
 
平成21年３月12日 

各  位 

  

会 社 名 ミ ラ イ ア ル 株 式 会 社 

代 表 者 名 代表取締役社長 兵部行遠 

                       （ＪＡＳＤＡＱ・コード４２３８） 

        問い合せ先 

役職・氏名 常務取締役経理部長 脇 新市 

電 話 番 号 ０３（３９８６）３７８２ 

 

「平成20年1月期 決算短信(連結)」の一部訂正について 

 

平成 20 年３月 13 日に開示いたしました「平成 20 年 1 月期 決算短信(連結)」の内容に一部誤りがあ

りましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所は下線を付しております。 

 

記 
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（有価証券関係） 

 ４.時価評価されていない主な有価証券の内容 

 

（訂正前） 
  

種類 
前連結会計年度（平成 19 年１月31 日） 当連結会計年度（平成 20 年１月 31 日） 

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

 非上場株式 10,735 9,500 

 非上場債券 9,942 － 

 外貨建ＭＭＦ 20,547 － 

 ＭＭＦ 196,732 － 

   
（訂正後） 

  

種類 
前連結会計年度（平成 19 年１月31 日） 当連結会計年度（平成 20 年１月 31 日） 

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 

（１）関係会社株式 － 5,000 

（２）その他有価証券   

 非上場株式 10,735 4,500 

 非上場債券 9,942 － 

 外貨建ＭＭＦ 20,547 － 

 ＭＭＦ 196,732 － 
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（セグメント情報） 

 a. 事業の種類別セグメント情報 

       
    （訂正前） 

     
    当連結会計年度（自 平成 19 年２月１日 至 平成 20 年１月 31 日） 

  

  

プラスチック成形

事業及び周辺事

業（千円） 

成形機事業及び周

辺事業       

（千円） 

計        

（千円） 

消去又は全

社      

  （千円） 

連結     

（千円） 

     
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 14,655,350 2,498,985 17,154,335 － 17,154,335 

 (2）セグメント間の内部売上高又は 

振替高                                    
－ 3,300 3,300 △3,300 － 

計 14,655,350 2,502,285 17,157,635 △3,300 17,154,335 

  営業費用  9,281,555 2,344,550 11,626,106 489,974 12,116,081 

  営業利益  5,373,794 157,734 5,531,528 △493,274 5,038,253 

Ⅱ．資産       

   資産  15,602,048 3,859,444 19,461,492 1,637,098 21,098,591 

   減価償却費  1,177,244 27,652 1,204,897 7,647 1,212,545 

   資本的支出  3,241,218 23,934 3,265,153 27,109 3,292,263 

 （注） １．事業の区分の方法 
      

 
 事業区分 主要な役務または製品 

 

 

プラスチック成形事業及び周

辺事業 
半導体関連製品、その他製品及び関連製品の製造販売 

 

 
成形機事業及び周辺事業 成形機、金型及び関連製品の製造販売  

 
２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、489,974 千円であり、その主 

     なものは、当社の経営企画室、人事総務部、経理部等の管理部門に係る費用であります。 
 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、1,637,098 千円であり、その主なものは、当 

     社での余資運用資金（定期預金及び長期性預金及び投資有価証券）及び管理部門に係る資産でありま

す。 

       
            （訂正後） 

     
    当連結会計年度（自 平成 19 年２月１日 至 平成 20 年１月 31 日） 

  

  

プラスチック成形

事業及び周辺事

業（千円） 

成形機事業及び周

辺事業       

（千円） 

計        

（千円） 

消去又は全

社      

  （千円） 

連結     

（千円） 

     
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 14,655,350 2,498,985 17,154,335 － 17,154,335 

 (2）セグメント間の内部売上高又は 

振替高                                  
－ 3,300 3,300 △3,300 － 

計 14,655,350 2,502,285 17,157,635 △3,300 17,154,335 

  営業費用  9,281,555 2,344,550 11,626,106 489,974 12,116,081 



  営業利益  5,373,794 157,734 5,531,528 △493,274 5,038,253 

Ⅱ．資産       

   資産  13,504,148 3,859,444 17,363,592 3,734,998 21,098,591 

   減価償却費  1,177,244 27,652 1,204,897 7,647 1,212,545 

   資本的支出  3,241,218 23,934 3,265,153 27,109 3,292,263 

 （注） １．事業の区分の方法 
      

 
 事業区分 主要な役務または製品 

 

 

プラスチック成形事業及び周

辺事業 
半導体関連製品、その他製品及び関連製品の製造販売 

 

 
成形機事業及び周辺事業 成形機、金型及び関連製品の製造販売  

 
２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、489,974 千円であり、その主 

     なものは、当社の経営企画室、人事総務部、経理部等の管理部門に係る費用であります。 
 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、3,734,998 千円であり、その主なものは、当 

        社での余資運用資金（定期預金及び長期性預金及び投資有価証券）及び管理部門に係る資産でありま

す。 

 

 

 

以上 


