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グローバル成長企業を目指して

株主のみなさまへ
第75期 中間事業レポート

パーツでつなぐ
あなたとつながる
未来へつなげる

　株主のみなさまには、平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

　この度、当社グループは2012年11月期中間期（2011年12月1日～
2012年5月31日）を終了いたしましたので、第75期中間事業レポートによ
り、事業の概況をご報告申しあげます。

　今後も株主のみなさまのご期待にお応えできますよう、業績向上に努めて
まいりますので、より一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげ
ます。

2012年8月 

会社概要　株式の状況（2012年5月31日現在）

ごあいさつ

代表取締役社長

　当中間期におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興とエコカー減税
等の政策効果もあり景気は緩やかに持ち直しております。一方、世界経済は、
欧州の財政不安や米国経済の停滞により、依然として先行きの不透明な状況
が続いています。
　このような状況の中、主に副資材を扱う当社グループにおきましては、新
中期経営計画「グローバル成長企業を目指して」の取組みのもと、グローバ
ル事業への経営資源の継続投資を行いながら、国内市場へも更に注力し、日
本及びアジアでの製造と販売をベースとするグローバル成長戦略（商圏、商
材の拡大）に取り組んでいます。
　5月にはカネエムダナン（ベトナム）が竣工し、アセアン地域での中核的
な製造・物流拠点としての役割を担い、世界で選ばれるサプライヤーを目指
しております。
　その結果、当中間期の業績は、売上高159億1千万円（前年同期比5.3%
増）、営業利益7億9千2百万円（前年同期比8.5%増）、経常利益7億8千万
円（前年同期比23.3%増）、中間純利益4億6千万円（前年同期比36.5%増）
となりました。

日本
　服飾資材関連では、コア商品であるホック関連の売上高が堅調に推移し、
また、靴資材やスポーツグッズ・製品の売上高が増加いたしました。
　生活産業資材関連では、デジタルカメラ資材やパソコン周辺グッズの売上
高は減少いたしましたが、自動車業界の生産回復と共に自動車内装品の売上
高が増加いたしました。また、アイテム数拡大により量販店向けフットケア
用品の売上高が増加いたしました。
　その結果、売上高は129億5千4百万円（前年同期比6.0%増）となりました。

アジア
　服飾資材関連では、日本向けカジュアルウエアの服飾資材が堅調に推移し
ましたが、前年度好調であった欧米向けワーキングウエア資材が在庫調整の
ため売上高が減少いたしました。
　生活産業資材関連では、SUV用シートバックネットを中心とした自動車
内装品の売上高が増加いたしました。
　その結果、売上高は21億1百万円（前年同期比0.2%減）となりました。

欧米
　服飾資材関連では、引き続き欧州向け高級服飾資材が堅調に推移し、米国
におきましてもワーキングウエア資材の売上高が増加いたしました。
　生活産業資材関連では、米国向け自動車・ヨット用資材の売上高が増加
し、新規顧客獲得により欧州向けデジタルカメラケースの売上高が増加いた
しました。
　その結果、売上高は8億5千4百万円（前年同期比8.4%増）となりました。

業績の概況 セグメント別概況
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トピックス

連結財務データ

グローバル展開

2012年 5月18日、カネエムダナンの竣工式をおこない、本格
稼働に向け大きな一歩を踏み出しました。
敷地面積　約5万平方メートル、建築面積　約3万平方メートル
あり、パートナー企業と共に生産から物流までを一貫して対応い
たします。1つの工場域内で染色・メッキも含めた多様な商品の
生産・供給ができる体制は、世界でも類がなく、グローバルな顧
客ニーズを満たしつつ、今後のモリトの戦略の中核を担う拠点と
なります。
2015年度　売上高30億円を目指しています。

今年度は、中国（上海）・ドイツ（シュツットガルト）など世界各地の
展示会に出展いたします。また、国内でも11月に「モリト総合展」
の開催を東京・大阪・名古屋で予定しています。
多種多様な商品やサービスのご紹介に加え、お客様の新しいビジネス
のスタートを一緒に創造させていただく場にしたいと考えています。

● ネッククーラー

節電対策にも有効です。
水を含ませるだけでひん
やり涼しい。かさばらず
デザインとしても首元が
スッキリします。洗って
何度でも使用できます。

● フィットカン
　   ( ウエストアジャスター )

スラックスやスカートにつけ、
ウエストサイズを調整する商品
です。食後などお腹周りが大き
くなった時に最大14cmウエス
トを大きくでき、便利です。また、
構造を工夫し、自宅で簡単に洗
濯ができるようになっています。

カネエム上海大連分公司 移転

2012年 5月　カネエム上海大連分公司が移転いた
しました。
倉庫を備えた事務所に移転し、商品の在庫と迅速な
デリバリーが可能となり、よりよいサービスと効率
的な運営をおこないます。

ミャンマー (ヤンゴン )駐在員事務所 開設

2012年 6月　民主化が進むミャンマーに駐在員事務
所を開設いたしました。
日系顧客（アパレル縫製）へのメンテナンスを含めた
各種サービスをおこなうと共に、現地での情報収集に
より、日本・香港での営業展開をサポートいたします。
また、今後、インドなどへの展開も視野に入れ活動し
ていきます。

カネエムダナン 竣工

▲ 昨年の上海展示会の模様 INTER TEXTILE

売れ筋商品

展示会もグローバルに展開 !

▲ カネエムダナン 外観 ( 一部 )

▲ 工場内

▲ 竣工式での與田社長の挨拶
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中間連結貸借対照表（単位：百万円） 中間連結損益計算書（単位：百万円）
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売上高（連結）（単位：百万円）

■中間　■通期

純利益（連結）（単位：百万円）

■中間　■通期

1株あたり純利益　（単位：円）

■中間　■通期

1株あたりの配当金　（単位：円）

■中間　■通期

経常利益（連結）（単位：百万円）
■中間　■通期

営業利益（連結）（単位：百万円）

■中間　■通期

科　目 前　期 当中間期 増　減（2011年11月30日現在）（2012年5月31日現在）

資産の部

流動資産 18,434 18,600 165

固定資産 13,253 13,617 363

　有形固定資産 8,252 8,319 67

　無形固定資産 62 77 15

　投資その他の資産 4,939 5,219 280

資産合計 31,688 32,217 528

負債の部

流動負債 5,417 5,379 △38

固定負債 2,384 2,235 △148

負債合計 7,802 7,615 △187

純資産の部

純資産合計 23,886 24,602 715

負債純資産合計 31,688 32,217 528

科　目
前中間期

自 2010年12月  1日
至 2011年  5月31日

当中間期
自 2011年12月  1日
至 2012年  5月31日

増　減

売上高 15,116 15,910 794

　売上原価 11,184 11,822 637

売上総利益 3,931 4,087 156

　販売費及び一般管理費 3,200 3,295 94

営業利益 730 792 62

　営業外収益 71 91 19

　営業外費用 168 103 △65

経常利益 633 780 147

　特別利益 5 24 18

　特別損失 27 8 △19

税金等調整前中間純利益 611 797 185

　法人税、住民税及び事業税 251 346 95

　法人税等調整額 20 △12 △32

少数株主損益調整前中間純利益 340 462 122

　少数株主利益 3 2 0

中間純利益 336 460 123

（ ）（ ）
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ごあいさつ

取締役及び監査役の状況

代表取締役社長 與 田 邦 男

常務取締役 一 坪 隆 紀 大 山 修 平 河 原 正 彦

取締役 片 岡 信 行 宮 本 和 哉 木 本 正 人

監査役（常勤） 山 田 　 歩

監査役（社外） 松 本 光 右 小 林 佐 敏

この事業レポートは、環境に配慮し、植物油インキ
を使用しております。

発行／モリト株式会社　総務経理部　IR担当
〒541-0054　大阪市中央区南本町4丁目2番4号
TEL：06-6252-3551　FAX：06-6252-3853
ホームページアドレス　http://www.morito.co.jp/

株主メモ
上場取引所 株式会社大阪証券取引所　市場第二部

証券コード 9837

事業年度 毎年12月1日から翌年11月30日まで

定時株主総会 毎年2月

配当基準日 期末配当金 11月30日、中間配当金 5月31日

単元株式数 1,000株

単元未満株式の買取・
買増請求

単元未満株式（1,000株未満の株式）は株式市
場では売買することができません。
当社では単元未満株式の買取制度および買増制
度を設けております。
買取･買増請求は、お取引の証券会社または特別
口座の口座管理機関において受け付けています。

（手数料は無料です。）

株主名簿管理人
特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

同事務取扱場所
（お問い合わせ先）

〒541-8502 大阪市中央区伏見町3丁目6番3号
三菱UFJ信託銀行株式会社　大阪証券代行部

■ 株式に関するお手続用紙のご請求について 
・証券会社に口座をお持ちの場合
　お取引の証券会社までお問い合わせください。 
・特別口座に記録された株式の場合（証券会社に口座のない場合）

株式に関するお手続用紙（届出住所等の変更届、配当金振込指定書、
単元未満株式買取・買増請求書等）のご請求につきましては、以下の
お電話およびインターネットにより24時間受け付けておりますので、
ご利用ください。

・電話（通話料無料）
0120-244-479（本店証券代行部）
0120-094-777（大阪証券代行部）

・インターネットホームページ
http://www.tr.mufg.jp/daikou/

公告方法 電子公告とする。ただし、事故その他やむを得
ない事由によって電子公告による公告をするこ
とができない場合は、日本経済新聞に掲載して
行う。

会社の概況

商号 モリト株式会社

（英文表記） MORITO CO., LTD.

創業 1908（明治41）年6月1日

設立 1935（昭和10）年12月17日

資 本 金 3,532,492,000円

従業員数 （連結）1,108名　（単独）,311名

事業内容 ハトメ・ホック・面ファスナーなどの服飾付属品やカ
メラ資材、自動車内装資材、靴用品の企画・開発など
生活に携わるパーツを幅広く世界的に製造・販売

大阪本社 大阪府大阪市

東京事業所 東京都台東区

名古屋事業所 愛知県名古屋市

神戸事業所 兵庫県神戸市

福山事業所 広島県福山市

札幌営業所 北海道札幌市

岐阜営業所 岐阜県岐阜市

四国営業所 香川県東かがわ市

九州営業所 福岡県福岡市

主要な事業所

摩理都實業（香港）有限公司 中国香港

摩理都工貿（深圳）有限公司 中国広東省

台湾摩理都股份有限公司 台湾台中市

佳耐美国際貿易（上海）有限公司 中国上海市

KANE-M, INC. アメリカ　ニュージャージー州

MORITO（EUROPE）B.V. オランダ　ロッテルダム

エース工機株式会社 東京都台東区

カラーファスナー工業株式会社 神奈川県座間市

株式会社スリーランナー 東京都台東区

連結子会社

発行可能株式総数  ………………………………………40,000,000 株

発行済株式の総数  ………………………………………15,400,000 株

総議決権数  ……………………………………………………  14,500 個

株主数  …………………………………………………………… 1,037 名

（議決権を有する株主数）  ………………………………………… 754 名

株式の状況

所有者別の
持株比率（%）

■ 金融機関 16.9%
　 2,604,378株

■ その他法人 28.4%
　 4,367,185株

■ 個人・その他 54.7%
　 8,425,237株

■ 外国法人等 0.0%
　 　　  3,200株
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