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１．20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20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 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 57,597 9.6 2,253 － 2,546 387.0 1,184 163.4

19年３月期 52,565 1.7 △99 － 522 △41.0 449 －

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 ％ ％ ％

20年３月期 41 87 － － 5.7 5.4 3.9

19年３月期 17 30 － － 2.3 1.2 △0.2

（参考）持分法投資損益 20年３月期 －百万円 19年３月期 △35百万円

(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

20年３月期 46,717 21,002 44.9 754 90

19年３月期 47,036 20,713 44.0 730 60

（参考）自己資本 20年３月期 20,999百万円 19年３月期 20,708百万円

(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

20年３月期 1,368 △92 △1,551 5,475

19年３月期 △184 489 1,581 5,749

２．配当の状況

 １株当たり配当金 配当金総額
 （年間）

配当性向
（連結）

純資産配当率
（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

 円 　銭 　円 　銭 　円 　銭 百万円 ％ ％

19年３月期 7　50 7  50 15  00 409 86.7 2.0

20年３月期  5　00  5　00  10　00 280 23.9 1.3

21年３月期（予想） 5  00  5  00  10  00 － 18.9 －

３．21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期連結累計期間 28,600 3.9 1,050 14.9 1,150 8.2 750 444.3 26 51

通期 60,700 5.4 2,300 2.1 2,400 △5.8 1,500 26.6 53 02
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４．その他

(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

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の（会計方針の変更）、（追加情報）

及び20ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(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） 20年３月期 28,570,650株 19年３月期 28,570,650株

②　期末自己株式数 20年３月期 753,438株 19年３月期 226,410株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、28ページ「１株当たり情報」をご覧く

ださい。

（参考）個別業績の概要

１．20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20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 ％

20年３月期 52,670 9.9 1,640 － 2,038 － 1,053 31.8

19年３月期 47,918 8.5 △607 － 168 △43.7 799 －

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

20年３月期 37 23 － －

19年３月期 30 74 － －

(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

20年３月期 33,928 18,921 55.8 680 22

19年３月期 34,576 18,763 54.3 661 98

（参考）自己資本 20年３月期 18,921百万円 19年３月期 18,763百万円

２．21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期累計期間 24,800 △1.6 500 △21.7 750 △11.1 500 － 17 67

通期 52,000 △1.3 1,200 △26.8 1,600 △21.5 1,000 △5.1 35 34

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な

要因によって予想数値と異なる場合があります。また、上記業績予想に関する事項は、添付資料の６ページをご参照

ください。
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１．経営成績
(1) 経営成績に関する分析

 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

ＲＯＥ

平成20年３月期
百万円

57,597
 百万円
2,253

 百万円
2,546

 百万円
1,184

 円
41.87

％
5.7

平成19年３月期 52,565 △99 522 449 17.30 2.3

増減率（％） 9.6 － 387.0 163.4 142.0 －

　当連結会計年度におけるわが国の経済は、当初、好調な企業収益に伴う設備投資の増加や雇用環境の改善などによ

り、緩やかな回復基調で推移したものの、年度の後半には、サブプライム問題による米国経済の減速懸念や原油価格

の高騰、株安、円高などの影響を受け、景気の先行きに不透明感が強くなりました。

　一方、小売業界におきましては、個人消費が横ばい傾向にあることに加え、企業間や業態間の競争激化など引き続

き厳しい経営環境が続いております。

　このような情勢下におきまして、当社グループは、「破壊と創造」を基本方針とする中期経営計画の初年度として、

コアビジネスである通信販売事業の拡充をはじめとした企業価値の向上を実現するため、「これから１００年存続す

る企業」への変革をスタートさせました。　　

　当連結会計年度では、通信販売事業において安定的な収益の実現や売上拡大を図る一方、中期経営計画の一環とし

て当社及び株式会社ミック（平成20年４月１日を期日として株式会社ムトウマーケティングサポートに商号変更して

おります。）における特別転進支援措置の実施を含め徹底的なコスト低減策に取り組むとともに、物流業務の株式会

社ハマキョウレックスへの委託等、事業構造改革を推進し、経営効率の改善に努めてまいりました。　

　以上の結果、連結売上高は５７５億９７百万円（前年同期比９．６％増）と前連結会計年度を５０億３１百万円上

回ることとなりました。利益面におきましては、連結営業利益は２２億５３百万円（前年同期は連結営業損失９９百

万円）、連結経常利益は２５億４６百万円（同３８７．０％増）となりました。連結当期純利益におきましては、特

別損失に当社及び株式会社ミックにおける特別転進支援措置実施や物流業務の委託に伴う特別退職金等１４億９６百

万円を計上し、１１億８４百万円（同１６３．４％増）となりました。

なお、各セグメント別の状況は以下のとおりであります。

①　通信販売事業

　通信販売事業におきましては、安定的な収益の実現に向け、生協事業におけるカタログ増刷により売上拡大を図

りつつ、カタログ制作に関する費用の抜本的見直し等、固定費削減のための諸施策を推進し、収益構造の再構築に

努めてまいりました。販売政策におきましては、各カタログのターゲットニーズを的確に捉え、よりコンセプトを

明確にした売り場づくりを推進いたしました。また、新規カタログ「ｒａｒａｎｔ（ララント）」「ＲｄＥＣＯ

（アールデコ）」発刊に向け準備を進めてまいりました。

インターネット販売におきましては、各カタログを横断したテイスト軸の新サイト「ロマンティックプリンセス」

や、他社サイト「ｍｉｃｏ（ミコ）」の譲受けによる大きいサイズショップの開発等、インターネットサイトの拡

充に取り組んでまいりました。また、モバイルサイト、外部出店サイトにおけるサイト運営の強化を図ることで受

注効率の改善に努めるとともに、顧客サービスの向上についても継続的に取り組んでまいりました。

　　この結果、売上高は５２５億円（前年同期比９．９％増）となり、営業利益は１６億４０百万円（前年同期は営

業損失６億７百万円）となりました。

②　金融事業

　　金融事業におきましては、割賦債権買取業において新規加盟店の開拓を推進するとともに、既存加盟店との関係

強化に努め、安定した事業基盤づくりに取り組んでまいりました。融資業につきましては、平成19年８月末をもっ

て新たな貸付を中止しております。なお、利息返還請求による損失に備えるため、損失発生見込額１億７２百万円

を引当金計上しております。

　　この結果、取扱高は８９億９百万円（前年同期比１１．３％減）、営業収益は１８億４０百万円（同６．３％減）

となり、営業利益は３億２６百万円（同２４．９％増）となりました。
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③　情報処理事業

　　情報処理事業におきましては、コアビジネスであるソフトウェアプロダクト業及びシステム開発受託業を展開す

るとともに、通販ソリューション事業において、新たなクライアント企業の開拓や既存クライアントからの受託拡

大を推進し、通販ワンストップサービスを積極的に進めてまいりました。

　　この結果、売上高は３２億５７百万円（前年同期比１４．５％増）、営業利益は１億７６百万円（同４３．１％

増）となりました。　

(2) 財政状態に関する分析

①　資産、負債及び純資産の状況

（資産）

 当連結会計年度末における資産は、前連結会計年度末と比べ３億１８百万円減少し４６７億１７百万円（前年同

期比０．７％減）となりました。

 流動資産では、前連結会計年度末と比べ１億３７百万円増加し３６９億３百万円（同０．４％増）となりました。

この主な要因は、受取手形及び売掛金の増加１４億２７百万円（同６．６％増）、営業貸付金の減少１２億６２百

万円（同３３．２％減）であります。

 固定資産では、前連結会計年度末と比べ４億５６百万円減少し９８億１４百万円（同４．４％減）となりました。

この主な要因は、減価償却などによる有形固定資産の減少２億４５百万円（同３．２％減）、投資有価証券の含み

益の減少などによる投資その他の資産の減少２億２０百万円（同８．７％減）であります。

（負債）

 当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末と比べ６億８百万円減少し２５７億１５百万円（同２．３％

減）となりました。

 流動負債では、前連結会計年度末と比べ２２億６３百万円減少し１６６億５９百万円（同１２．０％減）となり

ました。この主な要因は、短期借入金の減少２６億円（同７８．８％減）であります。

 固定負債では、前連結会計年度末と比べ１６億５５百万円増加し９０億５５百万円（同２２．４％増）となりま

した。この主な要因は、長期借入金の増加１７億円（同２６．６％増）であります。

（純資産）

 当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末と比べ２億８９百万円増加し２１０億２百万円（同１．

４％増）となりました。

 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末と比べ０．９％増加し４４．９％となり、１株当たりの純資産額

は前連結会計年度末と比べ２４円３０銭増加し７５４円９０銭となりました。

②　キャッシュ・フローの状況

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純利益などにより

営業活動による資金が１３億６８百万円増加したことや、借入金の返済などにより財務活動による資金が１５億５

１百万円減少したことなどにより、前連結会計年度に比べ２億７４百万円減少し、当連結会計年度末には５４億７

５百万円（前年同期比４．８％減）となりました。

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの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）

営業活動により獲得した資金は、１３億６８百万円（前年同期は１億８４百万円の使用）となりました。この主

な要因は、税金等調整前当期純利益１２億４２百万円であります。

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、９２百万円（前年同期は４億８９百万円の獲得）となりました。

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、１５億５１百万円（前年同期は１５億８１百万円の獲得）となりました。この

主な要因は、長期借入金の返済５億円、短期借入金の返済４億円、配当金の支払３億５４百万円、自己株式の取得

２億８７百万円であります。
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 ③　キャッシュ・フロー関連指標の推移

 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期

自己資本比率（％） 45.6 44.1 44.0 44.9

時価ベースの自己資本比率（％） 32.1 35.6 31.6 32.7

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） － 6.9 － 6.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － 10.9 － 8.9

（注）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／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

１．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

４．有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社グループは、株主の皆様への利益還元を経営の最重要政策のひとつとして位置付けております。これまで、安

定的に配当を継続することを基本とし、業績に基づく成果配分を実施してまいりましたが、平成20年３月期を初年度

とする中期経営計画において、重要な経営指標のひとつにＲＯＥ６．５％以上を掲げ、今後、株主資本への還元を一

層重視する経営を行う所存でおります。これに伴い、業績連動型の配当を基本とし、連結配当性向３０％を目処とし

て配当を実施してまいります。

　また、内部留保金につきましては、企業間競争力の維持・強化を図るため、将来を見据えた事業戦略に基づいた投

資等に適切に活用してまいります。

　当連結会計年度末の株主配当金につきましては、１株当たり５円とさせていただきます。これにより中間配当金５

円と合わせ年間配当金１０円となります。

翌連結会計年度の株主配当金につきましては、上記の方針に基づき、１株当たり中間配当金５円、期末配当金５円、

年間配当金１０円を予定しております。
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(4) 今後の課題と次期の見通し

　　今後の経済の見通しにつきましては、引き続き景気は緩やかな回復基調が続くものと見込まれますが、原油価格の

高騰や円高等による影響は避けられないものと予想されます。小売業界におきましても、物価の上昇等による影響が

懸念され、個人消費の伸びはきわめて鈍いと見込んでおります。

　　翌連結会計年度におきましては、当社グループは、平成20年３月期から推進しております「破壊と創造」を基本方

針とした中期経営計画の２年目として、次期を安定成長に向けた基盤づくりの年と位置づけ、新たなビジネスモデル

の構築や効率経営を推進するとともに、事業経営における戦略的な投資を行ってまいります。

　　通信販売事業におきましては、引き続きインターネットの利点や特長を最大限に活用した物販の強化や商品企画力

の強化を推進してまいります。具体的には、カタログを介在しないインターネット独自商品の拡充、新たなカテゴリー

ショップの開発及び新カタログの拡販に取り組んでまいります。また、生協事業につきましては、引き続き企画精度

の向上に取り組むとともに、販売面積の拡大を図り、更なる売上拡大策を推進してまいります。　

情報処理事業におきましては、株式会社ムトウマーケティングサポートへの商号変更に伴い、当社グループが保有

する資産やノウハウを活用した通販ソリューションビジネスの拡大に向けた取組み等を行ってまいります。従来の情

報処理事業にとどまらず、通販フルフィルメントサポート・通販プロモーションサポート・通販システムサポート等、

総合的なマーケティング支援事業を展開してまいります。

金融事業におきましては、徹底的なコスト低減策を推進するとともに、新規加盟店の開拓及び既存加盟店との取引

強化、審査システムの強化等管理体制の強化充実を図り、更なる経営効率の改善に努めてまいります。

　　翌連結会計年度の業績見通しとしては連結売上高６０７億円（前年同期比５．４％増）を見込んでおります。連結

営業利益は、売上原価率の上昇や販売費及び一般管理費が増加するものの、売上高の増加に伴う売上総利益の増加に

より２３億円（同２．１％増）、連結経常利益は２４億円（同５．８％減）、連結当期純利益は１５億円（同２６．

６％増）を見込んでおります。

　　なお、今後の投資として、ソリューションビジネス及び当社物流センターの機能強化に伴う物流倉庫建設に対し約

３８億円、システム再構築に対し約３４億円、ＢＣＰ（災害時事業継続計画）に基づくデータセンターの耐震補強に

対し約４億円、総額で約７６億円を計画しております。翌連結会計年度におけるこれら投資に係るコスト増加につき

ましては約３億円を見込んでおります。

 

(5) 事業等のリスク

　当社グループの経営成績、株価及び連結財務諸表等に影響を及ぼす可能性のあるリスクは、決算短信提出日現在に

おいて、以下のようなものがあります。

①　生産国の経済状況

　当社グループの営業収入のうち、重要な部分を占める通信販売事業で取り扱う商品については、その商品の大部

分は中国等、アジア地域で生産されているため、生産国における経済状況の変化等、予期せぬ事象により、商品製

造や品質管理体制に問題が生じた場合、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

②　為替レートの変動

　当社グループが通信販売事業で取り扱う商品の生産国における通貨価値の上昇は、それらの国における製造と調

達コストを押し上げる可能性があります。特に、中国においては今後も元高傾向が続くと思われ、中国生産商品の

原価の上昇につながると考えられ、その結果、当社グループの利益率を低下させることが想定されます。また、当

社グループは為替相場の変動リスクを軽減するため為替予約によるヘッジを行っておりますが、大幅な為替相場の

変動があった場合は、業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

③　原材料コストの変動

当社グループのコア事業である通信販売事業においては、カタログの制作や商品の梱包資材の原料として紙を使

用しております。また、お客様への商品等のお届けについてはトラック等の輸送手段を用いております。今後、紙

市況の影響によってカタログ制作や梱包資材のコストの変動や、原油価格の高騰等によって輸送コストに変動が生

じた場合は、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

④　主要取引先との営業取引 

　当社グループは、日本生活協同組合連合会と営業取引を行っておりますが、その取引額は、当社グループの営業

取引額全体の約２５％を占めております。予期せぬ事象等により、日本生活協同組合連合会との取引が行えなくなっ

た場合、当社グループの業績と財務状況に多大な影響を及ぼすことが考えられます。

また、当社グループは、平成19年10月１日から、物流業務の大部分を株式会社ハマキョウレックスに委託してお

ります。今後、同社の経営状況の変化や同社との取引条件に変更等があった場合、当社グループの業績と財務状況

に影響を及ぼす可能性があります。
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⑤　個人情報保護関連 

　当社グループは、個人情報取扱事業者に該当しており、個人情報保護のための専門の部署をおき、外部からの不

正アクセス及びウイルス感染の防御、内部管理体制の強化等の対策を講じております。

しかし万一、当社グループの保有する個人情報が漏洩した場合は、当社グループの信頼の失墜に繋がり、今後の

営業活動に影響を及ぼす可能性があります。加えて、事後対応等に関するコストが発生し、当社グループの業績と

財務状況に影響を及ぼすことが考えられます。

⑥　災害等による影響 

　当社グループの営業収入のうち、重要な部分を占める通信販売事業に関して、お客様からの受注処理及び商品の

出荷業務を静岡県内で行っております。自然災害等による受注処理及び出荷業務への影響を最小限にするため、ネッ

トワークの二重化・設備等の耐震対策の実施・保守管理の徹底、災害時事業継続計画の立案を含めた対応方法を策

定しておりますが、静岡県内で大規模地震などが起こり、当社グループの情報システム、物流などの設備や従業員、

周辺の交通・通信等の社会インフラ等に甚大な被害が生じた場合は、情報処理及び商品の出荷業務などに多大な影

響を与え、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑦  退職給付費用

　当社グループは、従業員の退職給付費用及び退職給付債務について、数理計算に使用される前提条件に基づいて

算定しております。これらの前提条件には、割引率、退職率、死亡率及び昇給率、年金資産の期待運用収益率など

の重要な見積りが含まれております。実際の結果が前提条件と異なる場合や前提条件が変更された場合、その影響

は累計され、将来にわたって規則的に認識されるため、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があ

ります。

⑧　法的規制

当社グループの行う通信販売事業は、特定商取引に関する法律、割賦販売法、個人情報の保護に関する法律、不

当景品類及び不当表示防止法（景品表示法）等による法的規制を受けております。そのため、当社グループは、内

部統制システムに関する基本方針を定め、コンプライアンス体制の強化及び整備に努めております。万一これらに

関する問題が発生し、又はこれらの法規の改正等により新たな規制が加わった場合などは、当社グループの業績と

財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

⑨　商品の安全性

当社グループの提供する商品については、独自の基準を設け、その品質向上に取り組むとともに関連法規の遵守

に努めております。しかし、将来にわたり、販売した商品及びその広告表現等において、安全上の問題や表示上の

問題が発生しないという可能性は否定できません。このような問題が発生した場合、多額の費用が発生し、又は当

社グループの信頼低下による売上の減少などが想定され、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性

があります。　

⑩　天候不順の影響

冷夏や長雨、暖冬などの天候不順や異常気象等による需要の変動は、当社グループが通信販売事業で取り扱う商

品の売上に影響を与え、当社グループの業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

⑪  金融事業関連 

　当社グループは、安心・安全なクレジットサービスを提供する金融事業を行っております。金融事業を取り巻く

環境として、借入金利の上昇、過払金返還請求の増加や加盟店の倒産などが見込まれ、当社グループの業績と財務

状況に影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
　当社グループは、連結財務諸表提出会社（当社）、連結子会社３社で構成されており、主な事業は、一般の個人顧客

並びに取引のある全国の生協の組合員に対する生活関連商品のカタログ・インターネットによる通信販売であり、その

ほかに流通、情報、サービス及びその周辺の関連分野において多角的な事業を行っております。

当社グループの持分法適用関連会社であった株式会社ムトウヤマノにつきましては、平成20年３月13日を期日として、

当社の保有していた株式会社ムトウヤマノの全株式を株式会社ヤマノリテーリングスに譲渡し、合弁契約を解消いたし

ました。なお、株式会社ムトウヤマノは、同日付をもって、株式会社ヤマノショッピングプラザに商号変更しておりま

す。

その結果、当連結会計年度における各事業に係る主な事業内容の変更と主要な関係会社の異動は、概ね次のとおりで

あります。

＜通信販売事業＞

主な事業内容及び関係会社の異動はありません。なお、平成20年４月１日を分割期日として、株式会社ムトウの通販

ソリューションに係る事業を当社の100％子会社である株式会社ミックに承継しました。

＜金融事業＞

主な事業内容及び関係会社の異動はありません。なお、融資事業については平成19年８月末をもって新たな貸付を中

止しております。

＜情報処理事業＞

主な事業内容及び関係会社の異動はありません。

　以上の結果、当社グループの主な事業の内容、当該事業における位置付け、事業の種類別セグメントとの関連及び事

業系統図は次のとおりであります。

区分 会社名 主な事業の内容

通信販売事業 ㈱ムトウ（当社） カタログ及びインターネットを媒体とする通信販売業

金融事業 ㈱ムトウクレジット 割賦債権買取業

情報処理事業
㈱ミック

ソフトウェアプロダクト業、システム開発受託業
武藤商貿（上海）有限公司

 
お 客 様 

㈱ムトウクレジット 

（通信販売事業） 

（情報処理事業）（注） 

（金融事業） 情報処理 

業務の委託 

武藤商貿（上海） 

有限公司 

㈱ミック 
㈱  

ム  

ト  

ウ 

（注）㈱ミックは、平成20年４月１日を分割期日として、株式会社ムトウの通販ソリューションに係る事業を承継してお

ります。また、同日付をもって、株式会社ムトウマーケティングサポートに商号変更しております。
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３．経営方針
(1) 会社の経営の基本方針

 当社グループは、「信頼される企業、奉仕の精神」を社是とし、お客様、株主様、取引先様、社員及びその他のス

テークホルダーの皆様に対し、満足の得られる経営を行い、社会に貢献することを基本理念としております。そして、

この社会的使命の達成に向けて不断の努力を続けるとともに、事業活動の効率化、財務体質の強化及びキャッシュ・

フロー重視の事業活動を推進し、企業価値の最大化を目指してまいります。

(2) 目標とする経営指標

 当社グループは、目標とする経営指標として売上高経常利益率６％以上、ＲＯＥ６．５％以上を掲げております。

当連結会計年度におきましては、売上高経常利益率については４．４％、ＲＯＥについては５．７％であり、継続的

に掲げる重要な指標として、今後も事業の効率化や販売促進策等の推進により、経営指標の改善と目標の達成に努め

てまいります。

(3) 中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

　当社グループは、「中期経営計画」として、毎年向こう３ヵ年の計画を更新するローリング方式を採用しておりま

す。

　平成20年３月期からは、これまでの中期経営計画を基盤として「破壊と創造」を基本方針とする中期経営計画を推

進しており、お客様や株主様、取引先様等、社会の皆様から「ありがとう」といわれ、感謝される企業を目指してお

ります。

　当社グループは、以下に掲げる「中期経営計画」の重点方針の達成が、当社の企業価値、ひいては株主の皆様の共

同価値を確保することに資するとの認識のもと、全社一丸となってその達成に向けて取り組んでまいります。

　①　当社グループは、お客様、株主様、取引先様等、ステークホルダーの皆様や社会から「ありがとうといわれる企

業」を目指してまいります。そのために安定的な利益の確保や収益の拡大が必須と認識し、あらゆる事業構造の見

直しを積極的に推進してまいります。

 ②　また、事業構造の見直しにくわえ、中期経営計画の２年目のテーマに「成長への地固め」を掲げ、売上高の最大

化とコストの最小化を訴求し、安定した収益基盤の構築に取り組んでまいります。

③　当社グループは、引き続きインターネットを中心とした通販市場の拡大や成長を大きなビジネスチャンスと捉え、

従来の季刊カタログによる通信販売とあわせ、ネット型販売の更なる充実と強化を図ってまいります。カタログ、

インターネットにおいてそれぞれのブランド力を高め、商品力や顧客対応力を強化し、カタログや自社ショッピン

グサイトの充実、外部ショッピングサイトへの積極的な出店や提携等によって、お客様満足の向上に取り組んでま

いります。

④　当社グループは、その保有する通販ノウハウや物流施設等を活用した出荷代行やリストビジネス等、通販ソリュー

ション事業の更なる拡大を図ってまいります。また、当社グループの強みである通販ワンストップサービスの充実

に向け、新たな商品メニューの開発を行うとともに、業務改革による生産性の向上に取り組むなど、安定的な利益

を創出できるビジネスモデルの確立を目指してまいります。

⑤　当社グループは、コーポレート・ガバナンスの実効性をより高める経営体制の実現に向け、健全なる企業活動を

推進するための内部統制システムを構築し、企業としての社会的使命を果たすべく不断の取り組みを行ってまいり

ます。また、通信販売事業の特性であります個人情報の活用については、高度なセキュリティ対策等の実施をはじ

め、安全かつ適切な管理体制の構築に、引き続き努めてまいります。

⑥　当社グループは、環境保全活動に積極的に取り組むことにより、商品・カタログ・物流等の各分野において、地

球環境負荷の低減に努めるとともに、社員の環境意識の向上、また、植林支援活動、近隣地域の自治体のボランティ

ア活動も引き続き支援してまいります。 
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４．連結財務諸表
(1) 連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金   5,749   5,475   

２　受取手形及び売掛金 ※3  21,676   23,104   

３　営業貸付金   3,807   2,544   

４　たな卸資産   3,559   3,890   

５　商品調整引当金   △280   △308   

６　繰延税金資産   827   828   

７　その他   1,982   2,130   

８　貸倒引当金   △555   △762   

流動資産合計   36,766 78.2  36,903 79.0 137

Ⅱ　固定資産         

(1) 有形固定資産         

１　建物及び構築物  7,639   7,570    

減価償却累計額  △4,887 2,752  △5,031 2,539   

２　土地   4,768   4,768   

３　その他  1,048   986    

減価償却累計額  △880 168  △850 135   

有形固定資産合計   7,689 16.3  7,443 15.9 △245

(2) 無形固定資産   32 0.1  43 0.1 10

(3) 投資その他の資産         

１　投資有価証券   2,329   1,890   

２　繰延税金資産   25   97   

３　その他   525   461   

４　貸倒引当金   △332   △121   

投資その他の資産合計   2,548 5.4  2,327 5.0 △220

固定資産合計   10,270 21.8  9,814 21.0 △456

資産合計   47,036 100.0  46,717 100.0 △318
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前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　支払手形及び買掛金   9,396   9,451   

２　短期借入金   3,300   700   

３　未払金   2,958   3,143   

４　未払法人税等   163   81   

５　賞与引当金   378   301   

６　販売促進引当金   165   100   

７　利息返還損失引当金   29   52   

８　その他   2,531   2,827   

流動負債合計   18,922 40.2  16,659 35.6 △2,263

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金   6,400   8,100   

２　繰延税金負債   97   6   

３　退職給付引当金   256   234   

４　役員退職慰労引当金   144   44   

５　利息返還損失引当金   43   120   

６　その他   459   550   

固定負債合計   7,400 15.8  9,055 19.4 1,655

負債合計   26,323 56.0  25,715 55.0 △608

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   4,978 10.6  4,978 10.7 －

２　資本剰余金   6,388 13.6  6,388 13.7 －

３　利益剰余金   8,599 18.3  9,429 20.2 830

４　自己株式   △127 △0.3  △415 △0.9 △287

株主資本合計   19,838 42.2  20,381 43.7 542

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差
額金

  867 1.8  653 1.4 △214

２　繰延ヘッジ損益   △0 △0.0  △38 △0.1 △38

３　為替換算調整勘定   2 0.0  3 0.0 0

評価・換算差額等合計   869 1.8  618 1.3 △251

Ⅲ　少数株主持分   4 0.0  3 0.0 △1

純資産合計   20,713 44.0  21,002 45.0 289

負債純資産合計   47,036 100.0  46,717 100.0 △318
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(2) 連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高   52,565 100.0  57,597 100.0 5,031

Ⅱ　売上原価 ※1,2  31,331 59.6  34,237 59.4 2,905

売上総利益   21,233 40.4  23,360 40.6 2,126

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１　運賃諸掛  2,047   2,718    

２　広告宣伝費  10,548   11,035    

３　販売促進引当金繰入  10   －    

４　貸倒引当金繰入  477   414    

５　利息返還損失引当金繰
入

 87   164    

６　給料手当  3,253   2,422    

７　賞与引当金繰入  300   255    

８　退職給付費用  558   493    

９　役員退職慰労引当金繰
入

 9   －    

10　その他  4,039 21,333 40.6 3,602 21,106 36.7 △227

営業利益（△は営業損
失）

  △99 △0.2  2,253 3.9 2,353

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  3   12    

２　仕入割引  40   49    

３　不動産賃貸料  144   118    

４　倉庫受託収入  372   －    

５　その他  157 718 1.4 154 334 0.6 △383

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  29   29    

２　持分法による投資損失  35   －    

３　品質維持対策費用  12   －    

４　その他  18 96 0.2 12 41 0.1 △54

経常利益   522 1.0  2,546 4.4 2,023
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益 ※3 747   －    

２　償却債権取立益  6   7    

３　賞与引当金戻入益  －   101    

４　販売促進引当金戻入益  －   64    

５　その他  － 754 1.4 19 192 0.4 △562

Ⅶ　特別損失         

１　固定資産売却損 ※4 0   0    

２　固定資産除却損 ※5 45   7    

３　減損損失 ※6 20   60    

４　投資有価証券評価損  37   9    

５　事業撤退損失 ※7 283   －    

６　特別退職金  353   1,326    

７　その他  － 740 1.4 91 1,496 2.6 756

税金等調整前当期純利益   537 1.0  1,242 2.2 705

法人税、住民税及び事業
税

 211   84    

法人税等調整額  △122 88 0.1 △25 59 0.1 △29

少数株主損失   1 △0.0  1 △0.0 0

当期純利益   449 0.9  1,184 2.1 734
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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　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本 評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産
合計

資本金
資本
剰余金

利益
剰余金

自己株式
株主資本
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

評価・換
算差額等
合計

平成18年３月31日残高
（百万円）

4,453 5,925 8,535 △691 18,223 873 － － 873 5 19,103

連結会計年度中の変動額

新株の発行 525 462   987      987

剰余金の配当   △386  △386      △386

当期純利益   449  449      449

自己株式の取得    △0 △0      △0

自己株式の処分  0  564 565      565

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     △6 △0 2 △3 △1 △5

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

525 462 63 563 1,614 △6 △0 2 △3 △1 1,609

平成19年３月31日残高
（百万円）

4,978 6,388 8,599 △127 19,838 867 △0 2 869 4 20,713

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

株主資本 評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産
合計

資本金
資本
剰余金

利益
剰余金

自己株式
株主資本
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

評価・換
算差額等
合計

平成19年３月31日残高
（百万円）

4,978 6,388 8,599 △127 19,838 867 △0 2 869 4 20,713

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △354  △354      △354

当期純利益   1,184  1,184      1,184

自己株式の取得    △287 △287      △287

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     △214 △38 0 △251 △1 △252

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ － 830 △287 542 △214 △38 0 △251 △1 289

平成20年３月31日残高
（百万円）

4,978 6,388 9,429 △415 20,381 653 △38 3 618 3 21,002
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前当期純利益  537 1,242  

減価償却費  280 297  

減損損失  20 60  

貸倒引当金の増減額（△減少）  122 27  

商品調整引当金の増減額（△減少）  △89 28  

賞与引当金の増減額（△減少）  △6 △76  

販売促進引当金の増減額（△減少）  10 △64  

利息返還損失引当金の増減額（△減少）  59 99  

退職給付引当金の増減額（△減少）  △0 △22  

役員退職慰労引当金の増減額（△減少）  △2 △99  

受取利息及び受取配当金  △23 △39  

資金原価及び支払利息  132 147  

持分法による投資損益（△利益）  35 －  

投資有価証券の評価・売却損益（△利
益）

 37 4  

固定資産の売却・除却損益（△利益）  △698 15  

事業撤退損失  215 －  

営業債権の増減額（△増加）  △913 △165  

たな卸資産の増減額（△増加）  △912 △331  

その他流動資産の増減額（△増加）  △322 △25  

仕入債務の増減額（△減少）  542 137  

その他流動負債の増減額（△減少）  1,186 405  

その他  0 85  

小計  211 1,727 1,515

利息及び配当金の受取額  22 38  

利息の支払額  △132 △153  

法人税等の支払額  △286 △244  

営業活動によるキャッシュ・フロー  △184 1,368 1,553

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の預入による支出  △100 －  

有形固定資産の取得による支出  △207 △119  

有形固定資産の売却による収入  845 0  

投資有価証券の取得による支出  △0 △0  

投資有価証券の売却による収入  － 58  

その他  △47 △31  

投資活動によるキャッシュ・フロー  489 △92 △581
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(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  1,400 300  

短期借入金の返済による支出  △1,200 △700  

長期借入れによる収入  3,800 2,200  

長期借入金の返済による支出  △3,584 △2,700  

株式の発行による収入  987 －  

自己株式の取得による支出  △0 △287  

自己株式の売却による収入  565 －  

配当金の支払額  △384 △354  

その他  － △8  

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,581 △1,551 △3,132

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  2 0 △1

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（△減少）  1,888 △274 △2,162

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  3,860 5,749 1,888

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高  5,749 5,475 △274
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項

　子会社３社は全て連結しております。

㈱ムトウクレジット

㈱ミック

武藤系統信息咨詢（上海）有限公司

　なお、前連結会計年度において連結子会社でありまし

た㈱ムトウサービス及び㈱ムトウ流通センターは、平成

18年４月１日付で連結財務諸表提出会社と合併したため、

連結の範囲から除いております。

　また、武藤系統信息咨詢（上海）有限公司は、平成19

年４月５日を期日として武藤商貿（上海）有限公司に商

号変更いたしました。

１．連結の範囲に関する事項

　子会社３社は全て連結しております。

㈱ムトウクレジット

㈱ミック

武藤商貿（上海）有限公司

なお、㈱ミックは、平成20年４月１日を期日として㈱

ムトウマーケティングサポートに商号変更いたしました。

２．持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の関連会社

　関連会社㈱ムトウヤマノ１社に対する投資について

持分法を適用しております。

２．持分法の適用に関する事項

　持分法適用の関連会社

持分法適用関連会社であった㈱ムトウヤマノは、平成

20年３月13日を期日として株式を譲渡し、関連会社に該

当しなくなったため、持分法適用の範囲から除外してお

ります。

(2) 持分法適用会社㈱ムトウヤマノの決算日は、連結決

算日と異なっていますが、同社の会計期間に係る財務

諸表を使用しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち、決算日が連結決算日（３月31日）

と異なる会社は武藤系統信息咨詢（上海）有限公司（12

月31日）であります。連結財務諸表の作成にあたっては、

連結決算日との差異が３ヶ月を超えないので、当該子会

社の財務諸表を基礎として連結しております。連結決算

日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な

調整を行っております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち、決算日が連結決算日（３月31日）

と異なる会社は武藤商貿（上海）有限公司（12月31日）

であります。連結財務諸表の作成にあたっては、連結決

算日との差異が３ヶ月を超えないので、当該子会社の財

務諸表を基礎として連結しております。連結決算日との

間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を

行っております。

４．会計処理基準に関する事項 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

　連結会計年度末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）

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

満期保有目的の債券

 償却原価法（定額法）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

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

同左
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日　至　平成20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

　主として定率法

　ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く。）については、定額法を採

用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　　３～50年

(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

　主として定率法

　ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く。）については、定額法を採

用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　　３～50年

（会計方針の変更）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴

い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以降に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更しております。

これに伴う損益への影響は軽微であります。

（追加情報）

当社及び国内連結子会社は、法人税法改正に伴い、

平成19年３月31日以前に取得した資産については、

改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用に

より取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連

結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額

との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費

に含めて計上しております。

これに伴う損益への影響は軽微であります。

(3) 重要な引当金の計上基準 (3) 重要な引当金の計上基準

①　賞与引当金

　使用人及び使用人としての職務を有する役員に対

して支給する賞与に充てるため、支給予定見積額の

当連結会計年度負担分を計上しております。

①　賞与引当金

　使用人及び使用人としての職務を有する役員に対

して支給する賞与に充てるため、支給予定見積額の

連結会計年度負担分を計上しております。

（追加情報）

　当社は、当連結会計年度より、業績連動型賞与制

度を導入しております。

　この変更により、従来の方法に比べ、営業利益、

経常利益及び税金等調整前当期純利益は81百万円減

少しております。

　なお、セグメントに与える影響は（セグメント情

報）に記載しております。

②　役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づ

く連結会計年度末所要額を計上しております。

  （追加情報）

　従来、役員の退職慰労金の支給に備えて、内規に

基づく連結会計年度末所要額を計上しておりました

が、平成18年６月20日開催の定時株主総会終結時を

もって、役員退職慰労金制度を廃止し、在任役員に

ついては株主総会終結時の要支給額を退任時に支給

することを決議しております。

②　役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づ

く連結会計年度末所要額を計上しておりましたが、

平成18年６月20日開催の定時株主総会終結時をもっ

て、役員退職慰労金制度を廃止いたしました。

連結会計年度末の役員退職慰労引当金残高は、役

員退職慰労金制度適用期間中から在任している役員

に対する支給見込額であります。
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

③　関係会社事業損失引当金

関係会社の事業の損失に備えるため、関係会社に

対する投資金額を超えて負担することとなる損失見

込額を計上しております。

なお、当連結会計年度末における残高はありませ

ん。

(4) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 (4) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

①　連結納税制度の適用

当連結会計年度から連結納税制度を適用しており

ます。

５．のれんの償却に関する事項

のれんの償却については、投資効果の発現する期間を

合理的に見積り、その見積期間に応じて均等償却してお

ります。

ただし、金額的に重要性がないものについては発生時

に一括償却しております。 

なお、当連結会計年度末における残高はありません。

　なお、上記連結の範囲に関する事項、持分法の適用に関する事項、連結子会社の事業年度等に関する事項、会計処理基

準に関する事項及びのれんの償却に関する事項以外は、最近の有価証券報告書（平成19年６月21日提出）における記載か

ら重要な変更がないため開示を省略しております。
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年

12月９日）及び「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」（企業会計基準適用指針第８

号  平成17年12月９日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は20,708百万円

であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資

産の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改

正後の連結財務諸表規則により作成しております。

前連結会計年度まで連結損益計算書において、営業外収

益に計上していた倉庫受託収入及び販売費及び一般管理費

に計上していた倉庫受託に関する費用は、当連結会計年度

より売上高及び売上原価として処理する方法に変更してお

ります。

倉庫受託収入につきましては、新規事業からの撤退に伴

う事業の再構築及び経営者の交代による経営方針の変更に

より、倉庫受託に係る事業を主たる営業の一つとして捉え

ることとなったために行ったものであります。また、倉庫

受託に関する費用につきましては、原価管理システムの改

善に伴い、当該費用の把握が可能となったため、費用収益

対応関係の明確化を図るために行ったものであります。

この変更により、従来の方法に比べ、売上高は372百万

円、売上総利益は143百万円、営業利益は372百万円増加し

ていますが、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与え

る影響はありません。

なお、セグメントに与える影響は（セグメント情報）に

記載しております。

２．前連結会計年度まで連結損益計算書において、売上高

に計上していた連結子会社の倉庫受託収入等は、当連結

会計年度より営業外収益として処理する方法に変更して

おります。

 この変更は、当連結会計年度において、連結経営の効

率化を目的としてグループ再編を行い、当該収入等を営

業活動として計上しない事を決定したことにより行った

ものであります。

 この変更により、従来の方法に比べ、売上高は463百

万円、営業利益は451百万円減少し、営業損失が計上さ

れていますが、経常利益及び税金等調整前当期純利益に

与える影響はありません。

３．前連結会計年度まで連結損益計算書において、販売費

及び一般管理費に計上していた出荷受託に関する費用等

は、当連結会計年度より売上原価として処理する方法に

変更しております。

　この変更は、前連結会計年度まで売上原価の把握が困

難であったため、当該費用等を販売費及び一般管理費に

計上しておりましたが、今後、出荷受託収入の拡大が見

込まれるため、当該事業の採算計算をより適正に行うた

めに原価計算制度を整備し、売上原価の把握が可能と

なったことにより行ったものであります。

　この変更により、従来の方法に比べ、売上総利益は

1,157百万円減少していますが、営業損失、経常利益及

び税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　前連結会計年度まで連結キャッシュ・フロー計算書にお

いて、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に

含めて表示していた持分法による投資損益は、金額的重要

性が増したため、当連結会計年度から「持分法による投資

損益」として区分掲記することに変更しました。

　なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている持分

法による投資損益は△3百万円であります。

連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

　１　偶発債務

従業員持家融資制度に基づく企業集団従業員の銀行

借入金の保証

12百万円

　１　偶発債務

従業員持家融資制度に基づく企業集団従業員の銀行

借入金の保証

11百万円

　２　連結子会社（㈱ムトウクレジット）においては、

キャッシング業務等を行っております。当該業務にお

ける当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る貸出

未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額及び貸出コミット

メントの総額
3,856百万円

貸出実行残高 3,203百万円

差引額 653百万円

　なお、上記当座貸越契約及び貸出コミットメント契

約においては、借入人の資金使途、信用状態等に関す

る審査を貸出の条件としているものが含まれているた

め、必ずしも当連結会計年度末の未実行残高653百万

円全額が貸出実行されるものではありません。

※３  連結会計年度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

連結会計年度末日は金融機関の休日であったため、次

の連結会計年度末日満期手形が、連結会計年度末残高

に含まれております。

　受取手形　　　　　　　　　　　　　　 1百万円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

※１　売上原価には、商品調整引当金戻入額89百万円が含

まれております。

※１　売上原価には、商品調整引当金繰入額28百万円が含

まれております。

※２　売上原価には、研究開発費19百万円が含まれており

ます。

※２　売上原価には、研究開発費1百万円が含まれており

ます。

※３　固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

土地 702百万円

建物 44百万円

その他 1百万円

計 747百万円

※４　固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。 ※４　固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。

車両及び運搬具 0百万円 構築物 0百万円

※５　固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※５　固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物 41百万円

工具器具及び備品 2百万円

その他 0百万円

計 45百万円

建物 6百万円

工具器具及び備品 1百万円

車両及び運搬具 0百万円

計 7百万円

㈱ムトウ（8005）平成 20 年３月期　決算短信

－ 22 －



前連結会計年度
（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

※６　減損損失

　当連結会計年度において、連結財務諸表提出会社及

び連結子会社は以下の資産グループについて減損損失

を計上しました。

※６　減損損失

　当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類

静岡県浜松市
事業用資産・

駐車場
建物・土地等

場所 用途 種類

静岡県磐田市 賃貸用資産 建物・構築物等

　連結財務諸表提出会社及び連結子会社は、減損損失

の算定に当たって、事業の種類別セグメント単位に、

投資の意思決定を行う事業を基礎として資産のグルー

ピングを行っておりますが、賃貸用資産として利用し

ている資産については、物件毎に一つの資産グループ

としております。

　通信販売事業のうち、新規開発事業からの撤退によ

り、資産の処分に関する意思決定を行った資産グルー

プ及び資産グループの効率的運用を目的として売却し

た土地について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失（56百万円）として計上してお

ります。なお、新規開発事業からの撤退に伴う減損損

失（36百万円）については、事業撤退損失に含めて表

示しております。

　減損損失の内訳は、建物31百万円、土地20百万円及

び工具器具及び備品5百万円であります。

　なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価

額により算定しており、土地については不動産鑑定評

価額に基づいて評価し、建物等については零として評

価しております。

　当社グループは、減損損失の算定に当たって、事業

の種類別セグメント単位に、投資の意思決定を行う事

業を基礎として資産のグルーピングを行っております

が、賃貸用資産として利用している資産については、

物件毎に一つの資産グループとしております。

　通信販売事業のうち、資産の建替えに関する意思決

定を行った資産グループについては翌連結会計年度に

おいて解体予定であり、当該減少額を減損損失（60百

万円）として特別損失に計上しております。

　減損損失の内訳は、建物58百万円、構築物1百万円

及び工具器具及び備品0百万円であります。

　なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価

額により算定しており、零として評価しております。

※７　事業撤退損失の内訳は、次のとおりであります。

商品特別評価損 106百万円

貸倒引当金繰入額 49百万円

減損損失 36百万円

その他 90百万円

計 283百万円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度
増加株式数（千株）

当連結会計年度
減少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式　（注）１ 26,470 2,100 － 28,570

合計 26,470 2,100 － 28,570

自己株式     

普通株式　（注）２ 1,225 1 1,000 226

合計 1,225 1 1,000 226

（注）１．普通株式の発行済株式の増加2,100千株は、第三者割当による新株の発行によるものであります。

 ２．普通株式の自己株式の増加1千株は、単元未満株式の買取りによるものであり、減少1,000千株は、自己株式の

処分によるものであります。

２．配当に関する事項

(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

平成18年６月20日

定時株主総会
普通株式 189 7.50 平成18年３月31日 平成18年６月20日

平成18年10月27日

取締役会
普通株式 196 7.50 平成18年９月30日 平成18年12月５日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年４月27日

　取締役会
普通株式 212 利益剰余金 7.50 平成19年３月31日 平成19年６月６日
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度
増加株式数（千株）

当連結会計年度
減少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 28,570 － － 28,570

合計 28,570 － － 28,570

自己株式     

普通株式　（注） 226 527 － 753

合計 226 527 － 753

（注）普通株式の自己株式の増加527千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加525千株、単元未満株式の買

取りによる増加1千株であります。

２．配当に関する事項

(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

平成19年４月27日

取締役会
普通株式 212 7.50 平成19年３月31日 平成19年６月６日

平成19年10月26日

取締役会
普通株式 141 5.00 平成19年９月30日 平成19年12月４日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年４月30日

　取締役会
普通株式 139 利益剰余金 5.00 平成20年３月31日 平成20年５月30日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

  現金及び現金同等物の連結会計年度末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係（平成19年３月

31日）

  現金及び現金同等物の連結会計年度末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係（平成20年３月

31日）

現金及び預金勘定 5,749百万円

現金及び現金同等物 5,749百万円

現金及び預金勘定 5,475百万円

現金及び現金同等物 5,475百万円
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（リース取引関係）

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（有価証券関係）

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（デリバティブ取引関係）

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（退職給付関係）

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至

　平成20年３月31日）

該当事項はありません。

（税効果会計関係）

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
通信販売
事業

（百万円）

金融事業
（百万円）

情報処理
事業

（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1) 外部顧客に対する売上高 47,755 1,964 2,845 52,565 － 52,565

(2) セグメント間の内部売上高又

は振替高
163 5 1,135 1,303 (1,303) －

計 47,918 1,969 3,980 53,869 (1,303) 52,565

営業費用 48,526 1,708 3,857 54,092 (1,427) 52,665

営業利益（△は営業損失） △607 261 123 △222 123 △99

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損失及

び資本的支出
      

資産 34,576 16,356 1,244 52,178 (5,141) 47,036

減価償却費 254 14 11 280 0 280

減損損失 56 － － 56 － 56

資本的支出 236 10 15 262 － 262

（注）１．事業区分の方法は、企業集団内の事業展開を基準として区分しております。

２．事業区分の主要な内容

(1) 通信販売事業　　カタログ及びインターネットを媒体とする通信販売業

(2) 金融事業　　　　割賦債権買取業、融資業

(3) 情報処理事業　　ソフトウェアプロダクト業、システム開発受託業

３．減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用及びその償却額を含んでおります。
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 
通信販売
事業

（百万円）

金融事業
（百万円）

情報処理
事業

（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1) 外部顧客に対する売上高 52,500 1,840 3,257 57,597 － 57,597

(2) セグメント間の内部売上高又

は振替高
169 4 1,042 1,217 (1,217) －

計 52,670 1,845 4,299 58,815 (1,217) 57,597

営業費用 51,029 1,518 4,123 56,672 (1,328) 55,343

営業利益 1,640 326 176 2,142 110 2,253

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損失及

び資本的支出
      

資産 33,928 15,158 1,466 50,553 (3,835) 46,717

減価償却費 265 16 15 297 0 297

減損損失 60 － － 60 － 60

資本的支出 290 7 33 331 (195) 135

（注）１．事業区分の方法は、企業集団内の事業展開を基準として区分しております。

２．事業区分の主要な内容

(1) 通信販売事業　　カタログ及びインターネットを媒体とする通信販売業

(2) 金融事業　　　　割賦債権買取業

(3) 情報処理事業　　ソフトウェアプロダクト業、システム開発受託業

３．減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用及びその償却額を含んでおります。

４．賞与引当金の見積方法の変更

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４ (3) ①（追加情報）に記載のとおり、賞与引当金の

見積方法を当連結会計年度より変更したことにより、通信販売事業の営業費用は81百万円増加し、営業利益は同

額減少しております。

 ５．倉庫受託収入及び倉庫受託に関する費用の会計処理の方法の変更

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、倉庫受託収入及び倉庫受託に関

する費用を当連結会計年度より売上高及び売上原価として処理する方法に変更しております。

 この変更により、従来の方法に比べ、通信販売事業の売上高及び営業利益は372百万円増加しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成19年４月１日

　至　平成20年３月31日）

 全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が、いずれも90％を超

えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成19年４月１日

　至　平成20年３月31日）

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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（関連当事者との取引）

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 730円60銭

１株当たり当期純利益 17円30銭

１株当たり純資産額 754円90銭

１株当たり当期純利益 41円87銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式がないため記載しておりません。

同左

 （注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

当連結会計年度末
（平成20年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 20,713 21,002

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 4 3

（うち少数株主持分） (4) (3)

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 20,708 20,999

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（千株）
28,344 27,817

 ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当期純利益（百万円） 449 1,184

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 449 1,184

期中平均株式数（千株） 25,998 28,293
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（重要な後発事象）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．特別転進支援措置の実施について

(1) 特別転進支援措置実施の理由

 連結財務諸表提出会社（以下「当社」といいます。）は、事業構造の改革や事業環境変化への迅速対応を基本

方針として、業務効率の改善やコスト削減に努めてまいりました。しかしながら、将来の内外の経営環境を予測

すると、現状の改善レベルでは、マーケットの期待水準を上回る経営成績の達成は非常に困難であると判断した

ため、当社取締役会は、抜本的な経営改革の断行が急務であると判断し、特別転進支援措置を実施することとい

たしました。

 (2) 特別転進支援措置の概要

①　対象者

 平成19年７月31日現在、満年齢38歳以上59歳以下、且つ、満勤続年数５年以上の当社の正社員（出向者含

む。）及び準社員

②　募集人数

60名程度（事務職40名程度、現業職20名程度）

（対象となる社員数は、平成19年４月27日現在で約250名であります。）

③　募集期間

平成19年６月11日（月）～平成19年６月29日（金）

④　退職日

平成19年７月31日（火）

⑤　優遇措置

本特別転進支援措置による退職者に対しては、割増加算金を支払うとともに、希望者には再就職支援を会社

負担にて行います。

(3) 業績への影響

上記措置実施に伴う割増加算金の支給額は、約650百万円と見込んでおります。

なお、翌連結会計年度以降の人件費につきましては、年間約600百万円の減少が見込まれる予定であります。

 

２．物流業務委託に関する基本合意について

当社は、当社物流業務を委託することを目的として、株式会社ハマキョウレックス（本社：浜松市南区寺脇町、

代表取締役社長：大須賀正孝、以下「ハマキョウレックス」という。）と物流業務委託に関する基本合意を締結い

たしました。

(1) 業務委託の目的

当社は、昭和47年に自社の配送部門を分離独立させ、株式会社エム・デー・シーを設立して以来、30数年に亘っ

て自社の物流業務を子会社に委託してまいりましたが、企業を取り巻く経営環境が大きく変化したことや更なる

物流品質の向上を追求するため、昨年（平成18年４月１日付）をもって、当該物流子会社を当社へ吸収合併いた

しました。

しかしながら、当社がこのたび策定した３ヵ年の中期経営計画に基づく経営改革を実施するにあたり、今後の

事業環境の変化及びお客様のニーズに対して、迅速かつ的確に対応する物流体制を構築するためには、自社独自

の物流ノウハウだけでは限界があると判断したため、３ＰＬ（※）としての実績が豊富なハマキョウレックスと

物流業務委託に関する基本合意を締結するに至りました。

※　３ＰＬとは、３ｒｄ．Ｐａｒｔｙ　Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓの略で、荷主に対して物流改革を提案し包括して物

流業務を受託することを指し、一般的には、荷主が物流業務を外部委託（アウトソーシング）することをいい

ます。

(2) 実施内容

①　業務委託開始日（予定）

平成19年10月１日

②　業務委託内容

当社物流施設内の作業等のオペレーション業務をハマキョウレックスに委託いたします。従いまして、当社

資産の同社への移動は発生いたしません。

③　物流業務従事者

平成19年10月１日付をもって、当社物流センターに勤務する約200名の正社員及び臨時従業員は、ハマキョウ

レックスへ転籍する予定（現在労働組合と協議中）であります。
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(3) 日程

平成19年４月27日　　　取締役会決議（業務委託基本契約締結）

平成19年９月初旬迄　　個別の業務委託内容についての契約締結（予定）

平成19年10月１日　　　業務委託開始（予定）、物流業務従事者の転籍（予定）

(4) 業績に与える影響

当社物流センターに従事する従業員の転籍に伴い、転籍支援金約250百万円が特別損失として発生する予定であ

ります。

なお、当社は、ハマキョウレックスへ物流業務を委託することにより、３年後に約300百万円の物流コストの削

減を見込んでおります。

 当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

自己株式の取得について

当社は、平成20年１月10日開催の取締役会の決議に基づき、平成20年４月に自己株式の取得を行いました。

株式数（株） 価額の総額（円）

取締役会（平成20年１月10日）での決議状況

（取得期間　平成20年１月11日～平成21年１月９日）
1,000,000 650,000,000

平成20年４月１日～４月28日における取得自己株式 220,700 130,504,300

平成20年１月11日～４月28日までの累積取得自己株式 746,100 417,367,700

自己株式取得の進捗状況（％） 74.61 64.21
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５．個別財務諸表
(1) 貸借対照表

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金   4,552   4,105   

２　受取手形 ※2  13   5   

３　売掛金   9,724   10,729   

４　有価証券   －   50   

５　商品   3,209   3,679   

６　未着商品   79   170   

７　原材料   4   2   

８　仕掛品   0   1   

９　商品調整引当金   △280   △308   

10　貯蔵品   177   8   

11　前渡金   10   7   

12　前払費用   1,049   1,138   

13　繰延税金資産   565   460   

14　関係会社短期貸付金   800   500   

15　未収入金   807   928   

16　その他   11   34   

17　貸倒引当金   △143   △197   

流動資産合計   20,583 59.5  21,314 62.8 731

Ⅱ　固定資産         

(1) 有形固定資産         

１　建物  7,116   7,165    

減価償却累計額  △4,513 2,603  △4,702 2,463   

２　構築物  397   395    

減価償却累計額  △315 82  △325 70   

３　機械及び装置  98   98    

減価償却累計額  △89 8  △91 7   

４　車両及び運搬具  30   15    

減価償却累計額  △29 1  △14 1   

５　工具器具及び備品  544   543    

減価償却累計額  △424 120  △447 96   

６　土地   4,747   4,889   

有形固定資産合計   7,563 21.9  7,527 22.2 △36
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

(2) 無形固定資産         

１　電話加入権   2   2   

無形固定資産合計   2 0.0  2 0.0 －

(3) 投資その他の資産         

１　投資有価証券   2,329   1,887   

２　関係会社株式   150   150   

３　出資金   0   0   

４　関係会社長期貸付金   3,800   2,800   

５　繰延税金資産   －   40   

６　その他   230   205   

７　貸倒引当金   △83   －   

投資その他の資産合計   6,426 18.6  5,083 15.0 △1,343

固定資産合計   13,993 40.5  12,613 37.2 △1,379

資産合計   34,576 100.0  33,928 100.0 △648

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　支払手形   3,707   3,502   

２　買掛金   5,249   5,659   

３　短期借入金   1,400   200   

４　未払金   2,730   2,695   

５　未払費用   6   2   

６　未払法人税等   47   37   

７　未払消費税等   76   138   

８　預り金   310   220   

９　前受収益   0   －   

10　賞与引当金   251   207   

11　販売促進引当金   165   100   

12　その他   1   70   

流動負債合計   13,947 40.3  12,835 37.8 △1,111
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金   1,300   1,800   

２　繰延税金負債   147   －   

３　退職給付引当金   284   329   

４　役員退職慰労引当金   129   37   

５　その他   4   4   

固定負債合計   1,866 5.4  2,170 6.4 304

負債合計   15,813 45.7  15,006 44.2 △806

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

(1) 資本金   4,978 14.4  4,978 14.7 －

(2) 資本剰余金         

１　資本準備金  6,387   6,387    

２　その他資本剰余金  0   0    

資本剰余金合計   6,388 18.5  6,388 18.8 －

(3) 利益剰余金         

１　利益準備金  601   601    

２　その他利益剰余金         

固定資産圧縮積立金  28   28    

別途積立金  5,040   5,040    

繰越利益剰余金  987   1,686    

利益剰余金合計   6,656 19.3  7,355 21.7 698

(4) 自己株式   △127 △0.4  △415 △1.2 △287

株主資本合計   17,895 51.8  18,307 54.0 411

Ⅱ　評価・換算差額等         

(1) その他有価証券評価差
額金

  867 2.5  653 1.9 △214

(2) 繰延ヘッジ損益   △0 △0.0  △38 △0.1 △38

評価・換算差額等合計   867 2.5  614 1.8 △252

純資産合計   18,763 54.3  18,921 55.8 158

負債純資産合計   34,576 100.0  33,928 100.0 △648
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(2) 損益計算書

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高   47,918 100.0  52,670 100.0 4,751

Ⅱ　売上原価         

１　商品期首たな卸高  2,703   3,209    

２　当期商品仕入高  26,872   28,686    

３　他勘定振替高 ※1 367   7    

合計  29,208   31,888    

４　商品期末たな卸高  3,209   3,679    

差引計  25,998   28,208    

５　商品調整引当金繰入  －   28    

６　商品調整引当金戻入  89   －    

７　当期営業原価  2,042 27,951 58.3 2,362 30,599 58.1 2,648

売上総利益   19,967 41.7  22,070 41.9 2,102

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１　販売手数料  86   105    

２　運賃諸掛  2,046   2,716    

３　広告宣伝費  10,442   11,021    

４　販売促進引当金繰入  10   －    

５　貸倒引当金繰入  109   94    

６　給料手当  2,771   1,938    

７　賞与引当金繰入  242   207    

８　退職給付費用  495   429    

９　役員退職慰労引当金繰
入

 6   －    

10　通信費  349   327    

11　減価償却費  220   210    

12　支払手数料  1,505   1,551    

13　その他  2,286 20,574 43.0 1,827 20,429 38.8 △145

営業利益（△は営業損
失）

  △607 △1.3  1,640 3.1 2,247
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前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息 ※2 78   77    

２　有価証券利息  0   2    

３　受取配当金  29   34    

４　仕入割引  40   49    

５　不動産賃貸料 ※2 163   138    

６　倉庫受託収入  372   －    

７　その他  149 832 1.8 138 440 0.9 △392

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  29   29    

２　品質維持対策費用  12   －    

３　その他  14 56 0.1 12 41 0.1 △15

経常利益   168 0.4  2,038 3.9 1,870

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益 ※3 747   －    

２　賞与引当金戻入益  －   99    

３　販売促進引当金戻入益  －   64    

４　抱合せ株式消滅差益  548   －    

５　その他  － 1,296 2.7 9 173 0.3 △1,122

Ⅶ　特別損失         

１　固定資産除却損 ※4 44   3    

２　減損損失 ※5 20   60    

３　投資有価証券評価損  37   9    

４　関係会社株式評価損  31   －    

５　事業撤退損失 ※6 283   －    

６　特別退職金  353   1,084    

７　その他  － 770 1.6 82 1,239 2.4 469

税引前当期純利益   694 1.5  972 1.8 277

法人税、住民税及び事
業税

 15   △136    

法人税等調整額  △119 △104 △0.2 55 △80 △0.2 23

当期純利益   799 1.7  1,053 2.0 253
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営業原価明細書

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　資材費 155 7.6 181 7.7 26

Ⅱ　労務費 274 13.4 152 6.4 △121

Ⅲ　経費 ※2 1,613 79.0 2,029 85.9 416

当期総営業費用 2,042 100.0 2,363 100.0 321

期首仕掛品たな卸高 －  0   

合計 2,042 2,363  

期末仕掛品たな卸高 0 1  

当期営業原価 2,042 2,362  

前事業年度
（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　１　原価計算の方法

 当社の原価計算は、総合原価計算による実際原価計

算であります。

　１　原価計算の方法

同左

※２　主な内訳は次のとおりであります。 ※２　主な内訳は次のとおりであります。

運賃諸掛 808百万円

支払手数料 422百万円

外注加工費 205百万円

運賃諸掛 943百万円

外注加工費 611百万円

支払手数料 234百万円
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(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

固定資産
圧縮
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高
（百万円）

4,453 5,925 － 5,925 601 28 5,840 △225 6,243 △691 15,931

事業年度中の変動額

新株の発行 525 462  462       987

別途積立金の取崩       △800 800 －  －

剰余金の配当        △386 △386  △386

当期純利益        799 799  799

自己株式の取得          △0 △0

自己株式の処分   0 0      564 565

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

           

事業年度中の変動額合計
（百万円）

525 462 0 462 － － △800 1,213 413 563 1,964

平成19年３月31日残高
（百万円）

4,978 6,387 0 6,388 601 28 5,040 987 6,656 △127 17,895

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）

871 － 871 16,802

事業年度中の変動額

新株の発行    987

別途積立金の取崩    －

剰余金の配当    △386

当期純利益    799

自己株式の取得    △0

自己株式の処分    565

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

△3 △0 △4 △4

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△3 △0 △4 1,960

平成19年３月31日残高
（百万円）

867 △0 867 18,763
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当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31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

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

固定資産
圧縮
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成19年３月31日残高
（百万円）

4,978 6,387 0 6,388 601 28 5,040 987 6,656 △127 17,895

事業年度中の変動額

剰余金の配当        △354 △354  △354

当期純利益        1,053 1,053  1,053

自己株式の取得          △287 △287

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

           

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － － － － － － 698 698 △287 411

平成20年３月31日残高
（百万円）

4,978 6,387 0 6,388 601 28 5,040 1,686 7,355 △415 18,307

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19年３月31日残高
（百万円）

867 △0 867 18,763

事業年度中の変動額

剰余金の配当    △354

当期純利益    1,053

自己株式の取得    △287

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

△214 △38 △252 △252

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△214 △38 △252 158

平成20年３月31日残高
（百万円）

653 △38 614 18,921
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重要な会計方針

前事業年度
（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び評価方法 １．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

　定率法

　ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建

物附属設備を除く。）については、定額法を採用して

おります。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　３～50年

構築物　　７～40年

２．固定資産の減価償却の方法

　有形固定資産

定率法

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物

附属設備を除く。）については、定額法を採用しており

ます。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　３～50年

構築物　　７～40年

（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成19年４

月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の

法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これに伴う損益への影響は軽微であります。　

（追加情報）

　法人税法改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得し

た資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却

の方法の適用により取得価額の５％に到達した事業年度

の翌事業年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額と

の差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含め

て計上しております。

これに伴う損益への影響は軽微であります。

３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

　使用人及び使用人としての職務を有する役員に対し

て支給する賞与に充てるため、支給予定見積額の当事

業年度負担分を計上しております。

(1) 賞与引当金

　使用人及び使用人としての職務を有する役員に対し

て支給する賞与に充てるため、支給予定見積額の事業

年度負担分を計上しております。

（追加情報）

　当事業年度より、業績連動型賞与制度を導入してお

ります。

　この変更により、従来の方法に比べ、営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益は81百万円減少しており

ます。

(2) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく

事業年度末所要額を計上しております。

（追加情報）

従来、役員の退職慰労金の支給に備えて、内規に基

づく事業年度末所要額を計上しておりましたが、平成

18年６月20日開催の定時株主総会終結時をもって、役

員退職慰労金制度を廃止し、在任役員については株主

総会終結時の要支給額を退任時に支給することを決議

しております。

(2) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく

事業年度末所要額を計上しておりましたが、平成18年

６月20日開催の定時株主総会終結時をもって、役員退

職慰労金制度を廃止いたしました。

事業年度末の役員退職慰労引当金残高は、役員退職

慰労金制度適用期間中から在任している役員に対する

支給見込額であります。
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前事業年度
（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

(3) 関係会社事業損失引当金

関係会社の事業の損失に備えるため、関係会社に対

する投資金額を超えて負担することとなる損失見込額

を計上しております。

なお、当事業年度末における残高はありません。

４．のれんの償却に関する事項

のれんの償却については、投資効果の発現する期間を

合理的に見積り、その見積期間に応じて均等償却してお

ります。

ただし、金額的に重要性がないものについては発生時

に一括償却しております。 

なお、当事業年度末における残高はありません。

５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 　(1) 連結納税制度の適用

当事業年度から連結納税制度を適用しております。

　なお、上記有価証券の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却の方法、引当金の計上基準、のれんの償却に関する

事項及びその他財務諸表作成のための基本となる重要な事項以外は、最近の有価証券報告書（平成19年６月21日提出）に

おける記載から重要な変更がないため開示を省略しております。
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第５号  平成17年12月

９日）及び「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」（企業会計基準適用指針第８号  

平成17年12月９日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は18,763百万円

であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部に

ついては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。

前事業年度まで損益計算書において、営業外収益に計上

していた倉庫受託収入及び販売費及び一般管理費に計上し

ていた倉庫受託に関する費用は、当事業年度より売上高及

び売上原価として処理する方法に変更しております。

倉庫受託収入につきましては、新規事業からの撤退に伴

う事業の再構築及び経営者の交代による経営方針の変更に

より、倉庫受託に係る事業を主たる営業の一つとして捉え

ることとなったために行ったものであります。また、倉庫

受託に関する費用につきましては、原価管理システムの改

善に伴い、当該費用の把握が可能となったため、費用収益

対応関係の明確化を図るために行ったものであります。

この変更により、従来の方法に比べ、売上高は372百万

円、売上総利益は143百万円、営業利益は372百万円増加し

ていますが、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響

はありません。

２．企業結合に係る会計基準

　当事業年度より、「企業結合に係る会計基準」（企業

会計審議会  平成15年10月31日）及び「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会

計基準適用指針第10号  平成18年12月22日）を適用して

おります。

　これにより、特別利益として抱合せ株式消滅差益548

百万円計上しております。
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個別財務諸表に関する注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

　１　偶発債務

関係会社の銀行等借入金の保証

　１　偶発債務

関係会社の銀行借入金の保証

㈱ムトウクレジット 1,800百万円

関係会社の預り金に対する保証  

㈱ミック 2百万円

従業員持家融資制度に基づく当社

及び関係会社従業員の銀行借入金

の保証

12百万円

偶発債務合計 1,815百万円

㈱ムトウクレジット    1,500百万円

関係会社の預り金に対する保証  

㈱ミック  3百万円

従業員持家融資制度に基づく当社

及び関係会社従業員の銀行借入金

の保証

  11百万円

偶発債務合計    1,515百万円

※２　事業年度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、当事業

年度末日は金融機関の休日であったため、次の事業年

度末日満期手形が、事業年度末残高に含まれておりま

す。

　受取手形              　　　　　　   1百万円

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

※１　他勘定振替高の主な内訳は、次のとおりであります。※１　他勘定振替高の主な内訳は、次のとおりであります。

貯蔵品への振替額 177百万円

事業撤退損失への振替額 135百万円

雑損失への振替額  2百万円

※２　関係会社との取引に係る注記 ※２　関係会社との取引に係る注記

受取利息 76百万円

不動産賃貸料 20百万円

受取利息 68百万円

※３　固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

土地 702百万円

建物 44百万円

その他 1百万円

計 747百万円

※４　固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※４　固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物 41百万円

工具器具及び備品 2百万円

構築物 0百万円

計 44百万円

建物   2百万円

車両及び運搬具  0百万円

計  3百万円
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前事業年度
（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

※５　減損損失

　当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。

※５　減損損失

　当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類

静岡県浜松市
事業用資産
・駐車場

建物・土地等

場所 用途 種類

静岡県磐田市 賃貸用資産 建物・構築物等

　当社は、減損損失の算定に当たって、事業の種類別

セグメント単位に、投資の意思決定を行う事業を基礎

として資産のグルーピングを行っておりますが、賃貸

用資産として利用している資産については、物件毎に

一つの資産グループとしております。

　通信販売事業のうち、新規開発事業からの撤退によ

り、資産の処分に関する意思決定を行った資産グルー

プ及び資産グループの効率的運用を目的として売却し

た土地について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失（56百万円）として計上してお

ります。なお、新規開発事業からの撤退に伴う減損損

失（36百万円）については、事業撤退損失に含めて表

示しております。

　減損損失の内訳は、建物31百万円、土地20百万円及

び工具器具及び備品5百万円であります。

　なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価

額により算定しており、土地については不動産鑑定評

価額に基づいて評価し、建物等については零として評

価しております。

　当社は、減損損失の算定に当たって、事業の種類別

セグメント単位に、投資の意思決定を行う事業を基礎

として資産のグルーピングを行っておりますが、賃貸

用資産として利用している資産については、物件毎に

一つの資産グループとしております。

　通信販売事業のうち、資産の建替えに関する意思決

定を行った資産グループについては翌事業年度におい

て解体予定であり、当該減少額を減損損失（60百万

円）として特別損失に計上しております。

　減損損失の内訳は、建物58百万円、構築物1百万円

及び工具器具及び備品0百万円であります。

　なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価

額により算定しており、零として評価しております。

※６　事業撤退損失の内訳は、次のとおりであります。

商品特別評価損 106百万円

貸倒引当金繰入額 49百万円

減損損失 36百万円

その他 90百万円

計 283百万円
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末
株式数（千株）

当事業年度増加
株式数（千株）

当事業年度減少
株式数（千株）

当事業年度末
株式数（千株）

普通株式　（注） 1,225 1 1,000 226

合計 1,225 1 1,000 226

（注）普通株式の自己株式の増加1千株は、単元未満株式の買取りによるものであり、減少1,000千株は、自己株式の処分

によるものであります。

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末
株式数（千株）

当事業年度増加
株式数（千株）

当事業年度減少
株式数（千株）

当事業年度末
株式数（千株）

普通株式　（注） 226 527 － 753

合計 226 527 － 753

（注）普通株式の自己株式の増加527千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加525千株、単元未満株式の買

取りによる増加1千株であります。

（リース取引関係）

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（有価証券関係）

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（税効果会計関係）

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 661円98銭

１株当たり当期純利益 30円74銭

１株当たり純資産額 680円22銭

１株当たり当期純利益 37円23銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式がないため記載しておりません。

同左

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

前事業年度末
（平成19年３月31日）

当事業年度末
（平成20年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 18,763 18,921

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － －

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 18,763 18,921

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（千株）
28,344 27,817

 ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当期純利益（百万円） 799 1,053

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 799 1,053

期中平均株式数（千株） 25,998 28,293
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（重要な後発事象）

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．特別転進支援措置実施について

当社は、事業構造の改革や事業環境変化への迅速対応を基本方針として、業務効率の改善やコスト削減に努めて

まいりました。しかしながら、将来の内外の経営環境を予測すると、現状の改善レベルでは、マーケットの期待水

準を上回る経営成績の達成は非常に困難であると判断したため、当社取締役会は、抜本的な経営改革の断行が急務

であると判断し、特別転進支援措置を実施することといたしました。

なお、詳細につきましては、連結財務諸表（重要な後発事象）に記載のとおりであります。

２．物流業務委託に関する基本合意について

当社は、当社物流業務を委託することを目的として、株式会社ハマキョウレックス（本社：浜松市南区寺脇町、

代表取締役社長：大須賀正孝、以下「ハマキョウレックス」という。）と物流業務委託に関する基本合意を締結い

たしました。

なお、詳細につきましては、連結財務諸表（重要な後発事象）に記載のとおりであります。

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．会社分割について 

当社は、平成19年12月26日開催の取締役会決議に基づき、平成20年４月１日を効力発生日として、当社の通販ソ

リューション事業を会社分割（簡易吸収分割）により、100％子会社である株式会社ミック（同日付をもって株式会

社ムトウマーケティングサポートに商号変更しております。）に承継いたしました。

(1) 吸収分割の目的

　通販市場における通販ソリューション事業は、今後成長が見込める分野であり、当社では当事業年度に策定し

た中期経営計画において、通販ソリューション事業を通販事業・生協事業に次ぐ第三の柱にすべく重要な事業と

位置づけております。

　今回の会社分割は、当社と当社の100％子会社である株式会社ミックの通販ソリューション事業の運営主体を一

体化することで、当該業務の一層の強化・拡大を図り、事業効率の向上を目的に実施するものです。　 

(2) 吸収分割の方法、吸収分割会社に係る割当ての内容及びその他の吸収分割契約の内容

①　分割の日程（簡易分割）　　　　　

 　　　　　 分割決定取締役会      平成19年12月26日

 　　　　　 分割決議取締役会　　　平成20年１月25日

 　　　　　 分割契約締結　　　　　平成20年１月25日

 　　　　　 分割承認株主総会　　　会社法第７８４条第３項の規定により、開催しません。

 　　　　　 分割効力発生日　　　　平成20年４月１日

②　分割形式　　　　　　

 　　　　 当社を分割会社とし、株式会社ミックを承継会社とする分社型簡易吸収分割です。

③　分割に係る割当ての内容　　　　　　

 　　　　　 本簡易吸収分割は、株式の交付に代え、現金を交付することとし、その全額を当社に交付いたします。

④　分割により減少する資本金等　　　　　　

 　　　　　 該当事項はありません。

⑤　分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い　　　　　　

 　　　　　 該当事項はありません。　　　　

⑥　承継会社が承継する権利義務　　　　　　

 　　　　　 承継会社は、通販ソリューション事業に必要とする資産・権利義務（労働契約を除く）を承継いたします。

ただし、負債については承継いたしません。

⑦　債権履行の見込み　　　　　　

 　　　　　 当社及び承継会社は、負担すべき債務の履行の確実性には問題がないものと判断しております。

(3) 会計処理の概要

 　　　　 「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等

会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成17年12月27日）を適用し、共通支配下の取引

として会計処理を行いました。
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２．自己株式の取得について

　当社は、平成20年１月10日開催の取締役会の決議に基づき、平成20年４月に自己株式の取得を行いました。

なお、詳細につきましては、連結財務諸表（重要な後発事象）に記載のとおりであります。
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６．その他
役員の異動

　１．新任取締役候補者

　　　平成20年６月13日開催の定時株主総会において次のとおり選任の予定

　取締役　　　　　　　　　松枝仁志（現　株式会社ムトウクレジット取締役社長）

       　   　※　松枝仁志は、株式会社ムトウクレジット取締役社長に再任予定

 

　２．新任監査役候補者

　　　平成20年６月13日開催の定時株主総会において次のとおり選任の予定

　社外監査役　　　　　　　西川佳孝（現　フジ都市開発株式会社社外監査役）

 

　３．補欠監査役候補者

　　　平成20年６月13日開催の定時株主総会において次のとおり選任の予定

　　　　　　　補欠監査役　　　　　　　立川一郎（現　株式会社ミダックホールディングス社外監査役）

 

　４．取締役常務執行役員への昇格予定者　　

 　       平成20年６月13日開催の定時株主総会終結後の取締役会において次のとおり選任の予定

　取締役常務執行役員　　　長田隆利（現　取締役執行役員経営企画部長）

 

　５．退任予定監査役

　　　平成20年６月13日開催の定時株主総会の終結の時をもって退任の予定

　現　常勤監査役　　　　　山下由實

　現　社外監査役　　　　　伊藤鋭一

 

　６．辞任予定監査役

　　　平成20年６月13日開催の定時株主総会の終結の時をもって辞任の予定

　現　社外監査役　　　　　後藤光明
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