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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 8,757 △9.3 83 △47.2 167 △27.1 45 38.0
21年3月期第1四半期 9,650 ― 158 ― 230 ― 33 ―

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

22年3月期第1四半期 5.78 ―

21年3月期第1四半期 4.19 ―

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

22年3月期第1四半期 35,237 20,976 59.5 2,640.06
21年3月期 35,758 20,907 58.5 2,631.41

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  20,976百万円 21年3月期  20,907百万円

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

21年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成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）

（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

21,351 △1.0 873 55.6 915 38.0 544 93.4 68.58

通期 43,983 3.6 1,729 87.3 1,810 61.7 1,026 ― 129.16
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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) 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） 

(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 

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実
際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、
３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下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 7,950,000株 21年3月期  7,950,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  4,619株 21年3月期  4,519株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 7,945,381株 21年3月期第1四半期 7,945,771株
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 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年から続く世界的な景気後退にも一部底入れ感が見え始めた

ものの、引き続き設備投資や個人消費の低迷、雇用情勢の悪化等、厳しい状況が続いております。  

 このような状況のもと、当社グループの各事業の概況は以下の通りであります。 

 （情報・印刷・産業システム機材） 

 情報システム機材は、スキャナーなどドキュメントの電子化機器の販売に一部遅延が見られたものの、情報のデジ

タル化業務の受注や非破壊検査機材の販売が伸長し、概ね順調に推移いたしました。 

 印刷システム機材は、景気低迷による顧客の設備投資意欲の減退と印刷需要の減少により、印刷機器及び印刷材料

の販売が落ち込みました。  

 （金融汎用・選挙システム機材） 

 金融汎用システム機材は、鍵やＩＤカードの管理機などセキュリティ機器の販売が一部遅延し、金融機関向け貨幣

処理機器の販売にも伸び悩みが見られました。  

 選挙システム機材は、衆議院選挙向け及び地方選挙向け機材の販売が好調に推移いたしました。  

 （紙・紙加工品） 

 紙・紙加工品は、紙器用板紙の販売は伸長しましたが、主力の塗工印刷用紙の販売が若干落ち込みました。   

 この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は87億57百万円（前年同四半期比9.3％減）、営業利益は83百万円

（前年同四半期比47.2％減）、経常利益は１億67百万円（前年同四半期比27.1％減）、四半期純利益は45百万円（前

年同四半期比38.0％増）となりました。 

 当第１四半期末の総資産は、352億37百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億21百万円減少しました。 

主な減少は、受取手形及び売掛金等であり、増加は商品及び製品並びに有形固定資産であります。 

 なお、純資産は209億76百万円となり、自己資本比率が1.0ポイント上昇し59.5％となりました。 

 （キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、前連結会計年度

末に比べ１億76百万円増加し、112億64百万円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間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） 

 営業活動の結果獲得した資金は３億41百万円（前年同四半期は9億47百万円の使用）となりました。 

 これは、税金等調整前四半期純利益１億22百万円、売上債権の減少９億12百万円等の収入要因がありましたが、た

な卸資産の増加２億４百万円、仕入債務の減少６億67百万円等の支出要因が生じ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1億72百万円（前年同四半期は49百万円の使用）となりました。 

 これは、固定資産の取得による支出1億82百万円が主な要因です。 

 （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７百万円（前年同四半期は31百万円の使用）となりました。 

 これは、短期借入金の増加による収入が84百万円ありましたが、配当金の支払を76百万円行ったことによるもので

あります。 

  

 当第１四半期の業績は概ね計画通りに進捗しており、前回公表（平成21年５月19日）いたしました第２四半期連結

累計期間及び通期の連結業績予想数値に変更はありません。  

  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

㈱ムサシ　(7521)　平成22年３月期　第１四半期決算短信

3



 該当事項はありません。  

  

１．簡便な会計処理 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度

決算において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。

②棚卸資産の評価方法 

 四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、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しております。 

③固定資産の減価償却費の算定方法 

 減価償却の方法として定率法を採用している資産は、連結会計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。 

④法人税並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、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、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタッ

クス・プランニングを利用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。 

  

 該当事項はありません。 

  

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）

（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
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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１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,764 11,588

受取手形及び売掛金 10,507 11,419

商品及び製品 2,286 2,094

仕掛品 48 52

原材料及び貯蔵品 266 249

その他 340 627

貸倒引当金 △23 △19

流動資産合計 25,190 26,012

固定資産   

有形固定資産 4,051 3,858

無形固定資産 207 211

投資その他の資産 5,787 5,676

固定資産合計 10,046 9,746

資産合計 35,237 35,758

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,038 8,698

短期借入金 3,807 3,723

未払法人税等 29 79

賞与引当金 213 432

その他 793 550

流動負債合計 12,881 13,484

固定負債   

退職給付引当金 182 181

役員退職慰労引当金 679 718

その他 517 466

固定負債合計 1,379 1,366

負債合計 14,260 14,851
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,208 1,208

資本剰余金 2,005 2,005

利益剰余金 17,726 17,759

自己株式 △6 △6

株主資本合計 20,933 20,967

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 42 △59

評価・換算差額等合計 42 △59

純資産合計 20,976 20,907

負債純資産合計 35,237 35,758
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 9,650 8,757

売上原価 7,669 6,920

売上総利益 1,981 1,836

販売費及び一般管理費 1,823 1,753

営業利益 158 83

営業外収益   

受取利息 32 21

受取配当金 31 24

持分法による投資利益 5 1

その他 22 49

営業外収益合計 91 97

営業外費用   

支払利息 11 12

手形売却損 6 －

その他 1 0

営業外費用合計 19 13

経常利益 230 167

特別損失   

固定資産除却損 1 6

役員退職慰労金 － 38

特別損失合計 1 45

税金等調整前四半期純利益 228 122

法人税、住民税及び事業税 35 26

法人税等調整額 159 49

法人税等合計 195 76

四半期純利益 33 45
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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利益 228 122

減価償却費 92 84

固定資産除却損 1 6

貸倒引当金の増減額（△は減少） △20 △4

賞与引当金の増減額（△は減少） △223 △218

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1 0

前払年金費用の増減額（△は増加） △17 38

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 16 △38

受取利息及び受取配当金 △64 △46

支払利息 11 12

為替差損益（△は益） △0 △0

持分法による投資損益（△は益） △5 △1

売上債権の増減額（△は増加） 652 912

たな卸資産の増減額（△は増加） △342 △204

その他の流動資産の増減額（△は増加） 79 222

仕入債務の増減額（△は減少） △455 △667

未払金の増減額（△は減少） △87 22

その他の流動負債の増減額（△は減少） △45 131

その他 8 7

小計 △171 381

利息及び配当金の受取額 62 43

利息の支払額 △11 △13

法人税等の支払額 △826 △70

営業活動によるキャッシュ・フロー △947 341

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 △49 △155

有形固定資産の売却による収入 0 0

無形固定資産の取得による支出 △28 △26

投資有価証券の取得による支出 △2 △2

貸付金の回収による収入 0 0

その他 29 11

投資活動によるキャッシュ・フロー △49 △172

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） 85 84

自己株式の取得による支出 △1 △0

配当金の支払額 △115 △76

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △31 7

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,027 176

現金及び現金同等物の期首残高 13,504 11,088

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,476 11,264
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 該当事項はありません。 

  

前第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） 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

（注）１．事業区分の方法 

事業は市場及び販売方法の類似性により区分しております。 

２．各区分に属する主要な商品及び役務の名称 

前第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）及び当第１四半期連結累計期間（自平

成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

   

前第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）及び当第１四半期連結累計期間（自平

成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

（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〕

  

情報・印刷・
産業システム
機材 
（百万円） 

金融汎用・選
挙システム機
材（百万円） 

紙・紙加工品
（百万円） 

その他
（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 
 6,714 901 1,973 60 9,650  － 9,650

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 0 － － 67 67 (67) －

計  6,714 901 1,973 127 9,717 (67) 9,650

営業利益（又は営業

損失） 
 238 △122 6 34 157  0 158

  

情報・印刷・
産業システム
機材 
（百万円） 

金融汎用・選
挙システム機
材（百万円） 

紙・紙加工品
（百万円） 

その他
（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 
 5,747 1,160 1,789 60 8,757  － 8,757

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 0 － － 71 72 (72) －

計  5,748 1,160 1,789 131 8,829 (72) 8,757

営業利益（又は営業

損失） 
 87 △41 △4 40 82  0 83

事業区分 主要な商品及び役務

情報・印刷・産業システム機材 

電子メディア・マイクロフィルム総合システムの機器・材料・情報処理サー

ビスと保守 

印刷システム・ＩＰＳ（名刺・ハガキ印刷）システム・産業用検査の機器・

材料と保守 

金融汎用・選挙システム機材 貨幣処理・選挙・セキュリティシステムの機器及び関連機材と保守 

紙・紙加工品 印刷・出版・情報・事務用紙、紙器用板紙、特殊紙、紙加工品 

その他 不動産の賃貸業・リース業・損害保険代理業・人材事業 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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 該当事項はありません。 

   

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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