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

22年3月期第3四半期 6,186 8.6 95 6.8 122 54.6 61 ―

21年3月期第3四半期 5,695 ― 89 ― 79 ― △35 ―

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3四半期 8.10 ―

21年3月期第3四半期 △4.55 ―

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3四半期 10,897 6,896 61.9 895.73
21年3月期 11,612 6,948 58.6 883.89

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  6,744百万円 21年3月期  6,799百万円

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  有  
 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

15.00 15.00

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 8,353 △11.4 62 △85.5 100 △79.0 51 △80.8 6.81



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・財務情報等」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。 

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3四半期 8,320,320株 21年3月期  8,320,320株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  790,318株 21年3月期  627,511株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 7,634,168株 21年3月期第3四半期 7,764,338株



  当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、内外の在庫調整の進展及び海外経済の改善を背景とした輸出、

生産の増加等から2008年度末を底に緩やかな回復を続けております。一方、企業収益は輸出の回復やコスト削減効果

等から減少に歯止めがかかりつつあり、設備投資についても企業収益の持ち直しを受けて下げ止まりの兆しも見られ

るようになったものの、依然として低水準に止まっております。また、個人消費につきましては、政策の効果によっ

て持ち直しの動きはあるものの、失業率は依然高水準にあり、雇用・所得面では引き続き厳しい環境でありました。

  このような状況下、当社グループを取り巻く環境の厳しさは格段に増しており、受注実績が伸び悩む局面にありま

したが、当第３四半期連結累計期間では、前第３四半期連結累計期間比で増収増益となりました。 

 当第３四半期連結累計期間の売上高は、6,186百万円(前第３四半期連結累計期間比8.6%増)となりました。 

  利益面では、利益率の低い一連ラインの売上が2,416百万円と前第３四半期連結累計期間比337百万円増加したこと

及び競争激化により利益率は低下したものの、売上高の増加により売上総利益は1,268百万円(同6.3%増)となりまし

た。また、販売費及び一般管理費は、サービス費の増加・本社移転に伴う減価償却費の増加・展示会費用増加等の要

因により、1,173百万円(同6.2%増)となり、営業利益は95百万円(同6.8%増)、投資有価証券評価損が前第３四半期連

結累計期間比45百万円減少したこと等により経常利益は122百万円(同54.6%増)、四半期純利益は、前第３四半期連結

累計期間に年金制度改定損を特別損失として計上したため同97百万円増の61百万円となりました。 

 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３四半期連結累計期間の産業用機械事業は、売上全体では、5,930百万円となりました。このうち充填機が 

 売上高602百万円(前第３四半期連結累計期間比25.6%減)と減少いたしましたが、検査装置の売上高が492百万円(同

  152.0%増)、製剤機の売上高が283百万円(同67.7%増)、一連ラインの売上高が2,416百万円(同16.3%増)、部品の売 

  上高が654百万円(同6.8%増)、包装機の売上高が739百万円(同5.7%増)、定期保守契約等による改造・調整・修理業

 務が741百万円(同3.2%増)と好調に推移したことなどにより、全体としては前第３四半期連結累計期間比646百万円

  (同12.2%)の増加となりました。 

 （２）工業用ダイヤモンド事業 

  当第３四半期連結累計期間における工業用ダイヤモンド事業は、昨年来続いている自動車業界向けの販売落ち込

 みの影響が大きく、売上高188百万円(前第３四半期連結累計期間比43.0%減)となっております。主な内訳は、人 

 造ダイヤ126百万円(同28.9%減)、原石40百万円(同64.6%減)、パウダー20百万円(同37.6%減)となっております。 

 （３）その他事業 

  その他事業は、主に坐薬用包装資材の販売で売上高66百万円(前第３四半期連結累計期間比16.7%減)となってお 

   ります。  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況  

   当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比715百万円減少し、10,897百万円となりまし 

  た。これは、現金及び預金が521百万円、前渡金が234百万円等増加したものの、受取手形及び売掛金が738百万 

  円、長期預金が401百万円、たな卸資産が220百万円等減少したこと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406百万円増加したものの、買掛金及び支払手形が817百万円、未払法人税等159百万円等の減 

  少により前連結会計年度末比662百万円減少し、4,001百万円となりました。純資産合計額は、6,896百万円とな 

  りました。  

 （２）キャッシュ・フローの状況 

   当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末比528百万円 

  増加し、1,207百万円となりました。主な要因は、以下のとおりであります。 

   営業活動の結果、獲得した資金は、316百万円（前第３四半期連結累計期間は367百万円の使用）となりまし 

    た。これは、仕入債務の減少817百万円、法人税等の支払額276百万円、前渡金の増加234百万円等により減少し 

  たものの、税金等調整前四半期純利益121百万円の計上に加えて、売上債権の減少738百万円、前受金の増加406 

  百万円、たな卸資産の減少220百万円等により増加したものであります。     

   投資活動の結果、獲得した資金は、490百万円(前第３四半期連結累計期間比846.1%の増加)となりました。 

    これは、定期預金の預入による支出181百万円、連結子会社である株式会社ウイストの本社建設等での有形固定 

    資産の取得による支出111百万円等により減少したものの、定期預金の払戻しによる収入589百万円、有価証券の

    償還による収入102百万円、投資有価証券の償還による収入100百万円等により増加したものであります。 

   財務活動の結果、使用した資金は、278百万円（同61.7%増）となりました。  

   これは、主として配当金の支払額192百万円及び自己株式の買付82百万円によるものであります。   

  

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



  

  今後の見通しにつきましては、国内では個人消費の息切れや公共事業の大幅な減少等の要因から、一旦は景気の

 減速が見込まれるものの、海外経済の回復を背景とした輸出が下支えとなり、当面は緩やかな回復が継続するもの

 と予想されておりますが、不安定な為替相場やデフレの進展など多くの不安定要因もあり、予断を許さない状況に

 あります。 

  このような環境下、当社グループでは、現下の極めて厳しい受注環境に基づき、業績予想の見直しを行い、平成

 21年５月18日に公表いたしました平成22年３月期通期の連結業績予想及び個別業績予想を修正いたしました。 

  なお、当該予想に関する詳細につきましては、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご

 参照ください。  

   

  

該当事項はありません。  

  

  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

 の額を期間案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。  

  

  該当事項はありません。  

  

  

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



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３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,485,250 963,794

受取手形及び売掛金 3,736,465 4,475,288

有価証券 386,960 306,248

商品及び製品 60,230 69,575

仕掛品 1,118,379 1,324,846

原材料 51,280 56,214

前渡金 629,956 395,856

繰延税金資産 108,301 144,037

その他 168,922 178,939

貸倒引当金 △693 △1,300

流動資産合計 7,745,053 7,913,499

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 337,775 274,130

土地 380,723 380,723

その他（純額） 46,758 103,049

有形固定資産合計 765,256 757,902

無形固定資産 19,023 19,188

投資その他の資産   

投資有価証券 1,465,654 1,519,901

長期貸付金 47,744 51,058

繰延税金資産 269,240 362,664

長期預金 200,000 601,500

その他 386,586 387,912

貸倒引当金 △910 △919

投資その他の資産合計 2,368,315 2,922,115

固定資産合計 3,152,595 3,699,207

資産合計 10,897,648 11,612,707



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,106,389 2,924,131

短期借入金 93,500 95,000

未払法人税等 1,394 161,338

前受金 617,386 210,643

賞与引当金 53,684 96,398

その他 181,515 199,059

流動負債合計 3,053,869 3,686,571

固定負債   

退職給付引当金 331,964 359,297

役員退職慰労引当金 59,729 56,149

長期未払金 536,567 536,567

負ののれん 19,295 25,727

固定負債合計 947,557 977,742

負債合計 4,001,427 4,664,314

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 5,742,914 5,873,388

自己株式 △472,722 △391,137

株主資本合計 6,635,867 6,847,926

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 104,034 △54,062

繰延ヘッジ損益 4,957 5,726

評価・換算差額等合計 108,991 △48,336

少数株主持分 151,361 148,802

純資産合計 6,896,221 6,948,393

負債純資産合計 10,897,648 11,612,707



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 5,695,146 6,186,007

売上原価 4,501,601 4,917,727

売上総利益 1,193,545 1,268,279

販売費及び一般管理費 1,103,951 1,172,548

営業利益 89,594 95,730

営業外収益   

受取利息 32,822 27,745

受取配当金 20,060 20,792

負ののれん償却額 6,431 6,431

為替差益 9,416 1,631

その他 4,146 4,437

営業外収益合計 72,877 61,038

営業外費用   

支払利息 1,022 684

投資有価証券評価損 78,689 32,802

その他 3,506 752

営業外費用合計 83,218 34,239

経常利益 79,253 122,529

特別利益   

賞与引当金戻入額 － 4,434

役員賞与引当金取崩額 12,000 －

その他 － 615

特別利益合計 12,000 5,049

特別損失   

固定資産除却損 － 2,883

退職給付制度改定損 68,522 －

会員権評価損 － 3,250

その他 323 －

特別損失合計 68,846 6,133

税金等調整前四半期純利益 22,407 121,446

法人税、住民税及び事業税 46,418 17,188

法人税等調整額 7,414 40,717

少数株主利益 3,895 1,690

四半期純利益又は四半期純損失（△） △35,321 61,849



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 22,407 121,446

減価償却費 33,143 37,456

負ののれん償却額 △6,431 △6,431

貸倒引当金の増減額（△は減少） △750 △615

賞与引当金の増減額（△は減少） △47,354 △42,713

退職給付引当金の増減額（△は減少） 43,938 △27,333

受取利息及び受取配当金 △52,883 △48,538

支払利息 1,022 684

売上債権の増減額（△は増加） 629,141 738,823

未収入金の増減額（△は増加） － 110,917

前受金の増減額（△は減少） △17,492 406,743

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,350,023 220,744

仕入債務の増減額（△は減少） 354,831 △817,741

前渡金の増減額（△は増加） 120,023 △234,100

その他 △51,894 86,643

小計 △322,322 545,983

利息及び配当金の受取額 51,089 46,791

利息の支払額 △1,424 △684

法人税等の支払額 △95,256 △276,072

営業活動によるキャッシュ・フロー △367,913 316,017

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 △81,800 △181,800

定期預金の払戻による収入 89,900 589,900

有価証券の償還による収入 143,501 102,315

有形固定資産の取得による支出 △62,577 △111,289

有形固定資産の売却による収入 17,116 －

投資有価証券の取得による支出 △235,649 △47,375

投資有価証券の償還による収入 200,000 100,000

その他 △18,641 38,789

投資活動によるキャッシュ・フロー 51,847 490,539

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） 21,000 △1,500

自己株式の取得による支出 △34,401 △82,014

配当金の支払額 △153,532 △192,145

少数株主への配当金の支払額 △5,350 △2,850

その他 － 9

財務活動によるキャッシュ・フロー △172,283 △278,500

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △488,349 528,056

現金及び現金同等物の期首残高 1,900,627 679,894

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,412,278 1,207,950



 該当事項はありません。 

  

         前第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） 

         当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

（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 

  

  

  前第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) 

 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。 

  

 当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

  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。 

  

（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〕

  
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  5,284,110  331,078  79,957  5,695,146  －  5,695,146

（２）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  5,284,110  331,078  79,957  5,695,146  －  5,695,146

営業利益  396,155  38,054  13,893  448,103  (358,509)  89,594

  
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  5,930,685  188,736  66,585  6,186,007  －    6,186,007

（２）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  5,930,685  188,736  66,585  6,186,007  －  6,186,007

営業利益  510,188  10,930  12,038  533,157  (437,426)  95,730

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 

〔所在地別セグメント情報〕



  

  

  

前第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）  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日）  

 （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。 

(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 

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。 

  

  

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  北米 アジア 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  105  169,734  1,167  171,006

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  5,695,146

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占

める割合（％） 
 0.0  3.0  0.0  3.0

  北米 アジア 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  3,199  112,680  2,214  118,095

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  6,186,007

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占

める割合（％） 
 0.1  1.8  0.0  1.9

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記


	㈱ミューチュアル(2773) 平成22年３月期　第３四半期決算短信: ㈱ミューチュアル(2773) 平成22年３月期　第３四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -


