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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】
 

回次
第84期

第２四半期
連結累計期間

第85期
第２四半期
連結累計期間

第84期

会計期間
自 平成28年４月１日

至 平成28年９月30日

自 平成29年４月１日

至 平成29年９月30日

自 平成28年４月１日

至 平成29年３月31日

売上高 （百万円） 29,571 27,516 85,063

経常利益 （百万円） 2,052 1,242 10,129

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

（百万円） 1,304 664 6,040

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） △212 1,509 6,006

純資産額 （百万円） 51,048 57,457 56,722

総資産額 （百万円） 96,655 103,247 106,037

１株当たり四半期（当期）
純利益金額

（円） 28.83 14.69 133.52

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益金額

（円） － － －

自己資本比率 （％） 52.1 54.8 52.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △1,530 534 7,681

投資活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △3,485 △1,116 △6,574

財務活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） 2,767 △778 △945

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

（百万円） 5,462 6,550 7,886
 

 

回次
第84期

第２四半期
連結会計期間

第85期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成28年７月１日

至 平成28年９月30日

自 平成29年７月１日

至 平成29年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 32.81 21.12
 

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期(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 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

に重要な変更はありません。

 また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済対策などを背景に、企業収益や雇用情勢は回

復基調で推移しましたが、米国新政権の動向及び北朝鮮問題など地政学的リスク増大の影響等により、依然として

先行き不透明な状況が続いております。

　このような環境のもと、当社グループは３ヵ年の中期経営計画「Morita Advance Plan 1000」の２年目として、

企業価値の向上に向けた諸施策に取り組んでおります。

当第２四半期連結累計期間の経営成績につきましては、売上高は27,516百万円（前年同四半期比2,054百万円減、

6.9％減）、営業利益は950百万円（前年同四半期比900百万円減、48.6％減）、経常利益は1,242百万円（前年同四

半期比809百万円減、39.4％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は664百万円（前年同四半期比640百万円減、

49.1％減）となりました。

　

セグメントごとの業績は次のとおりであります。

①消防車輌

消防車輌事業は、前期に国内需要が増加した反動により、売上高は13,671百万円(前年同四半期比10.5％減)と

なり、セグメント利益（営業利益）は577百万円（前年同四半期比42.9％減）となりました。

②防災

防災事業は、パッケージ型自動消火設備「スプリネックス」の受注は確保したものの、工事の完成が第３四半

期以降に偏重する見通しであるため、売上高は7,344百万円(前年同四半期比2.4％減)となり、セグメント利益

（営業利益）は112百万円（前年同四半期比62.2％減）となりました。

③産業機械

産業機械事業は、製品受注が減少した中で、部品販売及びメンテナンスに注力しましたが、売上高は1,640百万

円（前年同四半期比10.6％減）となり、セグメント利益（営業利益）は、24百万円（前年同四半期は9百万円の損

失）となりました。

④環境車輌

環境車輌事業は、新型プレス式塵芥収集車「プレスマスター」の販売が増加したものの、部品販売が減少した

ことにより、売上高は4,860百万円（前年同四半期比1.6％減）となり、セグメント利益（営業利益）は222百万円

（前年同四半期比60.9％減）となりました。

　

(2) 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間の総資産は103,247百万円（前連結会計年度末比2,789百万円の減少）となりました。

流動資産は、48,604百万円となり3,047百万円減少しました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少10,191百万

円の一方で、たな卸資産の増加7,559百万円によるものです。

固定資産は、54,643百万円となり257百万円増加しました。うち有形固定資産は、34,871百万円となり147百万円

減少し、無形固定資産は、5,288百万円となり112百万円減少し、投資その他の資産は、14,483百万円となり517百万

円増加しました。

流動負債は、26,361百万円となり3,294百万円減少しました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少1,015百万

円、未払法人税等の減少2,022百万円によるものです。

固定負債は、19,429百万円となり230百万円減少しました。

純資産は、57,457百万円となり735百万円増加しました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上

664百万円、その他有価証券評価差額金の増加347百万円、為替換算調整勘定の増加365百万円の一方で、剰余金の配

当769百万円によるものです。

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の52.7％から54.8％となりました。

　

EDINET提出書類

株式会社モリタホールディングス(E01653)

四半期報告書

 4/23



 

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,336百万円減少の6,550百

万円となりました。

当第２四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況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）

営業活動によるキャッシュ・フローは、534百万円の収入（前年同四半期は1,530百万円の支出）となりまし

た。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,222百万円の計上、売上債権の減少額11,342百万円の一方で、たな

卸資産の増加額7,406百万円、仕入債務の減少額1,648百万円、法人税等の支払額2,623百万円によるものです。

　

（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、1,116百万円の支出（前年同四半期は3,485百万円の支出）となりまし

た。これは主に、有形固定資産の取得による支出893百万円によるものです。

　

（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、778百万円の支出（前年同四半期は2,767百万円の収入）となりまし

た。これは主に、長期借入金の返済による支出421百万円、配当金の支払額768百万円の一方で、短期借入金の純

増加額418百万円によるものです。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

　

(5) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は665百万円であります。

なお、当第２四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　

(6) 従業員数

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの従業員数に著しい増加又は減少はありません。
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(7) 生産、受注及び販売の実績

当社グループの売上高及び利益は、消防車輌事業の官公庁向け売上高の占める割合が高いこと等から、下期、特

に第４四半期連結会計期間に偏る傾向にあります。

当第２四半期連結累計期間におけるセグメントごとの生産、受注及び販売の状況は次のとおりであります。

①　生産実績

セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同四半期比(％)

消防車輌 13,760 △10.6

防災 6,546 △15.3

産業機械 1,927 +3.7

環境車輌 4,853 △5.3

合計 27,088 △10.0
 

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　金額は、販売価格で表示しております。

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

②　受注実績

セグメントの名称 受注高(百万円) 前年同四半期比(％) 受注残高(百万円) 前年同四半期比(％)

消防車輌 36,535 △5.5 35,634 △3.2

防災 4,358 +41.5 4,310 +64.1

産業機械 2,028 △10.2 2,343 +13.3

環境車輌 5,099 △10.3 4,480 +10.4

合計 48,021 △3.4 46,768 +2.6
 

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　金額は、販売価格で表示しております。

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

４　防災事業の防災機器部門は見込生産を行っているため、上記の実績には含まれておりません。

　

③　販売実績

セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同四半期比(％)

消防車輌 13,671 △10.5

防災 7,344 △2.4

産業機械 1,640 △10.6

環境車輌 4,860 △1.6

合計 27,516 △6.9
 

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(8) 主要な設備

　 前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設等について、当第２四半期連結累計期間に完了した

ものは、以下のとおりであります。

会社名
事業所名

(所在地)
セグメントの名称 設備の内容 完了年月

提出会社
モリタエコノス
新本社・工場
(兵庫県三田市)

環境車輌 環境車生産設備 平成29年５月
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第３ 【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】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 180,000,000

計 180,000,000
 

　

② 【発行済株式】

 

種類

第２四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成29年９月30日)

提出日現在

発行数(株)

(平成29年11月８日)

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式 46,918,542 46,918,542
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数は100株で
あります。

計 46,918,542 46,918,542 － －
 

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

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)

平成29年７月１日～

平成29年９月30日
― 46,918 ― 4,746 ― 1,638
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(6) 【大株主の状況】

平成29年９月30日現在

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(％)

第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町１丁目13番１号 3,265 6.96

モリタ取引先持株会
大阪市中央区道修町３丁目６番１号
京阪神御堂筋ビル12階

2,437 5.20

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町１丁目５番５号 2,087 4.45

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４番１号 2,082 4.44

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８番11号 2,057  4.39

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 2,048 4.37

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１丁目１番２号 2,007 4.28

エア・ウォーター株式会社 札幌市中央区北三条西１丁目２ 1,730 3.69

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11番３号 1,116 2.38

NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE
HCR00
（常任代理人 香港上海銀行
東京支店 カストディ業務部）

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON
E14 5NT,UK
（東京都中央区日本橋３丁目11番１号）

958 2.04

計 ― 19,791 42.18
 

(注) １　上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

　　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社2,052千株

   日本マスタートラスト信託銀行株式会社1,116千株

２　自己株式1,680千株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合3.58％）は議決権がないため、上記の大株

主から除外しております。
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(7) 【議決権の状況】

 

① 【発行済株式】

平成29年９月30日現在

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）  

－
権利内容に何ら限定
のない当社における
標準となる株式普通株式 1,680,600

完全議決権株式（その他） 普通株式 45,145,100 451,451 同上

単元未満株式 普通株式 92,842 － 同上

発行済株式総数  46,918,542 － －

総株主の議決権  － 451,451 －
 

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が5,800株(議決権58個)含ま

れております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式２株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成29年９月30日現在

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）

㈱モリタホールディングス

大阪市中央区道修町

３丁目６番１号
1,680,600 － 1,680,600 3.58

計 － 1,680,600 － 1,680,600 3.58
 

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期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19年内閣府令

第64号)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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成29年７月１日から平成

29年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年９月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表について、太陽有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 7,946 6,670

  受取手形及び売掛金 26,288 ※２  16,096

  電子記録債権 407 495

  商品及び製品 3,949 4,311

  仕掛品 5,187 11,097

  原材料及び貯蔵品 4,841 6,129

  その他 3,088 3,869

  貸倒引当金 △57 △65

  流動資産合計 51,651 48,604

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 12,190 11,957

   機械装置及び運搬具（純額） 2,939 3,488

   土地 18,954 18,954

   建設仮勘定 536 62

   その他（純額） 398 408

   有形固定資産合計 35,019 34,871

  無形固定資産   

   のれん 3,871 3,799

   その他 1,529 1,488

   無形固定資産合計 5,401 5,288

  投資その他の資産   

   投資有価証券 10,612 11,090

   退職給付に係る資産 1,010 1,006

   その他 2,896 2,941

   貸倒引当金 △554 △555

   投資その他の資産合計 13,965 14,483

  固定資産合計 54,385 54,643

 資産合計 106,037 103,247
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 9,622 ※２  8,606

  電子記録債務 7,554 7,029

  短期借入金 185 631

  1年内返済予定の長期借入金 2,342 2,342

  未払法人税等 2,504 482

  賞与引当金 1,152 1,186

  役員賞与引当金 155 69

  製品保証引当金 842 796

  その他 5,296 ※２  5,218

  流動負債合計 29,655 26,361

 固定負債   

  長期借入金 11,207 10,786

  退職給付に係る負債 3,897 3,827

  役員退職慰労引当金 115 131

  その他 4,439 4,683

  固定負債合計 19,659 19,429

 負債合計 49,315 45,790

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 4,746 4,746

  資本剰余金 4,331 4,331

  利益剰余金 48,220 48,116

  自己株式 △1,496 △1,498

  株主資本合計 55,801 55,695

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 3,747 4,094

  繰延ヘッジ損益 △0 16

  土地再評価差額金 △2,604 △2,604

  為替換算調整勘定 △445 △79

  退職給付に係る調整累計額 △581 △497

  その他の包括利益累計額合計 116 929

 非支配株主持分 804 833

 純資産合計 56,722 57,457

負債純資産合計 106,037 103,247
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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：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

売上高 29,571 27,516

売上原価 21,091 20,188

売上総利益 8,479 7,328

販売費及び一般管理費 ※１  6,629 ※１  6,377

営業利益 1,850 950

営業外収益   

 受取利息 2 3

 受取配当金 70 78

 受取賃貸料 41 41

 持分法による投資利益 38 119

 その他 146 121

 営業外収益合計 299 365

営業外費用   

 支払利息 40 38

 賃貸費用 5 5

 為替差損 29 8

 その他 22 19

 営業外費用合計 98 72

経常利益 2,052 1,242

特別利益   

 固定資産売却益 1 3

 特別利益合計 1 3

特別損失   

 固定資産除売却損 1 23

 投資有価証券評価損 0 －

 特別損失合計 2 23

税金等調整前四半期純利益 2,051 1,222

法人税等 726 530

四半期純利益 1,325 691

非支配株主に帰属する四半期純利益 20 27

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,304 664
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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：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

四半期純利益 1,325 691

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △201 351

 繰延ヘッジ損益 6 16

 為替換算調整勘定 △1,266 378

 退職給付に係る調整額 83 83

 持分法適用会社に対する持分相当額 △159 △12

 その他の包括利益合計 △1,537 817

四半期包括利益 △212 1,509

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △230 1,477

 非支配株主に係る四半期包括利益 18 32
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29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 2,051 1,222

 減価償却費 888 1,008

 のれん償却額 219 213

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 8

 受取利息及び受取配当金 △72 △82

 支払利息 40 38

 持分法による投資損益（△は益） △38 △119

 有形固定資産除売却損益（△は益） △0 20

 売上債権の増減額（△は増加） 7,007 11,342

 たな卸資産の増減額（△は増加） △6,802 △7,406

 仕入債務の増減額（△は減少） △2,611 △1,648

 その他 △861 △1,486

 小計 △179 3,111

 利息及び配当金の受取額 74 85

 利息の支払額 △39 △38

 法人税等の支払額 △1,385 △2,623

 営業活動によるキャッシュ・フロー △1,530 534

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 △2,511 △893

 有形固定資産の売却による収入 11 3

 無形固定資産の取得による支出 △187 △98

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に対
する前期未払分の支払による支出

△631 －

 貸付けによる支出 △60 △121

 貸付金の回収による収入 10 21

 その他 △116 △28

 投資活動によるキャッシュ・フロー △3,485 △1,116

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） △6,062 418

 長期借入れによる収入 9,714 －

 長期借入金の返済による支出 △421 △421

 配当金の支払額 △452 △768

 非支配株主への配当金の支払額 △3 △3

 その他 △7 △5

 財務活動によるキャッシュ・フロー 2,767 △778

現金及び現金同等物に係る換算差額 △61 23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,308 △1,336

現金及び現金同等物の期首残高 7,771 7,886

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  5,462 ※  6,550
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

　

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

該当事項はありません。

　

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

 

 
当第２四半期連結累計期間

(自　平成29年４月１日　至　平成29年９月30日)

 

税金費用の計算

 

 

 
　当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

て計算する方法によっております。
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(四半期連結貸借対照表関係)

１　偶発債務

保証債務

次の会社に対して、債務保証を行っております。

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

履行保証等     

　康鴻森田（香港）有限公司 115百万円 139百万円
 

　

※２　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当第２四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形

が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

 

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

受取手形 － 168百万円

支払手形 － 198百万円

その他（設備関係支払手形） － 3百万円
 

 

(四半期連結損益計算書関係)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
 至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
 至 平成29年９月30日)

役員報酬及び従業員給料手当 1,894百万円 1,866百万円

賞与引当金繰入額 472百万円 495百万円

退職給付費用 124百万円 136百万円

役員賞与引当金繰入額 80百万円 68百万円

役員退職慰労引当金繰入額 13百万円 13百万円
 

 

　２　売上高の季節的変動

前第２四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日）

当社グループの売上高及び利益は、消防車輌事業の官公庁向け売上高の占める割合が高いこと等から、下期、特

に第４四半期連結会計期間に偏る傾向にあります。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおり

であります。

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
 至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
 至 平成29年９月30日)

現金及び預金勘定 5,534百万円 6,670百万円

預入期間３ヶ月超の定期預金 △72百万円 △120百万円

現金及び現金同等物 5,462百万円 6,550百万円
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(株主資本等関係)

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日）

１．配当金支払額

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 配当の原資

平成28年６月29日
定時株主総会

普通株式 452 10.00 平成28年３月31日 平成28年６月30日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後

となるもの

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 配当の原資

平成28年10月28日
取締役会

普通株式 542 12.00 平成28年９月30日 平成28年12月１日 利益剰余金
 

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日）

１．配当金支払額

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 配当の原資

平成29年４月28日
取締役会

普通株式 769 17.00 平成29年３月31日 平成29年６月２日 利益剰余金
 

　(注)　１株当たり配当額には創業110周年記念配当５円が含まれております。

 
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後

となるもの

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 配当の原資

平成29年10月31日
取締役会

普通株式 542 12.00 平成29年９月30日 平成29年12月１日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

 
報告セグメント

合計
消防車輌 防災 産業機械 環境車輌

売上高      

  外部顧客への売上高 15,275 7,521 1,834 4,939 29,571

  セグメント間の内部売上高又は振替高 101 138 0 153 394

計 15,377 7,660 1,835 5,092 29,966

セグメント利益又は損失（△） 1,009 297 △9 569 1,866
 

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書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：百万円）

利    益 金    額

報告セグメント計 1,866

セグメント間取引消去 2

棚卸資産の調整額 △18

四半期連結損益計算書の営業利益 1,850
 

 

３. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　該当事項はありません。

　

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

 
報告セグメント

合計
消防車輌 防災 産業機械 環境車輌

売上高      

  外部顧客への売上高 13,671 7,344 1,640 4,860 27,516

  セグメント間の内部売上高又は振替高 87 164 1 78 331

計 13,758 7,508 1,642 4,939 27,848

セグメント利益 577 112 24 222 936
 

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書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：百万円）

利    益 金    額

報告セグメント計 936

セグメント間取引消去 4

棚卸資産の調整額 9

四半期連結損益計算書の営業利益 950
 

 

３. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
 至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
 至 平成29年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 28円83銭 14円69銭

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額
(百万円)

1,304 664

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益金額(百万円)

1,304 664

普通株式の期中平均株式数(株) 45,240,335 45,238,346
 

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半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。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

平成29年10月31日開催の取締役会において、第85期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

①　中間配当による配当金の総額 542百万円

②　１株当たりの金額  12円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成29年12月１日
 

(注) 平成29年９月30日の最終の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、支払いを行います。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成29年11月６日

株式会社モリタホールディングス

取締役会  御中

 

太陽有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　森　　内　　茂　　之　　㊞

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　柳　　　　　承　　煥　　㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社モリタ

ホールディングスの平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成29年７

月１日から平成29年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成29年４月１日から平成29年９月30日まで)に係る四

半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連

結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社モリタホールディングス及び連結子会社の平成29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第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を

適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

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

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー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(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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