
平成21年3月期 第3四半期決算短信 
平成21年1月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ムトウ 上場取引所 東 
コード番号 8005 URL http://www.mutow.com/
代表者 （役職名） 取締役社長 （氏名） 堀田 守
問合せ先責任者 （役職名） 取締役常務執行役員経営企画部長 （氏名） 長田 隆利 TEL 053-464-1114
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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 45,306 ― 2,529 ― 2,773 ― 1,752 ―
20年3月期第3四半期 43,123 9.2 2,170 695.4 2,403 216.7 1,282 110.8

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3四半期 63.96 ―
20年3月期第3四半期 45.25 ―

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3四半期 52,100 21,957 42.1 803.09
20年3月期 46,717 21,002 44.9 754.90

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  21,957百万円 20年3月期  20,999百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
21年3月期 ― 5.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 5.00 10.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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

通期 60,000 4.2 1,700 △24.6 2,000 △21.5 △1,000 ― △36.50

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、４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） 

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

(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．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。
なお、上記予想に関する事項は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２．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。なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務
諸表規則を適用しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  28,570,650株 20年3月期  28,570,650株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,229,415株 20年3月期  753,438株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  27,395,708株 20年3月期第3四半期  28,343,614株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、米国金融不安を発端とした株式市場の低迷、円高による輸出

の減速、原油などエネルギー・原材料価格の乱高下、世界経済の成長鈍化などから、消費者心理は悪化し、景気後退

局面に入りつつあります。  

一方、小売業界におきましては、雇用調整などにより個人所得の減少が見込まれ、消費者の生活防衛意識は高ま

り、百貨店や量販店をはじめとして全般的に苦戦を強いられております。また通信販売業界におきましてはカタログ

用紙代の値上げ要請による顕著なコスト増が発生し、企業間・業態間の競争も引き続き激化していることなどによ

り、依然として非常に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、当期を「破壊と創造」を基本方針とする中期経営計画の２年目

として、安定成長に向けた基盤づくりの年と位置づけております。前期に実施したコスト低減策による事業構造改革

の成果をベースとした、更なる効率経営を推進するとともに、売上成長・顧客数獲得のために新たなビジネスモデル

の構築に向けた各種施策に積極的に取り組んでまいりました。平成20年８月に、商品企画力の向上及びインターネッ

ト戦略の強化等を目的として、東京支店を開設するとともに、倉庫の増築及び新築工事に着工するなど、事業拡大に

向けた基盤づくりにも取り組んでまいりました。   

当第３四半期連結累計期間の連結売上高は４５３億６百万円（前年同期比５．１％増）、連結営業利益は２５億２

９百万円（同１６．５％増）、連結経常利益は２７億７３百万円（同１５．４％増）、連結四半期純利益は１７億５

２百万円（同３６．６％増）となりました。 

なお、前年同期比は参考として記載しております。 

  

（事業の種類別セグメントの状況） 

第１四半期連結会計期間から事業の種類別セグメントの名称及び区分を変更しております。従来、「通信販売事

業」「金融事業」「情報処理事業」と表示しておりましたが、これらのうち「情報処理事業」につきましては、その

名称を「ソリューション事業」に変更いたしました。これは、平成20年４月１日付をもって株式会社ムトウで営んで

おりました通販ソリューションに係る事業を株式会社ムトウマーケティングサポート（旧社名 株式会社ミック）に

分割承継したことに伴い、従来のシステム開発に係る事業等を通販ソリューションを実施するための機能とする等の

事業再編を行ったためであります。 

なお、セグメント別の売上高は連結相殺消去後、営業利益は連結相殺消去前の数値を記載しており、前年同期比較

にあたっては、前年同期を変更後の事業区分に組み替えております。  

（１）通信販売事業 

カタログ販売におきましては、主力の「Ｒａｐｔｙ（ラプティ）」をはじめとした既存の基幹カタログにおい

て、マーケットトレンドを捉えた商品企画力の向上や売り場提案力の強化に取り組んでまいりました。また、事

業の拡大と事業基盤の安定化を図るため、平成20年３月に、Ｆ２層顧客に対し、アパレル商材中心の「ｒａｒａ

ｎｔ（ララント）」、同年４月に、Ｆ１層顧客に対し、雑貨商材中心の「ＲｄＥＣＯ（アールデコ）」カタログ

を創刊いたしました。更に、お客様の購買行動の変化に対応し、気候変化によるリスクを回避するため、秋号か

ら実需期に合わせたカタログ配布スケジュールに変更しております。 

インターネット販売におきましては、同年３月オープンの「ロマンティックプリンセス（姫系）」、大きいサ

イズ専門の「ｍｉｃｏｓｕｐｅｒ（ミコスーパー）」サイトに続き、同年４月に「ミエルクリシュナ」、同年５

月に「ハニーズ」サイトをオープンし、カタログを介在しないインターネット独自商品の拡充を図り、ネットｔ

ｏネット事業を本格的にスタートさせております。また、携帯サイトにおきましては、これまでの「ムトウ Ｏ

ｎ―ｌｉｎｅ Ｓｈｏｐ」に次いで「ｍｉｃｏｓｕｐｅｒ」サイトが携帯電話各社の公式サイトとして認定を受

け、運営を開始しております。更に、カタログ掲載商品の販売におけるカタログｔｏネット事業におきまして

も、インターネットの機動力を活かした販促を行うとともに、お客様がより利用しやすいサイト環境の改善にも

取り組んでまいりました。これらの施策により、会員数・売上高ともに順調に拡大しております。 

生協販売におきましては、カタログページ数及び投入媒体を増加し、売場の拡大を図ることで、更なる売上拡

大を推し進めてまいりました。また、商品調達における直貿比率を高めるとともに、在庫の効率的な処分に努め

ることにより収益構造の改善にも取り組んでまいりました。これらの施策により、順調に売上成長を続けており

ます。 

以上の結果、売上高は３９６億７７百万円（前年同期比５．９％増）となり、営業利益は１６億９８百万円

（同６．６％増）となりました。  

【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 
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（２）ソリューション事業 

ソリューション事業におきましては、当社の通販ソリューションに係る事業を株式会社ムトウマーケティング

サポートに分割承継したことに伴い、従来の情報処理事業の枠にとどまらず、総合的なマーケティング支援事業

を展開すべく、通信販売に係るフルフィルメント、プロモーション、システム等のサポートを実施する営業メニ

ューの拡充を図り、新たなクライアント企業の開拓等を推進してまいりました。平成20年６月にブログのポータ

ルサイトとしてリニューアルオープンした「ここぷり」サイトにおきましては、月間１００万ページビューを超

え、ＥＣ広告事業基盤が整ってまいりました。また、収益の拡大に向けたプロジェクト管理体制の強化にも引き

続き取り組んでおります。 

以上の結果、売上高は４３億５９百万円（前年同期比２．５％増）、営業利益は３億１８百万円（同３８．

２％増）となりました。  

（３）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、既存加盟店との関係強化などに努め、

事業の拡大を図ってまいりました。また、平成19年８月末をもって、融資業における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。 

以上の結果、取扱高は７０億８０百万円（前年同期比３．２％増）、営業収益は１２億６９百万円（同９．

４％減）となり、営業利益は３億２百万円（同１５．７％増）となりました。  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期末の資産合計は、営業貸付金が減少しましたが、受取手形及び売掛金、有価証券、及び商品が増加し

たことや、倉庫建設に伴う資産を建設仮勘定として計上したことなどにより、前連結会計年度末に比べ５３億８２百

万円増加し、５２１億円となりました。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ４４億２７百万円増加し、３０１億４２百万円となりました。この主な要因

は、中期的な投資計画に基づく運転資金を確保するための長期借入金、並びに支払手形及び買掛金、繰越欠損金の解

消に伴う未払法人税等の増加などによるものであります。 

純資産合計は、利益剰余金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ９億５４百万円増加し、２１９億５７百万

円となりました。 

以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の４４．９％から２．８ポイント減少し、４２．１％となりまし

た。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）は、投資活動による資金が

１２億４０百万円減少しましたが、営業活動による資金が１７億４９百万円増加するとともに、財務活動による資金

が１７億３９百万円増加したことにより、前連結会計年度末に比べ２２億４７百万円増加し７７億２２百万円となり

ました。 

（１）営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動により獲得した資金は、たな卸資産の増加や営業債権の増加などがありましたが、税金等調整前四半

期純利益２７億６２百万円の獲得などにより、１７億４９百万円（前年同期は１億５５百万円の獲得）となりま

した。 

（２）投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果使用した資金は、倉庫建設に伴う手付金の支払などにより１２億４０百万円（前年同期は３１

百万円の使用）となりました。 

（３）財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動により獲得した資金は、短期借入金の返済による支出の一方、長期借入金３０億円の調達などにより

１７億３９百万円（前年同期は１２億５８百万円の使用）となりました。 
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今後の経済の見通しにつきましては、急激な世界経済の減速による企業収益の悪化により、個人所得の減少懸念や

株安等の影響から消費者心理は冷え込み、小売業界におきましては業態を超えた厳しい商況が続くものと思われま

す。当社グループにおきましても、個人消費のさらなる落ち込みが予想されることから、事業環境が一段と厳しさを

増しております。 

このようななか、当社グループは、確定給付型の退職給付制度として「ムトウ企業年金基金」を設けております

が、平成20年11月20日に公表のとおり、これまでの確定給付型年金制度から、確定拠出型年金制度への移行を検討し

てまいりました。 

当社の企業年金基金は、経済環境・運用環境の悪化に伴い年金資産が大幅に減少し、積立不足額がさらに増加して

います。また一方で、現役従業員である加入者が減少し、受給者や待期者が増加しており、このままでは、基金の継

続が困難となるばかりか、企業業績にも大きく影響することが予想されます。このため、退職給付制度を抜本的に見

直し、企業の退職給付費用を平準化することで将来にわたって継続可能な制度を導入することが急務と考えるに至り

ました。その手続きとして「ムトウ企業年金基金」を解散し、新たな退職給付制度として確定拠出年金制度及び退職

一時金制度の二本立ての制度を導入することとしました。なお、移行については、厚生労働省に同基金の解散認可申

請及び確定拠出年金規約の承認申請を行っており、同省からの承認を得ることを前提としております。  

「ムトウ企業年金基金」の解散及び新制度への移行に伴い、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業

会計基準適用指針第１号）を適用する予定であります。平成21年３月期の連結損益計算書において約３０億円、損益

計算書において約１６億円を特別損失に計上する見込みであり、平成20年10月31日に公表しました連結通期業績予想

を修正することといたしました。 

通期の連結業績予想数値としましては、連結売上高６００億円（前年同期比４．２％増）、連結営業利益１７億円

（同２４．６％減）、連結経常利益２０億円（同２１．５％減）、連結当期純損失１０億円（前年同期は連結当期純

利益１１億８４百万円）を見込んでおります。 

  

該当事項はありません。  

  

① 棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度に係る実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

② 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

（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 

（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 

① 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。 

なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内

閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連

結財務諸表規則を適用しております。 

② 棚卸資産の評価に関する会計基準 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として先入先出法による原価法によっておりま

したが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年

７月５日）が適用されたことに伴い、主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。また、これに伴い、従来、カタログ商品の旧型化

損失に備えるため見積計上しておりました商品調整引当金の計上を廃止いたしました。 

この変更により、従来の方法に比べ、当第３四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益、経常利益及び税

金等調整前四半期純利益は、それぞれ73百万円減少しております。 

なお、セグメントに与える影響は「５．四半期連結財務諸表（５）セグメント情報」に記載しております。
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③ リース取引に関する会計基準 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によ

っております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。 

これに伴う当第３四半期連結累計期間の損益への影響はありません。 

④ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

これに伴う当第３四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。 
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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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 6,224 5,475

受取手形及び売掛金 24,685 23,104

営業貸付金 1,813 2,544

有価証券 1,598 50

商品 4,645 3,681

商品調整引当金 － △308

その他 3,169 3,117

貸倒引当金 △629 △762

流動資産合計 41,507 36,903

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,443 2,539

土地 4,768 4,768

その他（純額） 1,325 135

有形固定資産合計 8,538 7,443

無形固定資産 35 43

投資その他の資産   

その他 2,184 2,449

貸倒引当金 △165 △121

投資その他の資産合計 2,018 2,327

固定資産合計 10,592 9,814

資産合計 52,100 46,717

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,386 9,451

短期借入金 500 700

未払金 3,046 3,143

未払法人税等 806 81

賞与引当金 113 301

その他の引当金 141 152

その他 3,345 2,827

流動負債合計 18,339 16,659

固定負債   

長期借入金 10,600 8,100

退職給付引当金 379 234

その他の引当金 166 164

その他 656 557

固定負債合計 11,802 9,055

負債合計 30,142 25,715
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,978 4,978

資本剰余金 6,388 6,388

利益剰余金 10,906 9,429

自己株式 △697 △415

株主資本合計 21,575 20,381

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 460 653

繰延ヘッジ損益 △81 △38

為替換算調整勘定 3 3

評価・換算差額等合計 381 618

少数株主持分 － 3

純資産合計 21,957 21,002

負債純資産合計 52,100 46,717
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 45,306

売上原価 26,271

売上総利益 19,035

販売費及び一般管理費  

運賃諸掛 2,712

広告宣伝費 8,706

貸倒引当金繰入額 171

給料及び手当 1,728

賞与引当金繰入額 102

退職給付費用 391

その他 2,693

販売費及び一般管理費合計 16,506

営業利益 2,529

営業外収益  

受取利息 16

不動産賃貸料 59

その他 201

営業外収益合計 277

営業外費用  

支払利息 22

その他 9

営業外費用合計 32

経常利益 2,773

特別利益  

償却債権取立益 4

賞与引当金戻入額 15

特別利益合計 19

特別損失  

固定資産除却損 6

投資有価証券評価損 24

特別損失合計 31

税金等調整前四半期純利益 2,762

法人税、住民税及び事業税 837

法人税等調整額 173

法人税等合計 1,011

少数株主損失（△） △0

四半期純利益 1,752
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 2,762

減価償却費 192

貸倒引当金の増減額（△は減少） △89

商品調整引当金の増減額（△は減少） △308

賞与引当金の増減額（△は減少） △188

退職給付引当金の増減額（△は減少） 145

その他の引当金の増減額（△は減少） △9

受取利息及び受取配当金 △40

支払利息 113

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 24

固定資産除売却損益（△は益） 7

営業債権の増減額（△は増加） △848

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,207

その他の流動資産の増減額（△は増加） △69

仕入債務の増減額（△は減少） 253

その他の流動負債の増減額（△は減少） 981

その他 127

小計 1,846

利息及び配当金の受取額 48

利息の支払額 △104

法人税等の支払額 △106

法人税等の還付額 65

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,749

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 △1,232

投資有価証券の取得による支出 △0

その他 △7

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,240

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 100

短期借入金の返済による支出 △800

長期借入れによる収入 3,000

自己株式の取得による支出 △281

配当金の支払額 △274

その他 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,739

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,247

現金及び現金同等物の期首残高 5,475

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,722
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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。 

なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府

令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表

規則を適用しております。 

  

該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

（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）ソリューション事業 通信販売事業者及びＥＣ事業者向けのプロモーション支援、フルフィルメント支援

及びシステム構築支援等の通信販売代行業 

（3）金融事業      割賦債権買取業 

（事業区分の方法の変更） 

事業区分の方法については、従来、通信販売事業、金融事業、情報処理事業としておりましたが、第１四半

期連結会計期間より通信販売事業、ソリューション事業、金融事業に変更しております。 

中期経営計画において、通販ソリューション事業を重要な事業と位置付け、当社が営んでいた通販ソリュー

ション事業を㈱ムトウマーケティングサポートに分割承継いたしました。これに伴い、情報処理事業の名称を

ソリューション事業に変更し、通信販売事業に含めていた通販ソリューション事業を、ソリューション事業に

含めて表示しております。 

この変更により、従来の方法に比べ、当第３四半期連結累計期間の通信販売事業の売上高は2,165百万円（う

ち外部顧客に対する売上高は2,165百万円）、営業利益は138百万円減少しております。ソリューション事業の

売上高は2,159百万円（うち外部顧客に対する売上高は2,165百万円）、営業利益は138百万円増加しておりま

す。消去又は全社の売上高は5百万円増加しております。 

３．会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「４．その他（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②棚卸資産の

評価に関する会計基準」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用しております。また、これに伴い、商品調整引当金の計上

を廃止しております。 

この変更により、従来の方法に比べ、当第３四半期連結累計期間の通信販売事業の営業利益は73百万円減少

しております。 

  

  
通信販売 
事業 

（百万円） 

ソリューシ
ョン事業 
（百万円） 

金融事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高             

（1）外部顧客に対する売上高  39,677  4,359  1,269  45,306 －  45,306

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 0  756  3  760  (760) － 

計  39,677  5,116  1,272  46,066  (760)  45,306

営業利益  1,698  318  302  2,319  209  2,529
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当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、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。 

   

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12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。 

   

該当事項はありません。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

（７）重要な後発事象 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

退職給付制度の改正について  

当社グループは、確定給付型の退職給付制度として「ムトウ企業年金基金」を設けておりますが、平成21年

１月30日開催の取締役会において、同基金を解散し、確定拠出年金制度及び退職一時金制度による二本立ての

退職給付制度へ移行することを決議しました。 

新制度導入の時期は、平成21年４月１日としており、厚生労働省における「ムトウ企業年金基金」の解散認

可と確定拠出年金規約の承認を前提としております。 

なお、新制度への移行にともない、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針

第１号 平成14年１月31日）を適用する予定であります。 

これにより、当連結会計年度において約3,000百万円を特別損失に計上する見込みであります。  
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  43,123

Ⅱ 売上原価  25,291

売上総利益  17,831

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１ 運賃諸掛   1,845

２ 広告宣伝費  8,321

３ 貸倒引当金繰入額  303

４ 給料及び手当  1,939

５ 賞与引当金繰入額  100

６ 退職給付費用  368

７ その他  2,782

販売費及び一般管理費合計  15,661

営業利益  2,170

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息   7

２ 不動産賃貸料  90

３ その他  167

営業外収益合計  264

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  21

２ その他  9

営業外費用合計  31

経常利益  2,403
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科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（百万円） 

Ⅵ 特別利益   

１ 償却債権取立益  5

２ 賞与引当金戻入額  101

３ その他  62

特別利益合計  169

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産除却損  5

２ 投資有価証券評価損  10

３ 特別退職金  975

４ その他  79

特別損失合計  1,070

税金等調整前四半期純利益  1,502

法人税、住民税及び事業税  57

法人税等調整額  162

少数株主損失（△）  △0

四半期純利益  1,282
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

  
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益  1,502

減価償却費  199

貸倒引当金の増減額（△は減少）  19

商品調整引当金の増減額（△は減少）  343

賞与引当金の増減額（△は減少）  △251

退職給付引当金の増減額（△は減少）  △51

その他の引当金の増減額（△は減少）    △13

受取利息及び受取配当金  △32

支払利息  109

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）  3

固定資産除売却損益（△は益）  7

営業債権の増減額（△は増加）  △1,227

たな卸資産の増減額（△は増加）  △1,605

その他流動資産の増減額（△は増加）  240

仕入債務の増減額（△は減少）  1,046

その他の流動負債の増減額（△は減少）  69

その他  103

小計  464

利息及び配当金の受取額  32

利息の支払額  △106

法人税等の支払額  △234

営業活動によるキャッシュ・フロー  155
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前年同四半期 

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円） 

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  △84

投資有価証券の取得による支出  △0

投資有価証券の売却による収入  56

その他  △2

投資活動によるキャッシュ・フロー  △31

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  100

短期借入金の返済による支出  △500

長期借入れによる収入  2,200

長期借入金の返済による支出  △2,700

自己株式の取得による支出  △0

配当金の支払額  △352

その他  △5

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,258

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  △1,133

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  5,749

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  4,616
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前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

（注）変更後の事業区分に組み替えて表示しております。 

  

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、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。 

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
通信販売 
事業 

（百万円） 

ソリューシ
ョン事業 
（百万円） 

金融事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高             

（1）外部顧客に対する売上高  37,470  4,251  1,400  43,123 －  43,123

（2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 124  756  4  885  (885) － 

計  37,594  5,008  1,405  44,008  (885)  43,123

営業利益  1,593  230  261  2,085  84  2,170

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12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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