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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年3月期 59,925 4.0 1,797 △20.2 2,089 △18.0 △818 ―
20年3月期 57,597 9.6 2,253 ― 2,546 387.0 1,184 163.4

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 ％ ％ ％

21年3月期 △29.89 ― ― 4.4 3.0
20年3月期 41.87 ― 5.7 5.4 3.9

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 48,202 19,366 40.2 708.32
20年3月期 46,717 21,002 44.9 754.90

（参考） 自己資本   21年3月期  19,366百万円 20年3月期  20,999百万円

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

21年3月期 482 △1,540 1,737 6,151
20年3月期 1,368 △92 △1,551 5,475

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） 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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 280 23.9 1.3
21年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 273 ― 1.4
22年3月期 

（予想）
― 5.00 ― 5.00 10.00 23.8

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

29,800 1.1 650 △59.4 750 △57.0 650 △42.6 23.74

通期 62,000 3.5 1,500 △16.5 1,700 △18.6 1,200 ― 43.82

- 1 -



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） 

(注)詳細は、19ページ「連結財務諸表作成のための基本となる事項」の（会計方針の変更）、（追加情報）及び23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） 

(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、33ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 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  1,229,557株 20年3月期  753,438株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

21年3月期 52,415 △0.5 750 △54.3 1,358 △33.4 △145 ―
20年3月期 52,670 9.9 1,640 ― 2,038 ― 1,053 31.8

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

21年3月期 △5.32 ―
20年3月期 37.23 ―

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 36,011 17,964 49.9 657.06
20年3月期 33,928 18,921 55.8 680.22

（参考） 自己資本 21年3月期  17,964百万円 20年3月期  18,921百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

※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。なお、上記予想に関する事項は、7ページ「１．経営成績（4）今後の課題と次期の見通し」をご覧ください。 

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

26,100 1.4 100 △90.3 350 △74.0 300 △68.1 10.96

通期 53,800 2.6 450 △40.0 1,000 △26.4 700 ― 25.56
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(1) 経営成績に関する分析 

 当連結会計年度におけるわが国の経済は、９月の米国金融不安に端を発した世界同時不況の影響により、わが国の

リーディングセクターである自動車業界を始めとして、製造業や金融業、情報通信業、不動産業など多くの業界にお

いて大幅に収益を悪化させ、景気は悪化の一途を辿りつつあります。 

 一方、小売業界におきましては、前半では堅調に推移していた個人消費も、後半になって雇用情勢の悪化、個人所

得の減少により、消費者の購買意欲は急激に冷え込み、百貨店、量販店を始めとして売上高は大きく減少していま

す。また、通信販売業界におきましても、カタログ用紙や運送料金の値上がりにより広告宣伝費・物流費が増加する

なか、年末頃から受注が徐々に減少し、経営環境はさらに厳しさを増しています。 

 このような急激な情勢変化のなかで、当社グループは当期を、「破壊と創造」を基本テーマとした中期経営計画の

２年目として、「成長への地固め」をコンセプトに、顧客数を拡大する一方、不況下にあっても安定成長が持続的に

可能な基盤づくりに努めてまいりました。（なお、経済情勢の急変により当社は本年１月に中期経営計画の見直しを

行い、「成長への地固め」を当期（フェーズ１）と次期（フェーズ２）の２年にわたって行うこととし、これに伴い

計画期間を３年から４年に延長しております。） 

  まず、営業政策として、通販ターゲットをＦ１層（２０歳代～３０歳代女性）とＦ２層（３０歳代～４０歳代女

性）に区分して新規カタログを発行するとともに、ネットｔｏネットビジネスを拡大するためにテーマ別にインター

ネットサイトを充実させ、携帯サイトを拡大するとともに、さらにサイト独自の商品を開発し、顧客数と売上高の拡

大に努めました。また、通販ワンストップソリューションを推進するため、当社グループ内で分散していたソリュー

ションビジネスを統合し、営業力の強化を図りました。 

  次に、将来の財務リスクを軽減するため、退職給付制度の抜本的な見直しに着手し、確定給付型の「ムトウ企業年

金基金」を解散し、確定拠出型企業年金制度に移行するための整備を行いました。 

 このほか、前期に実施した経営効率の改善策を継続するものとして、カタログ制作費及び物流費の削減の定着を図

るとともに、東京地区に点在した当社グループの営業拠点を東京支店として１カ所にするなど全国の営業拠点を集約

化しました。    

 以上の諸施策を実施した結果、当連結会計年度の連結売上高は５９９億２５百万円（前年同期比４．０％増）、連

結営業利益は１７億９７百万円（同２０.２％減）、連結経常利益は２０億８９百万円（同１８．０％減）となりま

した。しかしながら、「ムトウ企業年金基金」の解散及び新制度への移行に伴い２７億７９百万円を特別損失として

計上したことにより、誠に遺憾ながら連結当期純損失は８億１８百万円（前年同期は連結当期純利益１１億８４百万

円）となりました。 

  

１．経営成績

  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21年３月期 

百万円 
 59,925

 百万円 
 1,797

 百万円 
 2,089

 百万円 
 △818

 円 
 △29.89

％ 
 －

平成20年３月期  57,597  2,253  2,546  1,184  41.87  5.7

増減率（％）  4.0  △20.2  △18.0    －  －  －
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（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、そのうち「情報処理事業」につきましては、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行っておりま

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

継させたことに伴い、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にシフトする等

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の数値を、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層向けに、アパレル商品中心のカタログ「ｒａ

ｒａｎｔ（ララント）」を、同年４月に、Ｆ１層向けに、雑貨商品中心のカタログ「ＲｄＥＣＯ（アールデ

コ）」を創刊いたしました。さらに、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）」サイト、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」の各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通販専用の独自アイテ

ムの開発を図り、ネットｔｏ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 Ｏｎ-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。さらに、カタログ掲載商品をインターネットでご注文いただく

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売促進を行うとともに、お客様

が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。なお、平成21年１月には「ムトウ Ｏｎ-ｌｉｎｅ Ｓｈｏｐ 楽天市場店」が「楽天ショップ・

オブ・ザ・イヤー２００８ 百貨店・総合通販・ギフト」部門におけるジャンル賞を受賞しており、ネットユー

ザー様からの評価をいただいております。 

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するなど、売場の拡大を図ることで、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。 

以上の結果、売上高は５２４億１５百万円（前年同期比４．９％増）となり、営業利益は７億５０百万円（同

４９．５％減）となりました。  

 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

トに分割承継させたことに伴い、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広告の事業基盤が整ってまいりました。 

以上の結果、売上高は５８億３９百万円（前年同期比０．５％増）、営業利益は４億３６百万円（同３１．

７％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や既存加盟店との関係強化などに努めて

まいりました。  

以上の結果、取扱高は８５億６９百万円（前年同期比３．８％減）、営業収益は１６億７０百万円（同９．

２％減）となりましたが、営業利益は３億４２百万円（同５．１％増）となりました。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２億９百万円を引当金計上しております。 
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(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１４億８４百万円増加し４８２億２百万円（前年同

期比３．２％増）となりました。 

 流動資産では、前連結会計年度末と比べ４億９７百万円増加し３７４億１百万円（同１．３％増）となりまし

た。この主な要因は、有価証券の増加１４億４９百万円、営業貸付金の減少９億３９百万円（同３６．９％減）並

びに現金及び預金の減少７億２２百万円（同１３．２％減）であります。 

 固定資産では、前連結会計年度末と比べ９億８６百万円増加し１０８億円（同１０．１％増）となりました。こ

の主な要因は、倉庫建設に伴う建設仮勘定の増加１１億４８百万円であります。 

（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３１億２０百万円増加し２８８億３５百万円（同１

２．１％増）となりました。 

 流動負債では、前連結会計年度末と比べ１４億８１百万円増加し１８１億４０百万円（同８．９％増）となりま

した。この主な要因は、短期借入金の増加１１億円（同１５７．１％増）であります。 

 固定負債では、前連結会計年度末と比べ１６億３９百万円増加し１０６億９５百万円（同１８．１％増）となり

ました。この主な要因は、長期借入金の増加１２億円（同１４．８％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１６億３６百万円減少し１９３億６６百万円（同

７．８％減）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４．７ポイント減少し４０．２％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４６円５８銭減少し７０８円３２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、投資活動による資金が１５億４０百

万円減少しましたが、営業活動による資金が４億８２百万円増加するとともに、財務活動による資金が１７億３７

百万円増加したことなどにより、前連結会計年度に比べ６億７６百万円増加し、当連結会計年度末には６１億５１

百万円（前年同期比１２．４％増）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、４億８２百万円（同６４.７％減）となりました。この主な要因は、営業債権

の減少１２億２８百万円、税金等調整前当期純損失７億９７百万円を計上したことによるものであります。 

（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、１５億４０百万円（前年同期は９２百万円の使用）となりました。この主な要

因は、倉庫建設等に伴う固定資産の取得による支出１４億３７百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果獲得した資金は、１７億３７万円（前年同期は１５億５１百万円の使用）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３０億円の調達によるものでありま

す。 
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 ③ キャッシュ・フロー関連指標の推移 

（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 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ＲＯＥ１０％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。また、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。 

 内部留保金におきましては、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。 

 当連結会計年度につきましては、「ムトウ企業年金基金」の解散及び新制度への移行に伴い、特別損失を計上した

ことにより、当期純損失となりましたが、この措置は、過去からの負の遺産を一掃し、将来における財務リスクを軽

減するためのものであります。営業利益及び経常利益については、利益計上していることから、安定配当を継続し、

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

合わせて年間配当金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。 

  平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期

自己資本比率（％）  44.1 44.0  44.9  40.2

時価ベースの自己資本比率（％）  35.6  31.6 32.7  26.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 6.9 ― 6.4  23.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 10.9 ― 8.9  3.1
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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、急激な世界経済の減速による企業収益の悪化により、個人所得の減少や雇用

不安、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も、個人消費の更なる落ち込みが予想される

ことから、事業環境は非常に厳しくなることが予想されます。 

  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を３カ年から４カ年に期間を変更し、３年目にあたる次期を「成長への地固めフェーズ２」と

し、次の施策を骨子として引き続き経営基盤の強化に取り組んでまいります。 

  ① 新たなブランディング戦略を構築し、インターネットビジネスにシフトした企業イメージに大きくチェンジ 

   させる。 

  ② 新たな経営管理システム「ＳＴＥＰ（ステップ）経営（Ｓｍａｌｌ Ｔｅａｍｓ Ｅａｒｎ Ｐｒｏｆｉｔ の略）」を導入し、 

   事業経営のスピード化を図る。 

  ③ 経費削減を目的とした「プロジェクト５０」を立ち上げ、３大経費（人件費・販売促進費・物流費）を徹底 

   的に削減する。 

        

  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 大限に活用した販売促進や商品企画を推

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、他社とのアライアンスやサ

イトＭ＆Ａによる新たなカテゴリーショップの開発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、新規ビジネスへのチャレンジにより、売上拡大策

を推進していく一方で、費用対効果を徹底的に分析し販売促進費の低減に取り組んでまいります。  

ソリューション事業におきましては、平成21年９月末に完成を予定しております、新ソリューションセンター（静

岡県磐田市）を基盤としたソリューションビジネスの事業モデルを確立するとともに、新規顧客の獲得や既存顧客の

売上拡大支援等マーケティングサポート力の強化を図り、事業拡大に取り組んでまいります。 

また、ＩＴ技術の進展に伴う将来のビジネス展開を視野に入れ、現在運用しているホストコンピュータを核とする

情報システムから機動性に優れたクライアントサーバを核としたシステムに変更するためのシステム投資を行ってま

いります。当社グループ内のシステム開発等の業務につきましては、ソリューション事業の一部として位置づけてお

りましたが、業務効率を高めるため、当該業務のアウトソーシングをすすめてまいります。 

金融事業におきましては、平成21年３月23日に公表しましたとおり、個品割賦事業において多額の有利子負債を保

有しながら現状の事業規模ですすめていくことは、事業の成長性や採算性の確保等既存事業との相乗効果を得るには

相当の困難が生じるものと判断し、個品割賦事業における新たな債権買取りを停止し、同年６月末をもって同事業の

営業を休止することを決議いたしました。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

りますので、今後につきましては、現有債権の回収に専念し、有利子負債の完済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６２０億円（前年同期比３．５％増）を見込んでおります。連結

営業利益は、投資及びブランディングに係るコストにより販売費及び一般管理費が増加するものの、原価率の低減や

売上高の増加に伴う売上総利益の増加により１５億円（同１６．５％減）、連結経常利益は１７億円（同１８．６％

減）、連結当期純利益は１２億円（前年同期は連結当期純損失８億１８百万円）を見込んでおります。 

  なお、当連結会計年度から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、システ

ム再構築、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等の投資活動を行っており、翌連結会

計年度におけるこれら投資に係る償却費用につきましては約７億５百万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、中国においては元高傾向が続く場合には、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。 
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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。さらに、個別の生協等との直接取引を加えた生活協同組合全体としての

営業取引額は、当社グループの営業取引額全体の約５３％に至っております。予期せぬ事象等により、日本生活協

同組合連合会あるいは個別の生協等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。 

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 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 システムリスク    

当社グループの業務は、ほとんどすべてにおいてＩＴ化を行っているため、自然災害、ウイルスの侵入やサイバ

ーテロ等によるシステム障害、システムの不備、不正使用等、さまざまな要因がシステムに影響を及ぼすことが考

えられます。コンピュータに関してトラブルが発生し復旧等に時間を要した場合、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。また、顧客からの注文についてもインターネットによるものが増加しており、

インターネット関係になんらかの障害が発生した場合、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。 

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  

 当社グループの金融事業については、想定以上の過払金返還請求や加盟店の倒産などが発生した場合、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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 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、通販登録顧客並

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、これらのノウハウを活用した通信販売代行等の事業を行っております。 

 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、そのうち「情報処理事業」につきましては、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行っておりました通販ソ

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）に分割承継させたこと

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にシフトする等の事業再編を行

ったためであります。 

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＞ 

主な事業内容の変更はありません。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）に承継

いたしました。 

＜ソリューション事業＞ 

主な事業内容及び関係会社の異動はありません。 

＜金融事業＞ 

主な事業内容の変更はありません。なお、平成21年３月23日開催の取締役会において、平成21年６月末をもって割賦

債権買取業における新たな債権買取りを停止し、同事業の営業を休止することを決議いたしました。融資事業におきま

しても、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。 

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。 

２．企業集団の状況

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 

ソリューション 

事業 

㈱ムトウマーケティングサポート 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 
武藤商貿（上海）有限公司 

金融事業  ㈱ムトウクレジット  割賦債権買取業 
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 （注１）㈱ムトウマーケティングサポートは、平成20年４月１日を分割期日として、㈱ムトウの通販ソリューション

事業を承継しました。また、同日付をもって㈱ミック（旧社名）から商号変更いたしました。 

 （注２）平成21年３月23日の取締役会において、同年６月末をもって当社の100％子会社であります㈱ムトウクレジッ

トの個品割賦事業における新たな債権買取りを停止し、同事業の営業を休止することを決議いたしました。 
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(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。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 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前期対比売上高成長率１０％以上、売上高経常利益率６％以上、ＲＯ

Ｅ１０％以上を掲げております。これらの指標を継続的に掲げる重要な指標として認識し、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、平成20年３月期を初年度とした「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ま

す。当連結会計年度は、「成長への地固め」を基本テーマとして、新たな事業ポートフォリオの確立に向け、あらゆ

る事業構造の見直しを行いました。   

上記中期経営計画は、２００８年度後半に経済情勢の急激な落ち込みがあったことから、２００９年１月に見直

した結果、２００９年度においても「成長への地固め」（フェーズ２）を基本テーマとすることとしております。

したがって、中期経営計画の計画期間を３年から４年に変更しております。 

翌連結会計年度におきましては、当初の計画を一年繰り延べ、「成長への地固めフェーズ２」を基本テーマとし、

成長に向けた経営基盤、企業としての基礎体力の強化に取り組み、外部の経済環境の動向にも動じない安定した収益

基盤の構築に取り組んでまいります。また、創業７０周年を迎えるにあたり、新たなブランドビジョンを内外に発

し、コーポレート・フィロソフィを確立するとともに、事業価値の向上に努めてまいります。 

当社グループは、今後とも、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 具体的な施策のひとつとして、新たな経営管理システム「ＳＴＥＰ（ステップ）経営」を導入いたします。従来

までの課単位の組織体制から、より細分化された「ユニット」・「チーム」を損益の 小管理単位とした小集団独

立採算型組織に改編します。これにより、日々の採算管理を全社で徹底し、機動力と活力を持って事業活動を行う

体制を構築します。 

 ② 世界同時不況という経済環境のなか、経営効率を大幅に改善するため、全社的な経費削減活動「プロジェクト 

  ５０」を推進いたします。人件費、販売促進費、物流費という、当社グループにおける３大経費について、前期実

績の５０％削減を目標として、ＳＴＥＰ経営の管理のもと、ミクロの視点による徹底的な検証を行ってまいりま

す。新たに導入したＳＴＥＰ経営との相乗効果により、利益優先、効率優先主義に基づく強固な収益構造を実現い

たします。 

 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、ネット型販売の充実と進化を図ってまいります。特に、インタ

ーネットにおける事業ブランド力を高めるため、商品力や顧客対応力の強化に努めてまいります。また、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り、引き続きお客様満

足の向上に取り組んでまいります。  

④ 当社グループは、保有する通販ノウハウや物流施設等を活用した、出荷代行を中心としたフルフィルメントサポ

ートやシステムサポート等、通販ソリューション事業の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てまいります。これまでは寄付による海外への植林支援を行ってまいりましたが、平成21

年１月に、静岡県と「しずおか未来の森サポーター協定」を締結し、社員とその家族による地元静岡県での環境保

護活動を行ってまいります。また、ボランティア活動を行う女性を中心とする団体への助成や、近隣地域の自治体

のボランティア活動への支援など引き続き社会貢献活動にも取り組んでまいります。 

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,475 4,752

受取手形及び売掛金 23,104 22,815

営業貸付金 2,544 1,605

有価証券 － 1,499

たな卸資産 3,890 －

商品調整引当金 △308 －

商品 － 3,747

繰延税金資産 828 676

その他 2,130 2,952

貸倒引当金 △762 △647

流動資産合計 36,903 37,401

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,570 7,383

減価償却累計額 △5,031 △4,992

建物及び構築物（純額） 2,539 2,391

土地 4,768 4,768

建設仮勘定 － 1,148

その他 986 938

減価償却累計額 △850 △628

その他（純額） 135 309

有形固定資産合計 7,443 8,617

無形固定資産 43 121

投資その他の資産   

投資有価証券 1,890 1,482

繰延税金資産 97 380

その他 461 361

貸倒引当金 △121 △163

投資その他の資産合計 2,327 2,061

固定資産合計 9,814 10,800

資産合計 46,717 48,202
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,451 9,392

短期借入金 700 1,800

未払金 3,143 3,699

未払法人税等 81 28

賞与引当金 301 259

ポイント引当金 100 94

利息返還損失引当金 52 65

その他 2,827 2,800

流動負債合計 16,659 18,140

固定負債   

長期借入金 8,100 9,300

繰延税金負債 6 －

退職給付引当金 234 545

役員退職慰労引当金 44 43

利息返還損失引当金 120 144

その他 550 663

固定負債合計 9,055 10,695

負債合計 25,715 28,835

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 9,429 8,335

自己株式 △415 △697

株主資本合計 20,381 19,004

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 653 351

繰延ヘッジ損益 △38 9

為替換算調整勘定 3 0

評価・換算差額等合計 618 361

少数株主持分 3 －

純資産合計 21,002 19,366

負債純資産合計 46,717 48,202
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 57,597 59,925

売上原価 ※1, ※2  34,237 ※1  35,650

売上総利益 23,360 24,275

販売費及び一般管理費   

運賃諸掛 2,718 3,561

広告宣伝費 11,035 12,059

ポイント引当金繰入額 － 87

貸倒引当金繰入額 414 266

利息返還損失引当金繰入額 164 128

給料及び手当 2,422 2,179

賞与引当金繰入額 255 226

退職給付費用 493 521

その他 3,602 3,446

販売費及び一般管理費合計 21,106 22,477

営業利益 2,253 1,797

営業外収益   

受取利息 12 23

仕入割引 49 53

不動産賃貸料 118 77

受取事務手数料 － 35

その他 154 153

営業外収益合計 334 342

営業外費用   

支払利息 29 39

その他 12 10

営業外費用合計 41 50

経常利益 2,546 2,089
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別利益   

償却債権取立益 7 6

賞与引当金戻入額 101 15

ポイント引当金戻入額 64 －

その他 19 －

特別利益合計 192 22

特別損失   

固定資産売却損 ※3  0 －

固定資産除却損 ※4  7 ※4  9

減損損失 ※5  60 －

投資有価証券評価損 9 26

特別退職金 1,326 －

退職給付制度改定損 － 2,779

その他 91 93

特別損失合計 1,496 2,909

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

1,242 △797

法人税、住民税及び事業税 84 10

法人税等調整額 △25 11

法人税等合計 59 21

少数株主損失（△） △1 △0

当期純利益又は当期純損失（△） 1,184 △818
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,978 4,978

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,978 4,978

資本剰余金   

前期末残高 6,388 6,388

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,388 6,388

利益剰余金   

前期末残高 8,599 9,429

当期変動額   

剰余金の配当 △354 △275

当期純利益又は当期純損失（△） 1,184 △818

当期変動額合計 830 △1,094

当期末残高 9,429 8,335

自己株式   

前期末残高 △127 △415

当期変動額   

自己株式の取得 △287 △281

当期変動額合計 △287 △281

当期末残高 △415 △697

株主資本合計   

前期末残高 19,838 20,381

当期変動額   

剰余金の配当 △354 △275

当期純利益又は当期純損失（△） 1,184 △818

自己株式の取得 △287 △281

当期変動額合計 542 △1,376

当期末残高 20,381 19,004
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 867 653

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △214 △301

当期変動額合計 △214 △301

当期末残高 653 351

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △0 △38

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △38 48

当期変動額合計 △38 48

当期末残高 △38 9

為替換算調整勘定   

前期末残高 2 3

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 △2

当期変動額合計 0 △2

当期末残高 3 0

評価・換算差額等合計   

前期末残高 869 618

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △251 △256

当期変動額合計 △251 △256

当期末残高 618 361

少数株主持分   

前期末残高 4 3

当期変動額   

連結子会社株式の取得による持分の増減 － △2

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1 △0

当期変動額合計 △1 △3

当期末残高 3 －

純資産合計   

前期末残高 20,713 21,002

当期変動額   

剰余金の配当 △354 △275

当期純利益又は当期純損失（△） 1,184 △818

自己株式の取得 △287 △281

連結子会社株式の取得による持分の増減 － △2

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △252 △257

当期変動額合計 289 △1,636

当期末残高 21,002 19,366
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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又は税金等調整前当期純
損失（△）

1,242 △797

減価償却費 297 270

減損損失 60 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 27 △73

商品調整引当金の増減額（△は減少） 28 △308

賞与引当金の増減額（△は減少） △76 △42

ポイント引当金の増減額（△は減少） △64 △5

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） 99 37

退職給付引当金の増減額（△は減少） △22 310

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △99 △1

受取利息及び受取配当金 △39 △47

資金原価及び支払利息 147 158

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 4 26

固定資産除売却損益（△は益） 15 17

売上債権の増減額（△は増加） △165 1,228

たな卸資産の増減額（△は増加） △331 △472

その他の流動資産の増減額（△は増加） △25 △288

仕入債務の増減額（△は減少） 137 △546

その他の流動負債の増減額（△は減少） 405 950

その他 85 151

小計 1,727 566

利息及び配当金の受取額 38 61

利息の支払額 △153 △153

法人税等の支払額 △244 △57

法人税等の還付額 － 65

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,368 482

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 △119 △1,437

有形固定資産の売却による収入 0 0

投資有価証券の取得による支出 △0 △100

投資有価証券の売却による収入 58 －

その他 △31 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △92 △1,540

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 300 100

短期借入金の返済による支出 △700 △800

長期借入れによる収入 2,200 3,000

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 △287 △281

配当金の支払額 △354 △275

その他 △8 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,551 1,737

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △274 676

現金及び現金同等物の期首残高 5,749 5,475

現金及び現金同等物の期末残高 ※  5,475 ※  6,151
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 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

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19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 至 平成21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。 

  

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。 

㈱ムトウマーケティングサポート 

㈱ムトウクレジット 

武藤商貿（上海）有限公司 

  

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．持分法の適用に関する事項 

該当事項はありません。 

  

３．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 

３．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 たな卸資産 

 主として先入先出法による原価法 

① たな卸資産 

商品  

主として先入先出法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算定） 

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より「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

公表分）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いたしました。 

この変更により、従来の方法に比べ、売上総利

益、営業利益及び経常利益はそれぞれ91百万円減少

し、税金等調整前当期純損失は同額増加しておりま

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。 

㈱ムトウ　（8005）　平成21年3月期　決算短信

- 19 -



  

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 至 平成21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（リース資産を除く） 

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。 

  

② 無形固定資産 

市場販売目的のソフトウェア 

見込販売数量（有効期間３年以内）に基づく方

法 

自社利用のソフトウェア 

社内における利用可能期間（５年）に基づく定

額法 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

市場販売目的のソフトウェア 

見込販売数量（有効期間３年以内）に基づく方

法 

自社利用のソフトウェア 

社内における利用可能期間（５年）に基づく定

額法 

  ③ リース資産  

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の

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によっております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 商品調整引当金 

 連結会計年度末カタログ商品の旧型化損失に備え

るため、商品ジャンル別に次式により見積計上して

おります。 

 （カタログ商品連結会計年度末在高）×（過去３

連結会計年度の旧型化商品発生率）×（過去３連結

会計年度の平均処分損率） 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 商品調整引当金 

連結会計年度末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が、「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日公表分）が適用されたことに伴い、商

品調整引当金の計上を廃止いたしました。 
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前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

② 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。 

② 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。 

  

③ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、連結会計年度末

における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き、連結会計年度末において発生していると認めら

れる額を計上しております。 

 なお、過去勤務債務は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定

額法により費用処理しております。 

 また、数理計算上の差異は、各連結会計年度の発

生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（10年）による定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理すること

としております。 

③  退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、連結会計年度末

における退職給付債務の見込額に基づき計上してお

ります。 

なお、過去勤務債務及び数理計算上の差異は、発

生時の連結会計年度に全額費用処理しております。

（会計方針の変更） 

前連結会計年度まで、発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法で

費用処理していた過去勤務債務及び各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10年）による定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理して

いた数理計算上の差異は、当連結会計年度より発生

時の連結会計年度に全額費用処理する方法に変更し

ております。 

この変更は、平成21年４月１日付で退職給付制度

を変更し、年金資産を全額移換することに伴い、今

後、数理計算上の差異の発生額が著しく減少するこ

とが見込まれ、過去に累積した未認識数理計算上の

差異が長期的に相殺されることが期待できなくなっ

た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、税金等調整

前当期純損失は243百万円増加しております。 

なお、セグメントに与える影響はありません。 

また、平成21年４月１日付で退職給付制度を変更

したため、第３四半期連結累計期間は従来の方法に

よっております。従って、第３四半期連結累計期間

は、変更後の方法によった場合と比べて、営業利益

及び経常利益は260百万円少なく、税金等調整前当

期純利益は132百万円多く計上されております。 
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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、会計処理基準に関する事項以外は、 近の有価証

券報告書（平成20年６月13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。 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

  （追加情報） 

平成21年４月１日付で厚生労働省から企業年金基

金の解散認可と確定拠出年金規約の承認を受け、確

定拠出年金制度及び退職一時金制度による２本立て

の退職給付制度へ移行しました。 

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 平成14年１月31日）を適用しております。 

この変更により、従来の方法に比べ、税金等調整

前当期純利益は2,536百万円減少し、税金等調整前

当期純損失を計上しております。 

なお、セグメントに与える影響はありません。 

④ 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) 重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・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によって

おります。 

  

(5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

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) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用しております。 
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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19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

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。 

１．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、当連結会計年度より「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））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。 

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、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。 

これに伴う損益への影響はありません。 

２．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 

当連結会計年度より、「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。 

これに伴う損益への影響は軽微であります。 
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表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

  １．前連結会計年度まで連結貸借対照表において、流動資

産の「その他」に含めて表示していた有価証券は、資産

の総額の100分の１を超えたため、当連結会計年度から

「有価証券」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」に含まれている有

価証券は50百万円であります。 

２．「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）が適用となることに伴い、前連結会計年

度において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「商品」「仕掛品」「原材料及

び貯蔵品」「未着商品」に区分掲記しておりますが、

「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」「未着商品」について

は、資産の総額の100分の１以下であることから、流動

資産の「その他」に含めて表示しております。 

なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれてい

る商品は3,681百万円であります。 

３．前連結会計年度まで連結損益計算書において、営業外

収益の「その他」に含めて表示していた受取事務手数料

は、営業外収益の100分の10を超えたため、当連結会計

年度から「受取事務手数料」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」に含まれている受

取事務手数料は7百万円であります。 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21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 

11百万円

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 

  10百万円

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

※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。 

※１ 売上原価には、収益性の低下に伴う簿価切下による

商品評価損311百万円と、商品調整引当金の廃止に伴

う商品調整引当金戻入額308百万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 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。   

構築物 0百万円   

※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 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

建物 7百万円

工具器具及び備品 1百万円

その他 0百万円

計  9百万円

※５ 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 

静岡県磐田市 賃貸用資産 建物・構築物等

  

 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。
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前連結会計年度（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 

 （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 

(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 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
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

  
（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 

  
（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
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当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21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 

 （注）普通株式の自己株式の増加476千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加474千株、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 

(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 

  

  

  
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）  753  476  －  1,229

合計  753  476  －  1,229

  
（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20年４月30日 

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

平成20年10月31日 

取締役会 
普通株式  136  5.00 平成20年９月30日 平成20年12月２日 

  
（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21年４月28日 

 取締役会 
普通株式  136 利益剰余金  5.00 平成21年３月31日 平成21年５月19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19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 至 平成21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21年

３月31日） 

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

現金及び預金勘定 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 

有価証券勘定 

  4,752百万円

△100百万円

1,499百万円

現金及び現金同等物   6,151百万円
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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。 

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。 

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。 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 連結財務諸表提出会社及び連結子会社は、確定給付型の制度として企業年金基金制度を設けております。ま

た、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職

金を支払う場合があります。 

２．退職給付債務に関する事項（平成20年３月31日） 

 （注）連結貸借対照表上、翌連結会計年度に支払う予定の割増退職金367百万円は、流動負債の「未払金」に含

めて計上しており、退職給付引当金に含めておりません。 

３．退職給付費用に関する事項 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

（リース取引関係）

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）

イ．退職給付債務 △8,647百万円

ロ．年金資産 6,708百万円

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） △1,938百万円

ニ．未認識数理計算上の差異 1,526百万円

ホ．未認識過去勤務債務 177百万円

ヘ．退職給付引当金（ハ＋ニ＋ホ） △234百万円

イ．勤務費用 308百万円

ロ．利息費用 194百万円

ハ．期待運用収益 △172百万円

ニ．数理計算上の差異の費用処理額 219百万円

ホ．過去勤務債務の費用処理額 21百万円

ヘ．割増退職金 1,160百万円

ト．退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ） 1,733百万円

イ．退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

ロ．割引率 2.0％ 

ハ．期待運用収益率 2.0％ 

ニ．数理計算上の差異の処理年数 10年（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

による定額法により、翌連結会計年度から費用処理する

こととしております。） 

ホ．過去勤務債務の処理年数 10年（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

による定額法により、費用処理しております。） 
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当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．採用している退職給付制度の概要 

連結財務諸表提出会社及び連結子会社は、確定給付型の制度として企業年金基金制度を設けております。ま

た、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職

金を支払う場合があります。 

なお、平成21年４月１日付で厚生労働省から「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

受け、確定拠出年金制度及び退職一時金制度による２本立ての退職給付制度へ移行しました。 

また、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  

平成14年１月31日）を適用しております。 

２．退職給付債務に関する事項（平成21年３月31日） 

（注）１．当連結会計年度の退職給付制度移行に伴う影響額は次のとおりです。 

      ２．連結貸借対照表上、翌連結会計年度に支払う予定の割増退職金48百万円は、流動負債の「未払金」に

含めて計上しており、退職給付引当金に含めておりません。 

３．退職給付費用に関する事項 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

イ．退職給付債務 545百万円

ロ．退職給付引当金 545百万円

退職給付債務の減少 7,585百万円

年金資産の減少 △7,511百万円

未認識数理計算上の差異 △2,188百万円

未認識過去勤務債務 △149百万円

退職給付引当金の減少 △2,263百万円

イ．勤務費用 210百万円

ロ．利息費用 172百万円

ハ．期待運用収益 △134百万円

ニ．数理計算上の差異の費用処理額 326百万円

ホ．過去勤務債務の費用処理額 21百万円

ヘ．割増退職金 48百万円

ト．退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ） 644百万円

チ．退職給付制度改定損 2,779百万円

計 3,423百万円

イ．退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

ロ．割引率 1.5％（期首時点においては、2.0％を適用） 

ハ．期待運用収益率 2.0％ 

ニ．数理計算上の差異の処理年数 1年 

ホ．過去勤務債務の処理年数 1年 
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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。 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３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) 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」３ (3) ②（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。 

  

（税効果会計関係）

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
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
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当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３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 

  
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） 

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  52,415  5,839  1,670  59,925  －  59,925

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 0  1,331  6  1,338  (1,338)  －

計  52,415  7,170  1,677  61,263  (1,338)  59,925

営業費用  51,665  6,734  1,334  59,734  (1,605)  58,128

営業利益  750  436  342  1,529  267  1,797

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出 
                                   

資産  36,011  1,540  13,602  51,155  (2,952)  48,202

減価償却費  253  13  8  275  (4)  270

減損損失  －  －  －  －  －  －

資本的支出  1,512  47  0  1,560  (5)  1,555
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（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、当連結会

計年度より通信販売事業、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、当連結会計年度の通信販売事業の売上高は2,887百万円（うち外部顧客

に対する売上高は2,887百万円）、営業利益は178百万円減少しております。ソリューション事業の売上高は

2,879百万円（うち外部顧客に対する売上高は2,887百万円）、営業利益は178百万円増加しております。消去又

は全社の売上高は7百万円増加しております。 

なお、前連結会計年度において当連結会計年度の事業区分によった場合のセグメント情報は、次のとおりで

あります。 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

  

３．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．棚卸資産の評価に関する会計基準 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」３（1）①に記載のとおり、当連結会計年度より「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日公表分）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、通信販売事業の営業利益は91百万円減少しております。 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成20年４月１日 

至 平成21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。 

  

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成20年４月１日 

至 平成21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。  

  
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） 

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  49,948  5,808  1,840  57,597  －  57,597

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 161  1,006  4  1,173  (1,173)  －

計  50,110  6,814  1,845  58,770  (1,173)  57,597

営業費用  48,625  6,483  1,518  56,627  (1,283)  55,343

営業利益  1,485  331  326  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  33,923  1,471  15,158  50,553  (3,835)  46,717

減価償却費  264  15  16  297  0  297

減損損失  60  －  －  60  －  60

資本的支出  290  33  7  331  (195)  135

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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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。 

 （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。 

 ２．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

  

（関連当事者情報）

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

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

１株当たり純資産額    708円32銭

１株当たり当期純損失 29円89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。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式がない

ため記載しておりません。 

  
前連結会計年度末 

（平成20年３月31日） 
当連結会計年度末 

（平成21年３月31日） 

純資産の部の合計額（百万円）  21,002  19,366

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）  3  －

（うち少数株主持分）  (3)  －

普通株式に係る期末の純資産額（百万円）  20,999  19,366

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） 
 27,817  27,341

  
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円）  1,184  △818

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又は当期純損失（△）

（百万円） 
 1,184  △818

期中平均株式数（千株）  28,293  27,382
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前連結会計年度（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日開催の取締役会において決議した、会社法第４５９条第１項の規定による定款の定め

に基づく自己株式の取得について、平成20年４月１日から平成20年５月26日までの間に、下記のとおり実施いたし

ました。 

(1) 取得の理由          経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため 

(2) 取得の方法          東京証券取引所における市場買付 

(3) 取得した株式の種類      当社普通株式 

(4) 取得した株式数及び価額の総額 

  

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

  

（重要な後発事象）

区分 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～５月26日における取得自己株式  474,600  281,133,400

平成20年１月11日～５月26日までの累積取得自己株式  1,000,000  567,996,800

自己株式取得の進捗状況（％）  100.0  87.4
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,105 4,387

受取手形 5 －

売掛金 10,729 10,285

有価証券 50 1,499

商品 3,679 3,745

未着商品 170 119

原材料 2 －

仕掛品 1 －

商品調整引当金 △308 －

貯蔵品 8 463

前渡金 7 2

前払費用 1,138 1,240

繰延税金資産 460 381

関係会社短期貸付金 500 200

未収入金 928 905

その他 34 68

貸倒引当金 △197 △124

流動資産合計 21,314 23,174

固定資産   

有形固定資産   

建物 7,165 6,997

減価償却累計額 △4,702 △4,671

建物（純額） 2,463 2,326

構築物 395 379

減価償却累計額 △325 △318

構築物（純額） 70 60

機械及び装置 98 133

減価償却累計額 △91 △94

機械及び装置（純額） 7 38

車両運搬具 15 15

減価償却累計額 △14 △14

車両運搬具（純額） 1 0

工具、器具及び備品 543 699

減価償却累計額 △447 △458

工具、器具及び備品（純額） 96 241

土地 4,889 4,889

リース資産 － 14

減価償却累計額 － △2

リース資産（純額） － 12

建設仮勘定 － 1,120

有形固定資産合計 7,527 8,690
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

無形固定資産   

電話加入権 2 2

ソフトウエア － 90

無形固定資産合計 2 93

投資その他の資産   

投資有価証券 1,887 1,481

関係会社株式 150 150

出資金 0 0

関係会社長期貸付金 2,800 2,100

繰延税金資産 40 225

その他 205 147

貸倒引当金 － △50

投資その他の資産合計 5,083 4,053

固定資産合計 12,613 12,837

資産合計 33,928 36,011

負債の部   

流動負債   

支払手形 3,502 4,028

買掛金 5,659 5,171

短期借入金 200 1,300

リース債務 － 3

未払金 2,695 3,083

未払費用 2 9

未払法人税等 37 27

未払消費税等 138 68

預り金 220 192

賞与引当金 207 159

ポイント引当金 100 94

その他 70 36

流動負債合計 12,835 14,176

固定負債   

長期借入金 1,800 3,500

リース債務 － 10

退職給付引当金 329 319

役員退職慰労引当金 37 35

その他 4 4

固定負債合計 2,170 3,870

負債合計 15,006 18,046
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21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   

資本準備金 6,387 6,387

その他資本剰余金 0 0

資本剰余金合計 6,388 6,388

利益剰余金   

利益準備金 601 601

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 1,686 1,264

利益剰余金合計 7,355 6,934

自己株式 △415 △697

株主資本合計 18,307 17,603

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 653 351

繰延ヘッジ損益 △38 9

評価・換算差額等合計 614 361

純資産合計 18,921 17,964

負債純資産合計 33,928 36,011
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 52,670 52,415

売上原価   

商品期首たな卸高 3,209 3,679

当期商品仕入高 28,686 29,667

他勘定振替高 ※1  7 ※1  4

合計 31,888 33,343

商品期末たな卸高 3,679 4,057

商品売上原価 28,208 29,286

商品調整引当金繰入額 28 －

商品調整引当金戻入額 － 308

商品評価損 － 311

当期営業原価 2,362 321

売上原価合計 30,599 29,610

売上総利益 22,070 22,805

販売費及び一般管理費   

販売手数料 105 129

運賃諸掛 2,716 3,559

広告宣伝費 11,021 12,045

ポイント引当金繰入額 － 87

貸倒引当金繰入額 94 79

給料及び手当 1,938 1,626

賞与引当金繰入額 207 159

退職給付費用 429 415

通信費 327 303

減価償却費 210 233

支払手数料 1,551 1,487

その他 1,827 1,926

販売費及び一般管理費合計 20,429 22,054

営業利益 1,640 750

営業外収益   

受取利息 ※2  77 64

有価証券利息 2 7

受取配当金 34 67

仕入割引 49 53

不動産賃貸料 138 ※2  227

業務受託手数料 － ※2  68

その他 138 169

営業外収益合計 440 657

営業外費用   

支払利息 29 40

その他 12 9

営業外費用合計 41 49

経常利益 2,038 1,358
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別利益   

賞与引当金戻入額 99 －

ポイント引当金戻入額 64 －

その他 9 －

特別利益合計 173 －

特別損失   

固定資産除却損 ※3  3 ※3  7

減損損失 ※4  60 －

投資有価証券評価損 9 24

特別退職金 1,084 －

退職給付制度改定損 － 1,419

その他 82 －

特別損失合計 1,239 1,451

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 972 △93

法人税、住民税及び事業税 △136 9

法人税等調整額 55 43

法人税等合計 △80 52

当期純利益又は当期純損失（△） 1,053 △145
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営業原価明細書

    
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

Ⅰ 資材費    181  7.7  －  －

Ⅱ 労務費    152  6.4  －  －

Ⅲ 経費 ※2  2,029  85.9  321  100.0

当期総営業費用    2,363  100.0  321  100.0

期首仕掛品たな卸高    0        －      

合計    2,363    321   

期末仕掛品たな卸高    1    －   

当期営業原価    2,362    321   

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 至 平成21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 943百万円

外注加工費 611百万円

支払手数料 234百万円

外注加工費    215百万円

保管料    53百万円

減価償却費    20百万円
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,978 4,978

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,978 4,978

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 6,387 6,387

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,387 6,387

その他資本剰余金   

前期末残高 0 0

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 0 0

資本剰余金合計   

前期末残高 6,388 6,388

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,388 6,388

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 601 601

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 601 601

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 28 28

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 28 28

別途積立金   

前期末残高 5,040 5,040

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,040 5,040
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 987 1,686

当期変動額   

剰余金の配当 △354 △275

当期純利益又は当期純損失（△） 1,053 △145

当期変動額合計 698 △421

当期末残高 1,686 1,264

利益剰余金合計   

前期末残高 6,656 7,355

当期変動額   

剰余金の配当 △354 △275

当期純利益又は当期純損失（△） 1,053 △145

当期変動額合計 698 △421

当期末残高 7,355 6,934

自己株式   

前期末残高 △127 △415

当期変動額   

自己株式の取得 △287 △281

当期変動額合計 △287 △281

当期末残高 △415 △697

株主資本合計   

前期末残高 17,895 18,307

当期変動額   

剰余金の配当 △354 △275

当期純利益又は当期純損失（△） 1,053 △145

自己株式の取得 △287 △281

当期変動額合計 411 △703

当期末残高 18,307 17,603
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 867 653

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △214 △301

当期変動額合計 △214 △301

当期末残高 653 351

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △0 △38

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △38 48

当期変動額合計 △38 48

当期末残高 △38 9

評価・換算差額等合計   

前期末残高 867 614

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △252 △253

当期変動額合計 △252 △253

当期末残高 614 361

純資産合計   

前期末残高 18,763 18,921

当期変動額   

剰余金の配当 △354 △275

当期純利益又は当期純損失（△） 1,053 △145

自己株式の取得 △287 △281

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △252 △253

当期変動額合計 158 △956

当期末残高 18,921 17,964
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該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

重要な会計方針

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 子会社株式  

移動平均法による原価法 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1) 商品、原材料及び貯蔵品 

先入先出法による原価法 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

(1) 商品 

先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法により算定） 

（会計方針の変更） 

当事業年度より「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日公表

分）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いたしました。 

この変更により、従来の方法に比べ、売上総利益、

営業利益及び経常利益はそれぞれ91百万円減少し、税

引前当期純損失は同額増加しております。  

(2) 貯蔵品 

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法により算定） 

（会計方針の変更） 

当事業年度より「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日公表

分）を適用しております。 

これに伴う損益への影響はありません。 

また、前事業年度まで先入先出法による原価法で評

価しておりましたが、当事業年度より個別法による原

価法で評価する方法に変更しております。 

この変更は、金額的重要性が増したため、厳密な個

別の管理が必要となり行ったものであります。 

これに伴う損益への影響は軽微であります。 

(2) 仕掛品 

個別法による原価法 
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前事業年度 
（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

３．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 

３．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

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。 

  

  (2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

自社利用のソフトウェア 

社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法

  (3) リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。 

４．引当金の計上基準 

(1) 商品調整引当金 

事業年度末カタログ商品の旧型化損失に備えるた

め、商品ジャンル別に次式により見積計上しておりま

す。 

（カタログ商品事業年度末在高）×（過去３事業年

度の旧型化商品発生率）×（過去３事業年度の平均処

分損率） 

４．引当金の計上基準 

(1) 商品調整引当金 

事業年度末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が、「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

日公表分）が適用されたことに伴い、商品調整引当金

の計上を廃止いたしました。 

(2) 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) 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。 

   

㈱ムトウ　（8005）　平成21年3月期　決算短信

- 45 -



  

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

(3) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、事業年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、事業

年度末において発生していると認められる額を計上し

ております。 

 なお、過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法

により費用処理しております。 

 また、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌事業年度から費用処理することとしておりま

す。 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、事業年度末におけ

る退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

なお、過去勤務債務及び数理計算上の差異は、発生

時の事業年度に全額費用処理しております。 

（会計方針の変更） 

前事業年度まで、発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（10年）による定額法で費用処理

していた過去勤務債務及び各事業年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理していた数理計算上の差異

は、当事業年度より発生時の事業年度に全額費用処理

する方法に変更しております。 

この変更は、平成21年４月１日付で退職給付制度を

変更し、年金資産を全額移換することに伴い、今後、

数理計算上の差異の発生額が著しく減少することが見

込まれ、過去に累積した未認識数理計算上の差異が長

期的に相殺されることが期待できなくなったために行

ったものであります。 

この変更により、従来の方法に比べ、税引前当期純

損失は68百万円増加しております。 

（追加情報） 

平成21年４月１日付で厚生労働省から企業年金基金

の解散認可と確定拠出年金規約の承認を受け、確定拠

出年金制度及び退職一時金制度による２本立ての退職

給付制度へ移行しました。 

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 

平成14年１月31日）を適用しております。 

この変更により、従来の方法に比べ、税引前当期純

利益は1,351百万円減少し、税引前当期純損失を計上

しております。 

(4) 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。 

   

５．リース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・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によっておりま

す。 
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なお、上記有価証券の評価基準及び評価方法、たな卸資産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、リース取引の処理方法、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、 近の有価証券報告書（平成20年６月13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。 

  

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

６．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。 

     

７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ７．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。

(1) 連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用しております。 

会計処理の方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 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。 

（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、 当事業年度より「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））を適用し、通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

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、引き続き通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しており

ます。 

これに伴う損益への影響はありません。  

㈱ムトウ　（8005）　平成21年3月期　決算短信

- 47 -



  

  

  

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

 １ 偶発債務 

関係会社の銀行借入金の保証 

 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 1,500百万円

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

㈱ムトウクレジット   1,500百万円

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 

  10百万円

偶発債務合計   1,510百万円

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 至 平成21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。 

雑損失への振替額 2百万円 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 68百万円 不動産賃貸料 

業務受託手数料  

  150百万円

68百万円

    

※３ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※３ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物 2百万円

車両及び運搬具 0百万円

計 3百万円

建物  6百万円

工具器具及び備品 

その他 

 1百万円

0百万円

計  7百万円

※４ 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、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。
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前事業年度（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 

（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。 

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の増加476千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加474千株、単元未満株式の

買取りによる増加1千株であります。 

  

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。 

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。 

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。 

（株主資本等変動計算書関係）

  
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

  
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）  753  476  －  1,229

合計  753  476  －  1,229

（リース取引関係）

（有価証券関係）

（税効果会計関係）
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（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。 

 ２．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

  

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

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

１株当たり純資産額    657円06銭

１株当たり当期純損失 5円32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。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式がない

ため記載しておりません。 

  
前事業年度末 

（平成20年３月31日） 
当事業年度末 

（平成21年３月31日） 

純資産の部の合計額（百万円）  18,921  17,964

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）  18,921  17,964

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） 
 27,817  27,341

  
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円）  1,053  △145

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又は当期純損失（△）

（百万円） 
 1,053  △145

期中平均株式数（千株）  28,293  27,382
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前事業年度（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。 

２．自己株式の取得について 

 当社は、平成20年１月10日開催の取締役会において決議した、会社法第４５９条第１項の規定による定款の定

めに基づく自己株式の取得を実施いたしました。 

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20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

（重要な後発事象）
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役員の異動 

 １．新任取締役候補者 

   平成21年６月２日開催の定時株主総会において次のとおり選任の予定 

 社外取締役        田中冨士夫（現 株式会社クリムゾン常勤監査役）             

  

 ２．新任監査役候補者 

   平成21年６月２日開催の定時株主総会において次のとおり選任の予定  

 常勤監査役        宮﨑達郎（現 取締役執行役員 人事総務部長） 

 社外監査役         白畑豊一（現 株式会社ゴードーソリューション代表取締役） 

  

 ３．補欠監査役候補者 

   平成21年６月２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．退任予定取締役   

         平成21年６月２日開催の定時株主総会終結の時をもって退任の予定 

 現 取締役常務執行役員  武藤隆是 

 現 取締役        吉川 誠  

  

 ５．退任予定監査役 

   平成21年６月２日開催の定時株主総会終結の時をもって退任の予定 

 現 常勤監査役      田辺好久  

  

 ６．辞任予定監査役 

   平成21年６月２日開催の定時株主総会終結の時をもって辞任の予定 

 現 社外監査役      佐藤 宏 

 ７．担当変更予定取締役    

   平成21年６月２日開催の定時株主総会終了後の取締役会において次のとおり担当変更の予定 

     取締役常務執行役員 社長補佐 人事総務部長 長田隆利 （現 取締役常務執行役員 経営企画部長） 

      取締役執行役員 経営企画部長         松枝仁志 

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

 ※ 松枝仁志氏は、株式会社ムトウクレジット取締役社長に再任予定  

６．その他
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