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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等を含めておりません。 

２ 第65期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計

基準第５号）および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用しております。 

３ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益につきましては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

回次 第63期中 第64期中 第65期中 第63期 第64期 

会計期間 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日 

売上高 (百万円) 18,159 19,431 22,269 39,420 41,493

経常利益 (百万円) 1,479 1,026 1,493 3,271 2,276

中間(当期)純利益 (百万円) 1,183 664 943 2,233 1,399

純資産額 (百万円) 18,620 20,251 21,709 19,619 21,155

総資産額 (百万円) 39,416 41,820 44,640 42,293 42,579

１株当たり純資産額 (円) 410.77 447.08 479.46 432.31 466.49

１株当たり 
中間(当期)純利益 

(円) 26.11 14.65 20.84 48.61 30.23

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間(当期)純利益 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 47.2 48.4 48.6 46.4 49.7

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 1,077 85 2,274 1,350 1,410

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 82 △384 △583 △282 △927

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △1,377 60 △932 △1,241 △200

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

(百万円) 842 648 1,929 887 1,170

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数) 

(名) 
600 
(54)

585
(58)

591
(60)

589 
(54)

584
(59)



(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等を含めておりません。 

２ 第65期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計

基準第５号）および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用しております。 

３ 「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間(当期)純利益」および「潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益」につ

きましては、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

  

回次 第63期中 第64期中 第65期中 第63期 第64期 

会計期間 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日 

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日 

売上高 (百万円) 18,072 19,315 22,069 39,250 41,267

経常利益 (百万円) 1,274 843 1,241 2,849 1,914

中間(当期)純利益 (百万円) 802 516 714 1,490 1,158

資本金 (百万円) 7,360 7,360 7,360 7,360 7,360

発行済株式総数 (千株) 45,400 45,400 45,400 45,400 45,400

純資産額 (百万円) 18,939 20,060 21,196 19,576 20,871

総資産額 (百万円) 38,977 39,522 41,946 40,315 40,173

１株当たり配当額 (円) 3.00 3.00 3.00 7.00 7.00

自己資本比率 (％) 48.6 50.8 50.5 48.6 52.0

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数) 

(名) 
460 
(30)

450
(33)

453
(33)

452 
(31)

449
(34)



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループが営む事業の内容についての重要な変更および主要な関係会社の異動

はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年９月30日現在 

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は〔 〕内に当中間連結会計期間の平均雇用人員を外数で記載しております。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年９月30日現在 

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は〔 〕内に当中間会計期間の平均雇用人員を外数で記載しております。 

  

(3) 労働組合の状況 

労使関係については現在特記すべき事項はありません。 

  

製品部門 従業員数(名)

ステンレス管 
289
〔25〕 

ステンレス条鋼 
104
〔1〕 

ステンレス加工品 
101
〔20〕 

鋼管 
47
〔1〕 

その他 
20
〔6〕 

全社(共通) 
30
〔7〕 

合計 
591
〔60〕 

従業員数(名) 
453
〔33〕 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、依然として好況の状態で推移いたしました。当社グループの主力商

品であるステンレス関係の業界では、原料のニッケル価格が急騰し、それにともない世界的にステンレス価格が急

上昇いたしました。 

このような状況下にありまして、当社グループは販売量の増加に加えて販売価格の値上げに注力いたしました。

値上げはスムーズに浸透し、当中間連結会計期間では販売価格の上昇が材料価格の上昇に先行気味で推移いたしま

した。その結果、売上高は222億69百万円（前年同期比14.6％増）になりました。経常利益は14億93百万円（前年同

期比45.5％増）を確保することができました。中間純利益は９億43百万円（前年同期比42.1％増）となりました。 

これを部門別にみてまいりますと、 

ステンレス管部門では、配管用、家庭電器用が大きく伸びました。自動車用も引き続き増加いたしました。建築

用も堅調でした。その結果、売上高は105億75百万円（前年同期比17.1％増）を確保することができました。 

ステンレス条鋼部門では、販売価格の値上げの影響が大きく、売上高は65億60百万円（前年同期比18.6％増）と

増加いたしました。 

ステンレス加工品部門では、家庭用金物製品が依然として振るいませんでしたが、ユーザー向けの受注加工品が

増加いたしました。その結果、売上高は19億68百万円（前年同期比1.7％増）となりました。 

鋼管部門では、建築用は増加いたしましたが、その他は低調だったため、売上高は18億62百万円（前年同期比

0.8％減）にとどまりました。 

その他部門では、パイプ切断機が自動車関係の設備投資の増加に支えられて増加いたしました。家庭用金物製品

の転売品も消費回復の影響を受けて増加いたしました。その結果、売上高は13億２百万円（前年同期比23.2％増）

となりました。 

  

(注) 上記の金額には消費税等を含めておりません。 

  



(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動により22億74百万円の収入となり、投資活動によ

り５億83百万円の支出となり、財務活動により９億32百万円の支出となりました。これらの結果、現金及び現金同

等物の残高は期首に比べて７億58百万円増加し19億29百万円（前中間連結会計期間比197.3％増）となりました。 

  

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益が14億96百万円（前中間連結会計期間比４億

29百万円の増加）となったことおよび仕入債務の増加額が売上債権の増加額よりも４億27百万円多かったことに

加え、法人税等の支払額が前中間連結会計期間に比べて減少したことなどにより営業活動全体では22億74百万円

（前中間連結会計期間は85百万円の収入）の収入となりました。 

  

② 投資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・フローは、生産設備等の通例的な更新に加え投資有価証券の取得などにより５億

83百万円（前中間連結会計期間比51.6％の支出増）の支出となりました。 

  

③ 財務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・フローは、短期借入金の返済（16億15百万円）と長期借入金の返済（２億34百万

円）に対して、短期借入金の実行（11億円）が少なかったことに加え、配当金の支払いなどにより財務活動全体

では９億32百万円（前中間連結会計期間は主に長期借入金の実行等により60百万円の収入）の支出となりまし

た。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を製品部門別に示すと次のとおりであります。 

  

(注) １ 上記金額は販売価額で示しており、製品部門間の取引については相殺消去しております。 

２ 上記金額には消費税等を含めておりません。 

  

(2) 仕入実績 

当中間連結会計期間における仕入実績を製品部門別に示すと次のとおりであります。 

  

(注) 上記金額には消費税等を含めておりません。 

  

製品部門 金額(百万円) 前年同期比(％) 

ステンレス管 10,012 13.3 

ステンレス条鋼 3,306 30.0 

ステンレス加工品 1,689 △3.6 

鋼管 1,754 △1.3 

その他 690 16.4 

合計 17,452 12.5 

製品部門 金額(百万円) 前年同期比(％) 

ステンレス管 474 28.0 

ステンレス条鋼 2,426 △0.6 

ステンレス加工品 157 22.7 

鋼管 111 △17.3 

その他 399 △14.9 

合計 3,569 0.7 



(3) 受注状況 

当中間連結会計期間における受注状況を製品部門別に示すと次のとおりであります。 

  

(注) １ 受注残高には、継続的な取引先からの受注内示は含めておりません。 

２ 上記金額には消費税等を含めておりません。 

  

(4) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を製品部門別に示すと次のとおりであります。 

  

(注) １ 上記金額は製品部門間の取引については相殺消去しております。 

２ 上記金額には消費税等を含めておりません。 

３ 総販売実績に対し10％以上に該当する販売先はありません。 

  

製品部門 

受注高 受注残高 

金額(百万円) 前年同期比(％) 金額(百万円) 前年同期比(％) 

ステンレス管 11,218 21.8 2,593 40.6 

ステンレス条鋼 6,598 19.1 115 △3.3 

ステンレス加工品 1,965 0.6 167 1.4 

鋼管 1,907 5.8 177 19.1 

その他 1,317 24.9 434 △17.8 

合計 23,007 17.6 3,488 24.3 

製品部門 金額(百万円) 前年同期比(％) 

ステンレス管 10,575 17.1 

ステンレス条鋼 6,560 18.6 

ステンレス加工品 1,968 1.7 

鋼管 1,862 △0.8 

その他 1,302 23.2 

合計 22,269 14.6 



３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループの事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変更および新たに生

じた課題はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

該当する事項はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当社グループは、生産技術の革新、新製品の開発、材料や製品の高付加価値化およびコストダウンなどをテーマと

して採り上げ、当社の技術部が中心となり積極的に研究開発活動を進めております。 

当中間連結会計期間における各製品部門別の研究開発活動の状況は次のとおりであります。 

ステンレス管部門では、製品の競争力強化を主眼とした生産技術の革新などの研究開発を行っております。当中間

連結会計期間では、パイプの溶接部形状の改善を目的とした溶接部の後処理方法の研究開発に引き続き取り組みまし

た。その結果、新用途への採用に目処がつきました。また溶接部の信頼性向上の研究を行い、その研究の成果をもと

にした装置の開発を進めております。 

ステンレス条鋼部門では、新製品の開発、製品の競争力強化を主眼とした生産技術の革新などの研究開発を行って

おります。当中間連結会計期間では、製品のコスト競争力の強化を目的とした新生産方式による条鋼製品の開発を進

めましたが、販売を開始するには至りませんでした。 

ステンレス加工品部門では、ステンレス管およびステンレス条鋼などを素材とした家庭用金物製品など新製品の研

究開発を行っております。当中間連結会計期間の主な成果といたしましては、幅伸縮式Ｘ型多機能物干し、タオル干

し部の高さ調節機能付多機能物干しなどの新製品を開発し、従来の家庭用金物製品のシリーズに追加することができ

ました。また、ニッケル系ステンレス材料の高騰にともない耐食性に優れている代替ステンレス材料を採用した物干

し台の開発を行い、その販売を開始いたしました。 

鋼管部門では、製品の競争力強化を主眼とした生産技術の革新などの研究開発を行っておりますが、当中間連結会

計期間では特筆すべき成果はありませんでした。 

その他部門では、パイプ切断機、面取り機およびその関連機器などの新製品開発や新技術などの研究開発を行って

おります。当中間連結会計期間では、廉価版の面取り機の開発を進めましたが製品化には至りませんでした。 

なお、当中間連結会計期間における研究開発費の総額は45百万円であります。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な変

更ならびに重要な設備計画の完了はありません。 

また、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当する事項はありません。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 127,662,000 

計 127,662,000 

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成18年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年12月15日)

上場証券取引所名
又は登録証券業協会名 

内容 

普通株式 45,400,404 45,400,404
大阪証券取引所市場第一部
東京証券取引所市場第一部 

― 

計 45,400,404 45,400,404 ― ― 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 
(百万円) 

自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日 

― 45,400 ― 7,360 ― 7,705 



(4) 【大株主の状況】 

平成18年９月30日現在 

(注) 財団法人森教育振興会は、「民法第34条」および「大阪府教育委員会の主管に属する民法第34条の法人の設立及び監督に関

する規則」に関する法令に基づき、大阪府より設立許可され、大阪府南部地区の小・中学校に対する教育機器の寄贈と教育研

究団体への経済援助を実施することを目的とした財団法人であります。 

  

(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年９月30日現在 

(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が27,000株含まれております。なお、「議決権の数」

の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数27個は含まれておりません。 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

森    明  信 大阪府大阪狭山市 2,245 4.95 

株式会社三菱東京ＵＦＪ
銀行 

東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 2,235 4.92 

大同生命保険株式会社 
（常任代理人 日本トラ
スティ・サービス信託銀
行株式会社） 

大阪市西区江戸堀１丁目２番１号
（東京都中央区晴海１丁目８番11号） 

2,200 4.85 

楠商事株式会社 大阪市浪速区幸町３丁目７番16号 2,197 4.84 

株式会社りそな銀行 大阪市中央区備後町２丁目２番１号 1,677 3.69 

株式会社メタルワン 
東京都港区芝３丁目23番１号 セレスティン芝三
井ビル 

1,500 3.31 

財団法人森教育振興会 大阪府河内長野市楠町東1615番地 モリ工業㈱内 1,235 2.72 

日本生命保険相互会社 
東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 日本生命
証券管理部内 

1,211 2.67 

新進工業有限会社 大阪府河内長野市松ヶ丘中町1456番地の２ 1,181 2.60 

資産管理サービス信託銀
行株式会社 
（証券投資信託口） 

東京都中央区晴海１丁目８番１２号 晴海アイラ
ンドトリトンスクエアオフィスタワーＺ 

991 2.18 

計 ― 16,674 36.73 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 
普通株式 

121,000 
― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 
44,801,000 

44,773 ― 

単元未満株式 
普通株式 

478,404 
― ― 

発行済株式総数 45,400,404 ― ― 

総株主の議決権 ― 44,773 ― 



② 【自己株式等】 

平成18年９月30日現在 

(注) 株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株あります。なお、当該株式数は上記「発

行済株式」の「完全議決権株式(その他)」に含まれております。また、「発行済株式」の「議決権の数」の欄には、当該株式

に係る議決権の数１個は含まれておりません。 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
モリ工業株式会社 

大阪府河内長野市 
楠町東1615番地 

121,000 ― 121,000 0.3 

計 ― 121,000 ― 121,000 0.3 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 453 425 386 390 390 398 

最低(円) 412 375 306 316 342 359 



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は、改正前の中間連結財務諸表規則に

基づき、当中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正後の中間連結財務諸表規則に

基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作

成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日ま

で)および前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)並びに当中間連結会計期間(平成18年４月１

日から平成18年９月30日まで)および当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の中間連結財務諸

表および中間財務諸表につきましては、新日本監査法人の中間監査を受けております。 



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

    前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

１ 現金および預金    648 1,929   1,170 

２ 受取手形および 
  売掛金 ※３  12,320 15,062   13,431 

３ たな卸資産    9,880 8,566   8,682 

４ その他の流動資産    1,060 847   1,039 

貸倒引当金    △79 △75   △63 

流動資産合計    23,830 57.0 26,330 59.0   24,260 57.0

Ⅱ 固定資産          

(1) 有形固定資産 ※１ 
※２        

１ 建物および構築物    5,182 5,230   5,344 

２ 機械装置および 
  運搬具    1,951 1,946   1,966 

３ 土地    7,385 7,331   7,385 

４ その他の 
  有形固定資産    744 611   450 

有形固定資産合計    15,263 15,120   15,146 

(2) 無形固定資産          

１ 電力利用権等    35 90   33 

無形固定資産合計    35 90   33 

(3) 投資その他の資産          

１ 投資有価証券 ※２  1,651 2,212   2,247 

２ その他の投資    1,267 1,104   1,103 

貸倒引当金    △249 △222   △222 

投資その他の資産 
合計    2,670 3,094   3,128 

固定資産合計    17,969 43.0 18,305 41.0   18,308 43.0

Ⅲ 繰延資産    19 0.0 5 0.0   10 0.0

資産合計    41,820 100.0 44,640 100.0   42,579 100.0

           



  

    前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

１ 支払手形および 
  買掛金 ※３  7,888 9,992   7,935 

２ 短期借入金 ※２  1,535 2,255   2,770 

３ １年内に返済予定の 
  長期借入金 ※２  1,174 468   468 

４ １年内に償還予定の 
  社債 ※２  1,000 1,000   ― 

５ 賞与引当金    370 369   367 

６ その他の流動負債 ※３  1,658 1,915   1,549 

流動負債合計    13,627 32.6 16,001 35.9   13,091 30.7

Ⅱ 固定負債          

１ 社債 ※２  3,000 2,000   3,000 

２ 長期借入金 ※２  3,254 3,371   3,605 

３ 退職給付引当金    1,572 1,420   1,505 

４ その他の固定負債    115 137   221 

固定負債合計    7,942 19.0 6,930 15.5   8,332 19.6

負債合計    21,569 51.6 22,931 51.4   21,424 50.3

           

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    7,360 17.6 ― ―   7,360 17.3

Ⅱ 資本剰余金    7,705 18.4 ― ―   7,705 18.1

Ⅲ 利益剰余金    4,549 10.9 ― ―   5,149 12.1

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金    665 1.6 ― ―   975 2.3

Ⅴ 自己株式    △30 △0.1 ― ―   △35 △0.1

資本合計    20,251 48.4 ― ―   21,155 49.7

負債・資本合計    41,820 100.0 ― ―   42,579 100.0

           



  

  

    前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(純資産の部)          

Ⅰ 株主資本          

１ 資本金    ― 7,360   ― 

２ 資本剰余金    ― 7,705   ― 

３ 利益剰余金    ― 5,882   ― 

４ 自己株式    ― △38   ― 

株主資本合計    ― ― 20,910 46.8   ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等          

１ その他有価証券 
  評価差額金    ― 811   ― 

２ 繰延ヘッジ損益    ― △12   ― 

評価・換算差額等 
合計    ― ― 799 1.8   ― ―

純資産合計    ― ― 21,709 48.6   ― ―

負債・純資産合計    ― ― 44,640 100.0   ― ―

           



② 【中間連結損益計算書】 

  

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円)
百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高    19,431 100.0 22,269 100.0   41,493 100.0

Ⅱ 売上原価    15,735 81.0 17,735 79.6   33,714 81.3

売上総利益    3,696 19.0 4,533 20.4   7,779 18.7

Ⅲ 販売費および 
  一般管理費 ※１  2,603 13.4 2,985 13.4   5,359 12.9

営業利益    1,093 5.6 1,548 7.0   2,419 5.8

Ⅳ 営業外収益          

１ 受取利息   0   0 0   

２ 受取配当金   11   17 13   

３ 仕入割引   2   2 6   

４ 受取賃貸料   28   18 53   

５ その他の営業外収益   17 60 0.3 15 54 0.2 29 103 0.3

Ⅴ 営業外費用          

１ 支払利息   82   72 159   

２ 売上割引   15   16 30   

３ その他の営業外費用   29 126 0.6 20 109 0.5 56 246 0.6

経常利益    1,026 5.3 1,493 6.7   2,276 5.5

Ⅵ 特別利益          

１ 固定資産売却益 ※２ －   8 －   

２ 投資有価証券売却益   34   － 45   

３ 貸倒引当金戻入益   23 58 0.3 － 8 0.0 65 111 0.3

Ⅶ 特別損失          

１ 固定資産売却損 ※３ 1   － 1   

２ 固定資産除却損 ※４ 4   6 12   

３ 役員退職金   12 18 0.1 － 6 0.0 12 26 0.1

税金等調整前 
中間(当期)純利益    1,067 5.5 1,496 6.7   2,361 5.7

法人税、住民税 
および事業税   257   535 710   

法人税等調整額   145 402 2.1 17 552 2.5 252 962 2.3

中間(当期)純利益    664 3.4 943 4.2   1,399 3.4

           



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

  

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)  

Ⅰ 資本剰余金期首残高 7,705 7,705

Ⅱ 資本剰余金 
  中間期末(期末)残高 

7,705 7,705

   

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高 4,097 4,097

Ⅱ 利益剰余金増加高  

１ 中間(当期)純利益 664 664 1,399 1,399

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１ 配当金 181 317  

２ 役員賞与 30 211 30 347

Ⅳ 利益剰余金 
  中間期末(期末)残高 

4,549 5,149

   



④ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

  

  

  
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 

平成18年３月31日残高(百万円) 7,360 7,705 5,149 △35 20,179 

中間連結会計期間中の変動額           

 剰余金の配当     △181   △181 

 役員賞与     △30   △30 

 中間純利益     943   943 

 自己株式の取得       △2 △2 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) ― ― 732 △2 730 

平成18年９月30日残高(百万円) 7,360 7,705 5,882 △38 20,910 

  

評価・換算差額等 

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 975 ― 975 21,155 

中間連結会計期間中の変動額         

 剰余金の配当     ― △181 

 役員賞与     ― △30 

 中間純利益     ― 943 

 自己株式の取得     ― △2 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) △163 △12 △175 △175 

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円) △163 △12 △175 554 

平成18年９月30日残高(百万円) 811 △12 799 21,709 



⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

   
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  

税金等調整前 
中間(当期)純利益 

 1,067 1,496 2,361 

減価償却費  340 352 727 

貸倒引当金の増減額  △23 11 △65 

賞与引当金の増減額  0 1 △3 

退職給付引当金の増減額  △64 △84 △131 

受取利息及び受取配当金  △11 △17 △14 

支払利息  82 72 159 

有形固定資産売却益  ― △8 ― 

有形固定資産売却損  1 ― 1 

有形固定資産除却損  4 6 12 

投資有価証券売却益  △34 ― △45 

役員賞与の支払額  △30 △30 △30 

売上債権の増減額  853 △1,630 △257 

たな卸資産の増減額  △364 136 833 

その他資産の増減額  31 192 36 

仕入債務の増減額  △618 2,057 △571 

その他負債の増減額  20 △5 193 

小計  1,253 2,549 3,207 

利息及び配当金の受取額  11 17 14 

利息の支払額  △83 △69 △167 

法人税等の支払額  △1,096 △223 △1,643 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 85 2,274 1,410 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

   

有形固定資産の取得による 
支出 

 △435 △343 △905 

有形固定資産の売却による 
収入 

 3 97 6 

営業譲受にともなう支出  ― △98 ― 

投資有価証券の取得による 
支出 

 △1 △236 △103 

投資有価証券の売却による 
収入 

 49 ― 80 

貸付けによる支出  △5 △7 △10 

貸付金の回収による収入  4 6 9 

その他の投資の増減額  ― △0 △3 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △384 △583 △927 



  

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

短期借入れによる収入  3,640 1,100 7,410 

短期借入金の返済による 
支出 

 △4,475 △1,615 △7,010 

長期借入れによる収入  2,300 ― 3,000 

長期借入金の返済による 
支出 

 △216 △234 △1,272 

社債の償還による支出  △1,000 ― △2,000 

自己株式の取得による支出  △6 △2 △10 

配当金の支払額  △181 △180 △316 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 60 △932 △200 

Ⅳ 現金及び現金同等物の 
増減額 

 △238 758 282 

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

 887 1,170 887 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 648 1,929 1,170 

     



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関す

る事項 

 全ての子会社を連結して

おります。なお、連結子会

社はモリ金属㈱、関東モリ

工業㈱、㈱シルベストおよ

び㈱ニットクの４社であり

ます。 

 全ての子会社を連結して

おります。なお、連結子会

社はモリ金属㈱、関東モリ

工業㈱、㈱ニットクおよび

モリ販売㈱（平成18年４月

１日 ㈱シルベストより商

号を変更）の４社でありま

す。 

 全ての子会社を連結して

おります。なお、連結子会

社はモリ金属㈱、関東モリ

工業㈱、㈱ニットクおよび

㈱シルベストの４社であり

ます。 

        

２ 持分法の適用に関

する事項 

 該当する事項はありませ

ん。 

同左 同左 

        

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等に

関する事項 

 連結子会社の中間決算日

と中間連結決算日は一致し

ております。 

同左  連結子会社の事業年度末

日と連結決算日は一致して

おります。 

        

４ 会計処理基準に関

する事項 

      

 (1) 重要な資産の評

価基準及び評価方

法 

      

  ① 有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの 

  中間連結決算日の市場

価格等に基づく時価法

(評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却

原価は移動平均法により

算定) 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

  中間連結決算日の市場

価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売

却原価は移動平均法によ

り算定) 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

  連結決算日の市場価格

等に基づく時価法(評価

差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定) 

   時価のないもの 

  移動平均法による原価

法 

 時価のないもの 

  移動平均法による原価

法 

 時価のないもの 

  移動平均法による原価

法 

  ② デリバティブ  時価法 同左 同左 

  ③ たな卸資産 商品 

 先入先出法による原価法 

製品・仕掛品 

 移動平均法による原価法 

原材料 

 主として移動平均法によ

る低価法 

貯蔵品 

 最終仕入原価法による原

価法 

同左 同左 



  

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (2) 重要な減価償却

資産の減価償却の

方法 

      

  ① 有形固定資産 建物 

 定額法 

建物以外 

 主として定率法 

 なお、主な耐用年数は次

のとおりであります。 

 建物および構築物 

  ３～60年 

 機械装置および運搬具 

  主として14年 

同左 同左 

  ② 無形固定資産 自社利用ソフトウェア 

 社内における利用可能期

間(５年)に基づく定額法 

上記以外の無形固定資産 

 定額法 

同左 同左 

        

 (3) 重要な引当金の

計上基準 

      

  ① 貸倒引当金  売上債権等の貸倒れによ

る損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しており

ます。 

同左 同左 

  ② 賞与引当金  従業員に対する賞与の支

給に充てるため、支給見込

額に基づき計上しておりま

す。 

同左 同左 

  ③ 退職給付引当

金 

 従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務およ

び年金資産の見込額に基づ

き、当中間連結会計期間末

において発生していると認

められる額を計上しており

ます。 

 数理計算上の差異は、各

連結会計年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(15

年）による定額法により按

分した額を、それぞれ翌連

結会計年度から費用処理す

ることとしております。 

同左  従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務およ

び年金資産の見込額に基づ

き計上しております。 

 数理計算上の差異は、各

連結会計年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(15

年)による定額法により按

分した額を、それぞれ翌連

結会計年度から費用処理す

ることとしております。 



  

  

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (4) 重要なリース取

引の処理方法 

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理方法によ

っております。 

同左 同左 

        

 (5) 重要なヘッジ会

計の方法 

      

  ① ヘッジ会計の

方法 

 繰延ヘッジによっており

ます。 

 金利スワップについて

は、特例処理の要件を満た

す場合は特例処理を採用し

ております。 

同左 同左 

  ② ヘッジ手段と

ヘッジ対象 

ヘッジ手段 金利スワップ

ヘッジ対象 借入金利息 

同左 同左 

  ③ ヘッジ方針  借入金の金利変動リスク

を回避する目的で金利スワ

ップ取引を行っており、ヘ

ッジ対象の識別は個別契約

毎に行っております。 

同左 同左 

  ④ ヘッジ有効性

評価の方法 

 金利変動またはキャッシ

ュ・フロー変動を完全に相

殺するものと想定されるた

め、ヘッジの有効性の判定

は省略しております。 

 金利スワップの特例処理

の要件を満たす場合は、有

効性の評価を省略しており

ます。 

同左 同左 

        

 (6) その他中間連結

財務諸表(連結財

務諸表)作成のた

めの重要な事項 

      

   消費税および地

方消費税の処理方

法 

 税抜方式を採用しており

ます。なお、仮払消費税等

および仮受消費税等は相殺

のうえその差額をその他の

流動負債に含めて表示して

おります。 

同左  税抜方式を採用しており

ます。 

        

５ 中間連結(連結)キ

ャッシュ・フロー計

算書における資金の

範囲 

 中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金

(現金及び現金同等物)は、

手許現金および随時引き出

し可能な預金からなってお

ります。 

同左  連結キャッシュ・フロー

計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手許

現金および随時引き出し可

能な預金からなっておりま

す。 



会計処理方法の変更 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準第５

号）および「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準適用指

針第８号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は21,721百万円であ

ります。 

 中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中

間連結財務諸表は、改正後の中間連

結財務諸表規則により作成しており

ます。 

――― 

      

――― （役員賞与に関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「役員

賞与に関する会計基準」(企業会計

基準委員会 平成17年11月29日 企

業会計基準第４号)を適用しており

ます。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

――― 



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

  
前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の

減価償却累計額 
18,339百万円 18,984百万円 18,658百万円 

        

※２ 担保資産および

担保付債務 

      

 (1) 工場財団担保資

産 

      

建物および 
構築物 

機械装置 
および運搬具 

土地 

合計 

1,208百万円

287 

465 

1,961 

1,177百万円

274 

465 

1,917 

1,180百万円

278 

465 

1,923 

   対応債務       

短期借入金 

１年内に 
返済予定の 
長期借入金 

１年内に償還 
予定の社債 

社債 

長期借入金 

合計 

―百万円

156 

1,000 

1,000 

522 

2,678 

60百万円

162 

1,000 

― 

360 

1,582 

60百万円

162 

― 

1,000 

441 

1,663 

 (2) 担保資産       

投資有価証券 383百万円 470百万円 510百万円

   対応債務       

１年内に 
返済予定の 
長期借入金 

長期借入金 

合計 

76百万円

182 

258 

76百万円

106 

182 

76百万円

144 

220 

        

※３ 中間連結会計期

間末日満期手形の

処理 

―――  当中間連結会計期間の末

日は金融機関の休日であり

ましたが、当該期日満期手

形については、満期日に決

済が行われたものとして処

理しております。当中間期

末残高から除かれている当

該期日満期手形は下記のと

おりであります。 

――― 

    受取手形 836百万円

支払手形 521 

設備関係
支払手形 

9

  



  

  

(中間連結損益計算書関係) 

  

  

  
前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

 ４ 貸出コミットメ

ント契約 

 当社は、運転資金の効率

的な調達を行うため、取引

銀行４行と貸出コミットメ

ント契約を締結しておりま

す。また、当社はシンジケ

ート形式で同様の契約を締

結しております。当該契約

に基づく当中間連結会計期

間末の借入未実行残高等は

次のとおりであります。 

 当社は、運転資金の効率

的な調達を行うため、取引

銀行２行と貸出コミットメ

ント契約を締結しておりま

す。また、当社はシンジケ

ート形式で同様の契約を締

結しております。当該契約

に基づく当中間連結会計期

間末の借入未実行残高等は

次のとおりであります。 

 当社は、運転資金の効率

的な調達を行うため、取引

銀行２行と貸出コミットメ

ント契約を締結しておりま

す。また、当社はシンジケ

ート形式で同様の契約を締

結しております。当該契約

に基づく当連結会計年度末

の借入未実行残高等は次の

とおりであります。 

貸出コミット
メントの総額 

借入実行残高 

差引額 

4,500百万円

2,000 

2,500 

4,000百万円

2,490 

1,510 

4,000百万円

2,850 

1,150 

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 販売費および一

般管理費の内訳 

 販売費および一般管理費

のうち、主要な費目および

金額は次のとおりでありま

す。 

 販売費および一般管理費

のうち、主要な費目および

金額は次のとおりでありま

す。 

 販売費および一般管理費

のうち、主要な費目および

金額は次のとおりでありま

す。 

  荷造・
運送費 

1,113百万円

給料諸手当 405 

賞与引当金 
繰入額 

103 

退職給付 
費用 

57 

支払手数料 261 

荷造・
運送費 

1,171百万円

貸倒引当金
繰入額 

11 

給料諸手当 441 

賞与引当金
繰入額 

101 

退職給付
費用 

58 

支払手数料 318 

荷造・
運送費 

2,298百万円

給料諸手当 926 

賞与引当金 
繰入額 

101 

退職給付 
費用 

115 

支払手数料 549 

        

※２ 固定資産売却益

の内訳 

――― 土地 7百万円

その他 0 

合計 8 

――― 

        

※３ 固定資産売却損

の内訳 

機械装置 
および運搬具 

1百万円
――― 機械装置 

および運搬具 
1百万円

        

※４ 固定資産除却損

の内訳 

機械装置 
および運搬具 

4百万円
機械装置
および運搬具

3百万円

その他 2 

合計 6 

機械装置 
および運搬具 

9百万円

工具・器具 
・備品 

2 

その他 0 

合計 12 



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

  
  

２ 自己株式に関する事項 

  
（変動事由の概要） 

自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当する事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

  

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの 

  

次へ 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 45,400 ― ― 45,400 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 115,695 6,220 ― 121,915 

決議 株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

１株当たり配当額
(円) 

基準日 効力発生日 

平成18年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 181 4 平成18年３月31日 平成18年６月29日 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額
(百万円) 

１株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日 

平成18年11月13日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 135 3 平成18年９月30日 平成18年12月１日



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
  

  

(リース取引関係) 
  

  

次へ 

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 現金及び現金同等物

の中間期末(期末)残高

と中間連結(連結)貸借

対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

現金および 
預金勘定 

648百万円

現金及び
現金同等物 

648 

現金および
預金勘定 

1,929百万円

現金及び
現金同等物 

1,929 

現金および 
預金勘定 

1,170百万円

現金及び
現金同等物 

1,170 

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 リース物件の所有権

が借主に移転すると認

められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取

引 

      

１ リース物件の取得

価額相当額、減価償

却累計額相当額及び

中間期末(期末)残高

相当額 

  
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

機械装置 
および 
運搬具 

4,873 1,297 3,575

その他 
(工具・ 
器具・ 
備品) 

13 3 9

電力 
利用権等 3 1 1

合計 4,889 1,302 3,587

 
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

機械装置
および 
運搬具 

4,857 1,655 3,201

その他
(工具・ 
器具・ 
備品) 

13 5 7

電力
利用権等

3 2 0

合計 4,873 1,664 3,209

 
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

機械装置
および 
運搬具 

4,867 1,476 3,390 

その他
(工具・ 
器具・ 
備品) 

13 4 8 

電力
利用権等

3 2 1 

合計 4,883 1,483 3,400 

    
２ 未経過リース料中

間期末(期末)残高相

当額 

      

１年内 

１年超 

合計 

333百万円

3,445 

3,779 

343百万円

3,094 

3,437 

342百万円

3,269 

3,612 

    
３ 支払リース料、減

価償却費相当額及び

支払利息相当額 

      

(1) 支払リース料 

(2) 減価償却費 
  相当額 

(3) 支払利息相当額 

229百万円

185 

66 

228百万円

184 

60 

458百万円

369 

130 

    
４ 減価償却費相当額

の算定方法 

 リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定

額法によっております。 

同左 同左 

    
５ 利息相当額の算定

方法 

 リース料総額とリース物

件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各連結

会計期間への配分方法につ

いては、利息法によってお

ります。 

同左  リース料総額とリース物

件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各連結

会計年度への配分方法につ

いては、利息法によってお

ります。 



(有価証券関係) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

(注) 当該有価証券の減損にあたっては、時価が取得価額に比べて50％以上下落した場合および、30％以上50％未満下落した場合

は、個別に時価の回復可能性を判定して、回復可能性がないものについては減損処理を行っております。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結（連結）貸借対照表計上額 

  

  

(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末、当中間連結会計期間末および前連結会計年度末のいずれにおいても該当する事項はあり

ません。 

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いておりま

す。 

  

(ストック・オプション等関係) 

該当する事項はありません。 

  

前へ     

種類 

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

取得原価 
(百万円) 

中間連結 
貸借対照表 
計上額 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

取得原価
(百万円) 

中間連結
貸借対照表
計上額 
(百万円) 

差額
(百万円) 

取得原価
(百万円) 

連結 
貸借対照表 
計上額 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

(1) 株式 486 1,584 1,097 824 2,170 1,345 588 2,204 1,616

(2) 債券 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

(3) その他 39 51 12 18 25 6 18 26 7

合計 525 1,635 1,109 843 2,195 1,352 607 2,231 1,624

種類 

前中間連結会計期間末
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

中間連結貸借対照表計上額
(百万円) 

中間連結貸借対照表計上額
(百万円) 

連結貸借対照表計上額 
(百万円) 

その他有価証券 
 非上場株式 

16 16 16 



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前連結会計年度において当社および連結子会社は、ステンレス

管、条鋼、鋼管およびその加工品・関連製品の製造販売を主な事業としており、全セグメントの売上高の合計およ

び営業利益の合計額に占める割合が、いずれも90％超でありましたので記載を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前連結会計年度において当社および連結子会社は、海外拠点が

存在しないため該当する事項はありません。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前連結会計年度において海外売上高は、連結売上高の10％未満

のため記載を省略しております。 

  



(１株当たり情報) 

  

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

２ 算定上の基礎 

 (1) １株当たり純資産額 

  

 (2) １株当たり中間(当期)純利益金額 

  

(重要な後発事象) 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前連結会計年度のいずれにおいても該当する事項はありませ

ん。 

  

(2) 【その他】 

該当する事項はありません。 

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ １株当たり 
  純資産額 

447円08銭 479円46銭 466円49銭 

        

２ １株当たり 
  中間(当期)純利益 

14円65銭 20円84銭 30円23銭 

  
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

中間連結貸借対照表の 
純資産の部の合計額 
(百万円) 

― 21,709 ― 

普通株式に係る純資産額
(百万円) 

― 21,709 ― 

普通株式の発行済株式数
(千株) 

― 45,400 ― 

普通株式の自己株式数 
(千株) 

― 121 ― 

１株当たり純資産額の 
算定に用いられた 
普通株式の数(千株) 

― 45,278 ― 

  
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

中間(当期)純利益 
(百万円) 

664 943 1,399 

普通株主に帰属しない 
金額(百万円) 

― ― 30 

（うち 利益処分による
 役員賞与金）(百万円) 

(―) (―) (30) 

普通株式に係る中間 
(当期)純利益(百万円) 

664 943 1,369 

普通株式の 
期中平均株式数(千株) 

45,305 45,281 45,298 



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

    前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

１ 現金および預金    525 1,388   1,023 

２ 受取手形 ※３  4,532 6,402   5,046 

３ 売掛金    7,676 8,960   8,295 

４ たな卸資産    9,103 7,867   7,965 

５ 繰延税金資産    166 182   169 

６ その他の流動資産    1,343 1,240   1,461 

貸倒引当金    △76 △72   △60 

流動資産合計    23,270 58.9 25,968 61.9   23,900 59.5

Ⅱ 固定資産          

(1) 有形固定資産 ※１ 
※２        

１ 建物    3,391 3,566   3,588 

２ 機械および装置    1,772 1,752   1,780 

３ 土地    6,030 6,030   6,030 

４ 建設仮勘定    362 229   67 

５ その他の 
  有形固定資産    815 803   824 

有形固定資産合計    12,372 12,382   12,290 

(2) 無形固定資産    26 23   25 

(3) 投資その他の資産          

１ 投資有価証券 ※２  ― 2,209   2,243 

２ 関係会社株式    10 10   10 

３ 関係会社 
  長期貸付金    2,212 1,440   1,798 

４ 繰延税金資産    118 ―   ― 

５ その他の投資 ※２  2,376 763   752 

貸倒引当金    △884 △857   △857 

投資その他の資産 
合計    3,833 3,566   3,947 

固定資産合計    16,232 41.1 15,972 38.1   16,263 40.5

Ⅲ 繰延資産    19 0.0 5 0.0   10 0.0

資産合計    39,522 100.0 41,946 100.0   40,173 100.0

           



  

    前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

１ 支払手形 ※３  2,900 3,083   2,611 

２ 買掛金    5,116 7,102   5,599 

３ 短期借入金 ※２  ― 560   1,060 

４ １年内に返済予定の 
  長期借入金 ※２  1,174 468   468 

５ １年内に償還予定の 
  社債 ※２  1,000 1,000   ― 

６ 未払法人税等    279 546   205 

７ 賞与引当金    297 295   293 

８ 設備関係支払手形 ※３  270 98   61 

９ その他の流動負債    945 1,058   1,096 

流動負債合計    11,983 30.3 14,213 33.9   11,395 28.3

Ⅱ 固定負債          

１ 社債 ※２  3,000 2,000   3,000 

２ 長期借入金 ※２  3,254 3,371   3,605 

３ 退職給付引当金    1,182 1,100   1,153 

４ 繰延税金負債    ― 27   124 

５ その他の固定負債    41 36   23 

固定負債合計    7,478 18.9 6,536 15.6   7,906 19.7

負債合計    19,462 49.2 20,749 49.5   19,302 48.0

           

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    7,360 18.6 ― ―   7,360 18.3

Ⅱ 資本剰余金          

１ 資本準備金    7,705 ―   7,705 

資本剰余金合計    7,705 19.5 ― ―   7,705 19.2

Ⅲ 利益剰余金          

１ 利益準備金    901 ―   901 

２ 中間(当期)未処分 
  利益    3,459 ―   3,965 

利益剰余金合計    4,360 11.1 ― ―   4,866 12.1

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金    664 1.7 ― ―   973 2.5

Ⅴ 自己株式    △30 △0.1 ― ―   △35 △0.1

資本合計    20,060 50.8 ― ―   20,871 52.0

負債・資本合計    39,522 100.0 ― ―   40,173 100.0

           



  

  

    前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比

(％) 金額(百万円)
構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％) 

(純資産の部)          

Ⅰ 株主資本          

１ 資本金    ― ― 7,360 17.5   ― ―

２ 資本剰余金          

(1) 資本準備金   ―   7,705 ―   

資本剰余金合計    ― ― 7,705 18.4   ― ―

３ 利益剰余金          

(1) 利益準備金   ―   901 ―   

(2) その他利益剰余金          

繰越利益剰余金   ―   4,468 ―   

利益剰余金合計    ― ― 5,370 12.8   ― ―

４ 自己株式    ― ― △38 △0.1   ― ―

株主資本合計    ― ― 20,398 48.6   ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等          

１ その他有価証券 
  評価差額金    ― ― 810 1.9   ― ―

２ 繰延ヘッジ損益    ― ― △12 △0.0   ― ―

評価・換算差額等 
合計    ― ― 798 1.9   ― ―

純資産合計    ― ― 21,196 50.5   ― ―

負債・純資産合計    ― ― 41,946 100.0   ― ―

           



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円)
百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高    19,315 100.0 22,069 100.0   41,267 100.0

Ⅱ 売上原価    15,979 82.7 18,197 82.5   34,191 82.9

売上総利益    3,335 17.3 3,871 17.5   7,075 17.1

Ⅲ 販売費および 
  一般管理費    2,485 12.9 2,644 11.9   5,138 12.4

営業利益    849 4.4 1,226 5.6   1,936 4.7

Ⅳ 営業外収益 ※１  138 0.7 138 0.6   256 0.6

Ⅴ 営業外費用 ※２  144 0.7 124 0.6   278 0.7

経常利益    843 4.4 1,241 5.6   1,914 4.6

Ⅵ 特別利益    60 0.3 0 0.0   114 0.3

Ⅶ 特別損失    5 0.0 2 0.0   14 0.0

税引前中間(当期) 
純利益    898 4.7 1,238 5.6   2,014 4.9

法人税、住民税 
及び事業税   254   518 694   

法人税等調整額   128 382 2.0 6 524 2.4 162 856 2.1

中間(当期)純利益    516 2.7 714 3.2   1,158 2.8

前期繰越利益    2,942 ―   2,942 

中間配当額    ― ―   135 

中間(当期)未処分 
利益    3,459 ―   3,965 

           



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

  

  

  

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 
資本準備金 利益準備金 

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 

平成18年３月31日残高(百万円) 7,360 7,705 901 3,965 △35 19,897 

中間会計期間中の変動額             

 剰余金の配当       △181   △181 

 役員賞与       △30   △30 

 中間純利益       714   714 

 自己株式の取得         △2 △2 

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) ― ― ― 503 △2 500 

平成18年９月30日残高(百万円) 7,360 7,705 901 4,468 △38 20,398 

  

評価・換算差額等 

純資産合計 その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 973 ― 973 20,871 

中間会計期間中の変動額         

 剰余金の配当     ― △181 

 役員賞与     ― △30 

 中間純利益     ― 714 

 自己株式の取得     ― △2 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) △163 △12 △175 △175 

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円) △163 △12 △175 325 

平成18年９月30日残高(百万円) 810 △12 798 21,196 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

      

 (1) 有価証券 子会社株式 

 移動平均法による原価法 

子会社株式 

 移動平均法による原価法 

子会社株式 

 移動平均法による原価法 

  その他有価証券 

 時価のあるもの 

  中間決算日の市場価格

等に基づく時価法(評価

差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定) 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

  中間決算日の市場価格

等に基づく時価法(評価

差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価

は移動平均法により算

定) 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額

は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動

平均法により算定) 

   時価のないもの 

  移動平均法による原価

法 

 時価のないもの 

  移動平均法による原価

法 

 時価のないもの 

  移動平均法による原価

法 

 (2) デリバティブ 時価法 同左 同左 

 (3) たな卸資産 商品 

 先入先出法による原価法 

製品・仕掛品 

 移動平均法による原価法 

原材料 

 移動平均法による低価法 

貯蔵品 

 最終仕入原価法による原

価法 

同左 同左 

        

２ 固定資産の減価償

却の方法 

      

 (1) 有形固定資産 建物 

 定額法 

建物以外 

 定率法 

 なお、主な耐用年数は次

のとおりであります。 

建物 ３～50年

機械および 
装置 

主として
14年

同左 同左 

 (2) 無形固定資産 自社利用ソフトウェア 

 社内における利用可能期

間(５年)に基づく定額法 

上記以外の無形固定資産 

 定額法 

同左 同左 

        

３ 引当金の計上基準       

 (1) 貸倒引当金  売上債権等の貸倒れによ

る損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しており

ます。 

同左 同左 



  

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (2) 賞与引当金  従業員に対する賞与の支

給に充てるため、支給見込

額に基づき計上しておりま

す。 

同左 同左 

 (3) 退職給付引当金  従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末にお

ける退職給付債務および年

金資産の見込額に基づき、

当中間会計期間末において

発生していると認められる

額を計上しております。 

 数理計算上の差異は、各

事業年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数(15年)に

よる定額法により按分した

額を、それぞれ翌事業年度

から費用処理することとし

ております。 

同左  従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末にお

ける退職給付債務および年

金資産の見込額に基づき計

上しております。 

 数理計算上の差異は、各

事業年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数(15年)に

よる定額法により按分した

額を、それぞれ翌事業年度

から費用処理することとし

ております。 

        

４ リース取引の処理

方法 

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理方法によ

っております。 

同左 同左 

        

５ ヘッジ会計の方法       

 (1) ヘッジ会計の方

法 

 繰延ヘッジによっており

ます。 

 金利スワップについて

は、特例処理の要件を満た

す場合は特例処理を採用し

ております。 

同左 同左 

 (2) ヘッジ手段とヘ

ッジ対象 

ヘッジ手段 金利スワップ

ヘッジ対象 借入金利息 

同左 同左 

 (3) ヘッジ方針  借入金の金利変動リスク

を回避する目的で金利スワ

ップ取引を行っており、ヘ

ッジ対象の識別は個別契約

毎に行っております。 

同左 同左 

 (4) ヘッジ有効性評

価の方法 

 金利変動またはキャッシ

ュ・フロー変動を完全に相

殺するものと想定されるた

め、ヘッジの有効性の判定

は省略しております。 

 金利スワップの特例処理

の要件を満たす場合は、有

効性の評価を省略しており

ます。 

同左 同左 



  

  

会計処理方法の変更 

  

表示方法の変更 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

６ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成の

ための基本となる重

要な事項 

      

  消費税および地方

消費税の処理方法 

 税抜方式を採用しており

ます。なお、仮払消費税等

および仮受消費税等は相殺

のうえその差額をその他の

流動負債に含めて表示して

おります。 

同左  税抜方式を採用しており

ます。 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――― 

  

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

および「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は21,208百万円であ

ります。 

 中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。 

――― 

  

    
――― 

  

（役員賞与に関する会計基準） 

 当中間会計期間より、「役員賞与

に関する会計基準」(企業会計基準

委員会 平成17年11月29日 企業会

計基準第４号)を適用しておりま

す。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

――― 

  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

――― 

  

（中間貸借対照表） 

 前中間会計期間において固定資産の投資その他の資

産の「その他投資」に含めて表示しておりました「投

資有価証券」（前中間会計期間1,648百万円）は資産総

額の100分の５超となったため、当中間会計期間より区

分掲記しております。 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の

減価償却累計額 
15,907百万円 16,439百万円 16,163百万円 

        

※２ 担保資産および

担保付債務 

      

 (1) 工場財団担保資

産 

      

建物 

構築物 

機械および 
装置 

土地 

合計 

1,207百万円

0 

287 

465 

1,961 

1,176百万円

0 

274 

465 

1,917 

1,179百万円

0 

278 

465 

1,923 

        

   対応債務       

短期借入金 

１年内に 
返済予定の 
長期借入金 

１年内に償還
予定の社債 

社債 

長期借入金 

合計 

―百万円

156 

1,000 

1,000 

522 

2,678 

60百万円

162 

1,000 

― 

360 

1,582 

60百万円

162 

― 

1,000 

441 

1,663 

        

 (2) 担保資産       

投資有価証券 383百万円 470百万円 510百万円

        

   対応債務       

１年内に 
返済予定の 
長期借入金 

長期借入金 

合計 

76百万円

182 

258 

76百万円

106 

182 

76百万円

144 

220 

        

※３ 中間会計期間末

日満期手形の処理 
―――  当中間会計期間の末日は

金融機関の休日でありまし

たが、当該期日満期手形に

ついては、満期日に決済が

行われたものとして処理し

ております。当中間期末残

高から除かれている当該期

日満期手形は下記のとおり

であります。 

――― 

    受取手形 821百万円

支払手形 521 

設備関係
支払手形 

9

  



  

  

(中間損益計算書関係) 

  

  

(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 自己株式に関する事項 

  
  （変動事由の概要） 

自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

次へ 

  
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

 ４ 保証債務 

金融機関からの借 

入金に対する保証 

      

関東モリ工業㈱ 200百万円 200百万円 200百万円

        

 ５ 貸出コミットメ

ント契約 

 当社は、運転資金の効率

的な調達を行うため、取引

銀行４行と貸出コミットメ

ント契約を締結しておりま

す。また、当社はシンジケ

ート形式で同様の契約を締

結しております。当該契約

に基づく当中間会計期間末

の借入未実行残高等は次の

とおりであります。 

 当社は、運転資金の効率

的な調達を行うため、取引

銀行２行と貸出コミットメ

ント契約を締結しておりま

す。また、当社はシンジケ

ート形式で同様の契約を締

結しております。当該契約

に基づく当中間会計期間末

の借入未実行残高等は次の

とおりであります。 

 当社は、運転資金の効率

的な調達を行うため、取引

銀行２行と貸出コミットメ

ント契約を締結しておりま

す。また、当社はシンジケ

ート形式で同様の契約を締

結しております。当該契約

に基づく当期末の借入未実

行残高等は次のとおりであ

ります。 

貸出コミット
メントの総額 

借入実行残高 

差引額 

4,500百万円

2,000 

2,500 

4,000百万円

2,490 

1,510 

4,000百万円

2,850 

1,150 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 営業外収益のう

ち主要なもの 

受取利息 19百万円

受取配当金 11 

受取賃貸料 88 

受取利息 18百万円

受取配当金 17 

受取賃貸料 86 

受取利息 36百万円

受取配当金 13 

受取賃貸料 175 

        

※２ 営業外費用のう

ち主要なもの 

支払利息 29百万円

社債利息 44 

支払利息 38百万円

社債利息 24 

支払利息 61百万円

社債利息 80 

        

 ３ 減価償却実施額       

有形固定資産 

無形固定資産 

266百万円

1 

280百万円

1 

577百万円

2 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 115,695 6,220 ― 121,915 



(リース取引関係) 
  

  

(有価証券関係) 
前中間会計期間、当中間会計期間および前事業年度のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものはありませ
ん。 

  

(１株当たり情報) 
中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

(重要な後発事象) 
前中間会計期間、当中間会計期間および前事業年度のいずれにおいても該当する事項はありません。 

  

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 リース物件の所有権

が借主に移転すると認

められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取

引 

      

１ リース物件の取得

価額相当額、減価償

却累計額相当額及び

中間期末(期末)残高

相当額 

  
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

機械およ 
び装置 4,177 1,089 3,088

その他 
(工具・ 
器具・ 
備品他) 

23 10 12

無形 
固定資産 3 1 1

合計 4,204 1,101 3,102

 
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 
(百万円)

機械およ
び装置 4,177 1,397 2,780

その他
(工具・ 
器具・ 
備品他)

19 10 9

無形
固定資産

3 2 0

合計 4,200 1,410 2,790

 
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

機械およ
び装置 4,177 1,243 2,934 

その他
(工具・ 
器具・ 
備品他)

19 8 10 

無形
固定資産

3 2 1 

合計 4,200 1,254 2,946 

    
２ 未経過リース料中

間期末(期末)残高相

当額 

      

１年内 

１年超 

合計 

280百万円

2,987 

3,268 

289百万円

2,697 

2,987 

284百万円

2,844 

3,129 
    
３ 支払リース料、減

価償却費相当額及び

支払利息相当額 

      

(1) 支払リース料 

(2) 減価償却費 
  相当額 

(3) 支払利息相当額 

194百万円

156 

57 

194百万円

155 

52 

389百万円

312 

113 
    
４ 減価償却費相当額

の算定方法 

 リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定

額法によっております。 

同左 同左 

    
５ 利息相当額の算定

方法 

 リース料総額とリース物

件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利

息法によっております。 

同左 同左 



(2) 【その他】 

第65期（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）中間配当につきましては、平成18年11月13日開催の取締

役会において、平成18年９月30日の最終の株主名簿および実質株主名簿に記載または記録された株主または質権者

に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。 

  

① 中間配当金の総額 135百万円

② １株当たり中間配当金 3円00銭

③ 支払請求権の効力発生日および支払開始日 平成18年12月１日



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

  

  

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

該当する事項はありません。 

  
  

有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第64期) 

自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

  平成18年６月29日 
関東財務局長に提出。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成１７年１２月１５日

モリ工業株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているモリ工業株式

会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１７年４月１日から平成

１７年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計

算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財

務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手

続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準

拠して、モリ工業株式会社及び連結子会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計

期間（平成１７年４月１日から平成１７年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を

表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上

  

新日本監査法人 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  林     恭  造  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  岩  崎  旭  人  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  田  原  信  之  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成１８年１２月１４日

モリ工業株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているモリ工業

株式会社の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１８年４月１日から

平成１８年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主

資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財

務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手

続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準

拠して、モリ工業株式会社及び連結子会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計

期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を

表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上

  

新日本監査法人 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  阿  部  修  二  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  田  原  信  之  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  中  川  一  之  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

しております。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

平成１７年１２月１５日

モリ工業株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているモリ工業株式

会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第６４期事業年度の中間会計期間（平成１７年４月１日から平成

１７年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。こ

の中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することに

ある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸

表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの

合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用

して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断

している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、

モリ工業株式会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１７年４月１日から

平成１７年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上

  

新日本監査法人 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  林     恭  造  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  岩  崎  旭  人  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  田  原  信  之  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

しております。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

平成１８年１２月１４日

モリ工業株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているモリ工業

株式会社の平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第６５期事業年度の中間会計期間（平成１８年４月１日から

平成１８年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算

書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸

表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸

表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの

合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用

して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断

している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、

モリ工業株式会社の平成１８年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１８年４月１日から

平成１８年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上

  

新日本監査法人 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  阿  部  修  二  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  田  原  信  之  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  中  川  一  之  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管

しております。 
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