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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 1,138 ― △84 ― △61 ― △97 ―

20年3月期第1四半期 1,115 △31.4 △153 ― △131 ― △74 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 △12.48 ―

20年3月期第1四半期 △9.52 ―

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

21年3月期第1四半期 11,337 6,865 59.2 863.83
20年3月期 11,978 7,008 57.6 879.25

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  6,716百万円 20年3月期  6,905百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 20.00 20.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 20.00 20.00

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 4,127 9.6 0 △99.6 31 △73.4 0 △98.3 0.09
通期 10,575 13.1 484 38.7 543 27.9 288 46.7 37.09

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注)詳細は、２ページ「定性的情報・財務諸表等」４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載している業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものです。実際の業績は、様々な要素により、これらの業績予想とは大きく異
なる結果となり得ることをご承知おきください。 
２．業績予想(平成20年５月19日発表)の見直しは行っておりません。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準摘要指針第
14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  8,320,320株 20年3月期  8,320,320株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  544,815株 20年3月期  532,581株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  536,272株 20年3月期第1四半期  473,551株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　 当第１四半期におけるわが国経済は、原油高、原材料高に伴うコスト増加を主因として、企業収益は急速に落ち

 込むとともに、景況感も大幅に悪化するなど厳しい情勢でありました。

　 このような状況下、当社グループでは、国内外での積極的な宣伝活動・販売促進活動の展開により、更なる受注

 の拡大に努めてまいりましたが、当社グループの売上・利益は年度の下半期に集中する季節要因があるため、当第

 １四半期においても各段階損益は損失計上となりました。

   当第１四半期の売上高は、1,138百万円(前年同期比2.0%増)と微増となりましたが、利益面では売上原価、販売費

 及び一般管理の圧縮に努め、営業損失84百万円(前年同期は153百万円の損失計上)、経常損失61百万円(前年同期は

 131百万円の損失計上)と利益率は改善いたしました。しかしながら、当連結会計年度から税制適格年金制度を確定

 給付型年金制度に移行したことに伴い、過去勤務債務を約68百万円積み増し、これを特別損失に計上いたしました

 ことなどにより、四半期純損失につきましては、97百万円(前年同期は74百万円の損失計上)となりました。

  各事業別の概況は以下のとおりであります。

　（１）産業用機械事業

　　当第１四半期における産業用機械事業は、部門売上全体では997百万円(前年同期比4.0%増)となりました。この

　うち充填機が売上高341百万円 (前年同期比457.1%増)、改造・調整・修理部品が売上高226百万円 (同31.3%増)、

　部品が売上高210百万円 (同23.5%増)と好調に推移いたしましたが、他の品目につきましては、包装機の売上96百

　万円(同76.2%減)の減少等が影響して全体としては 前年同期比では微増となっております。

  （２）工業用ダイヤモンド事業

　　工業用ダイヤモンド事業は、売上高117百万円(前年同期比10.5%減)となりました。内訳では、人造ダイヤ63百万

　円(同4.8%減)、原石41百万円(同18.2%減)、パウダー12百万円(同7.4%減)となっております。

　（３）その他事業

　　その他事業は、主に坐薬用包装資の売上で22百万円(同8.5%減)でありました。  

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比283百万円減少し、11,337百万円となりました。こ

 れは、主に現預金、受取手形及び売掛金の減少によるものであります。また、負債につきましては、前受金が前連

 結会計年度末比306百万円増加しましたが、主として支払手形及び買掛金の減少により負債合計では、同比96百万円

 減少し、4,472百万円となりました。純資産合計額は、6,865百万円となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　 今後の見通しにつきましては、国内の景気は企業収益の低迷や個人消費の弱含み推移など、引き続き厳しい環境

　であり、また米国経済の動向や原油価格及び原材料価格の高騰懸念など予断を許さない状況にあります。

　　また、当業界を取り巻く環境についても、医薬品メーカーの再編加速に加えて仕入価格の上昇や為替変動リスク

　などの様々な外的要因が業績に影響を及ぼすことも予想されます。

　　当社グループでは、従来にもましてコスト管理を徹底するとともに、新たな収益機会の獲得に向けてグループ全

　社を挙げて営業活動を推進してまいります。

　　なお、業績予想(平成20年５月19日発表)の見直しは行っておりません。 

 

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）

　該当事項はありません。 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①簡便な会計処理

　減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、事業年度に係る減価償却費の

額を期間按分して算定しております。

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　該当事項はありません。
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（３）四半期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

　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,676,760 2,084,527

受取手形及び売掛金 3,144,737 3,526,265

有価証券 374,280 290,941

商品及び製品 69,558 71,375

原材料 68,317 69,974

仕掛品 1,203,890 806,983

前渡金 596,116 584,654

繰延税金資産 154,362 136,802

その他 133,874 85,082

貸倒引当金 △965 △652

流動資産合計 7,420,931 7,655,955

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 259,612 263,972

土地 335,780 335,780

その他（純額） 65,638 78,031

有形固定資産合計 661,032 677,784

無形固定資産   

無形固定資産合計 19,504 20,009

投資その他の資産   

投資有価証券 2,041,001 1,943,149

長期貸付金 56,377 53,551

繰延税金資産 247,958 281,282

長期預金 600,000 701,500

その他 292,339 290,077

貸倒引当金 △1,196 △1,993

投資その他の資産合計 3,236,481 3,267,567

固定資産合計 3,917,018 3,965,362

資産合計 11,337,949 11,621,317
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,230,739 2,636,936

短期借入金 98,000 105,000

未払法人税等 4,698 50,581

前受金 820,095 513,771

賞与引当金 55,050 100,517

役員賞与引当金 850 15,400

その他 255,873 204,041

流動負債合計 3,465,307 3,626,247

固定負債   

退職給付引当金 385,662 320,290

役員退職慰労引当金 52,568 51,375

長期未払金 536,567 536,567

負ののれん 32,158 34,302

固定負債合計 1,006,957 942,536

負債合計 4,472,265 4,568,784

純資産の部   

株主資本   

資本金 669,700 669,700

資本剰余金 695,975 695,975

利益剰余金 5,509,809 5,762,720

自己株式 △356,376 △350,060

株主資本合計 6,519,108 6,778,334

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 190,200 130,702

繰延ヘッジ損益 7,434 △3,725

評価・換算差額等合計 197,634 126,976

少数株主持分 148,940 147,220

純資産合計 6,865,683 7,052,532

負債純資産合計 11,337,949 11,621,317

（株）ミューチュアル（2773）平成21年３月期　第１四半期決算短信



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 1,138,051

売上原価 850,881

売上総利益 287,170

販売費及び一般管理費 371,834

営業損失（△） △84,663

営業外収益  

受取利息 10,374

受取配当金 10,718

負ののれん償却額 2,143

その他 1,881

営業外収益合計 25,118

営業外費用  

支払利息 319

為替差損 905

投資有価証券評価損 505

その他 407

営業外費用合計 2,137

経常損失（△） △61,682

特別利益  

役員賞与引当金取崩額 12,000

その他 41

特別利益合計 12,041

特別損失  

退職給付制度改定損 68,522

その他 104

特別損失合計 68,627

税金等調整前四半期純損失（△） △118,268

法人税、住民税及び事業税 5,540

法人税等調整額 △33,140

少数株主利益 6,488

四半期純損失（△） △97,155
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６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損失（△） △118,268

減価償却費 10,434

負ののれん償却額 △2,143

貸倒引当金の増減額（△は減少） △483

賞与引当金の増減額（△は減少） △45,466

退職給付引当金の増減額（△は減少） 65,371

受取利息及び受取配当金 △21,093

支払利息 319

売上債権の増減額（△は増加） 381,528

前受金の増減額（△は減少） 306,324

たな卸資産の増減額（△は増加） △393,432

仕入債務の増減額（△は減少） △406,197

前渡金の増減額（△は増加） △11,461

その他 △13,087

小計 △247,656

利息及び配当金の受取額 22,284

利息の支払額 △319

法人税等の支払額 △49,996

営業活動によるキャッシュ・フロー △275,687

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 △58,100

定期預金の払戻による収入 68,000

有価証券の償還による収入 22,726

有形固定資産の取得による支出 △10,397

有形固定資産の売却による収入 10,397

投資有価証券の取得による支出 △101,764

その他 △6,038

投資活動によるキャッシュ・フロー △75,176

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） △7,000

自己株式の取得による支出 △6,385

配当金の支払額 △129,767

少数株主への配当金の支払額 △5,350

財務活動によるキャッシュ・フロー △148,503

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △499,367

現金及び現金同等物の期首残高 1,900,627

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,401,260
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（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。
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（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　当第１四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 
産業用機械

事業
（千円）

工業用ダイヤ
モンド事業
（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高       

（１）外部顧客に対する売上高 997,650 117,834 22,566 1,138,051 － 1,138,051

（２）セグメント間の内部売上

高又は振替高
147,907 － 18,742 166,650 (166,650) －

計 1,145,557 117,834 41,309 1,304,702 (166,650) 1,138,051

営業利益または営業損失(△) 5,960 13,471 △859 18,571 (103,235) △84,663

（注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によるものであります。 　　 

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

産業用機械事業 製剤機、充填機、包装機、検査装置等

工業用ダイヤモンド事

業
人造ダイヤ、原石、パウダー等

その他事業 坐薬用包装資材等

 

ｂ．所在地別セグメント情報

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、所在地別セグメント情報の記載

  をしておりません。

 

ｃ．海外売上高

　当第１四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

北米 アジア 欧州 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 57 92,548 － 92,605

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 1,138,051

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占

める割合（％）
0.0 8.1 － 8.1

　（注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。

　　　　２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

　　　　３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

 　　　　 (1）北　米…………米国、カナダ、プエルトリコ

          (2）アジア…………香港、中国、韓国、台湾、中近東・ASEAN諸国

          (3）欧　州…………EU諸国

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。

（株）ミューチュアル（2773）平成21年３月期　第１四半期決算短信



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成19年６月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 1,115,768

Ⅱ　売上原価 900,290

売上総利益 215,477

Ⅲ　販売費及び一般管理費 368,530

営業利益
(又は営業損失△)

△153,052

Ⅳ　営業外収益 22,812

Ⅴ　営業外費用 1,157

経常利益
(又は経常損失△)

△131,397

Ⅵ　特別利益 112

Ⅶ　特別損失 －

税金等調整前四半期純利益
(又は税金等調整前四半期純
損失△)

△131,285

税金費用 △50,903

少数株主利益
(又は少数株主損失△)

△5,649

四半期純利益
(又は四半期純損失△)

△74,731

（株）ミューチュアル（2773）平成21年３月期　第１四半期決算短信
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