つを報告セグメントとしております。

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ

る記載と概ね同一であります。

　報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

　セグメント間の内部収益及び振替高は仕切価格に基づいております。
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３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 2018年４月１日 至 2019年３月31日)

(単位：千円)

報告セグメント
合計

商事部門 焼入鋼帯部門 鈑金加工品部門 海外事業

売上高

外部顧客への売上高 16,736,375 1,515,996 7,134,602 4,002,957 29,389,931

セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,375,372 375,204 556,516 139,545 3,446,638

計 19,111,747 1,891,201 7,691,119 4,142,502 32,836,570

セグメント利益 541,673 171,891 838,720 345,744 1,898,030

セグメント資産 8,803,070 163,171 3,345,720 5,533,223 17,845,184

その他の項目

減価償却費 32,894 39,586 262,698 257,549 592,729

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

9,438 67,145 772,404 560,889 1,409,877

当連結会計年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(単位：千円)

報告セグメント
合計

商事部門 焼入鋼帯部門 鈑金加工品部門 海外事業

売上高

外部顧客への売上高 14,930,040 1,312,481 6,667,545 3,768,208 26,678,275

セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,304,267 332,523 286,913 50,384 2,974,088

計 17,234,307 1,645,005 6,954,459 3,818,592 29,652,364

セグメント利益 406,767 98,279 496,589 37,308 1,038,945

セグメント資産 7,542,707 193,398 2,911,109 5,227,031 15,874,247

その他の項目

減価償却費 31,632 54,744 410,525 302,994 799,898

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

563 43,963 700,369 315,431 1,060,327
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４ 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 32,836,570 29,652,364

セグメント間の内部売上高又は振替高 △3,446,638 △2,974,088

連結財務諸表の売上高 29,389,931 26,678,275

(単位：千円)

利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 1,898,030 1,038,945

セグメント間の取引消去 11,935 22,495

全社費用（注） △1,083,288 △1,017,083

連結財務諸表の営業利益 826,677 44,356

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位：千円)

資産 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 17,845,184 15,874,247

セグメント間の取引消去 △3,191,406 △3,006,998

全社資産（注） 11,811,498 10,112,750

連結財務諸表の資産合計 26,465,277 22,979,999

（注）全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社建物、投資有価証券等であります。

(単位：千円)

その他の項目

報告セグメント計 調整額 連結財務諸表計上額

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

減価償却費 592,729 799,898 7,489 3,715 600,218 803,613

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

1,409,877 1,060,327 28,635 6,664 1,438,513 1,066,991

（注）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に本社関連の無形固定資産の増加額であります。
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(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

１株当たり純資産額 606.12円 591.70円

１株当たり当期純利益金額 28.53円 3.61円

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

　親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 639,293 80,816

　普通株主に帰属しない金額(千円) － －

　普通株式に係る親会社株主に帰属する
　当期純利益(千円)

639,293 80,816

　普通株式の期中平均株式数(株) 22,405,552 22,405,259

３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当連結会計年度
(2020年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 13,636,463 13,313,312

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 55,987 56,276

(うち非支配株主持分(千円)) (55,987) (56,276)

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 13,580,475 13,257,036

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式
の数(株)

22,405,501 22,405,149

　

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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