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１ 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用

電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁を付して

出力・印刷したものであります。 

２ 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四半期

レビュー報告書及び上記の四半期報告書と同時に提出した確認書を末尾に

綴じ込んでおります。 
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１【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１四半期連結会計期間末
(平成22年３月20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12月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,884,584 1,666,170

受取手形及び売掛金 ※3  2,573,899 ※3  2,804,683

商品及び製品 1,759,255 1,646,427

仕掛品 15,441 17,417

原材料及び貯蔵品 572,669 499,852

その他 310,745 362,286

貸倒引当金 △8,227 △9,017

流動資産合計 7,108,368 6,987,821

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,552,268 3,627,958

機械装置及び運搬具（純額） 1,228,717 1,306,380

土地 4,763,766 4,763,766

建設仮勘定 712,219 709,139

その他（純額） 276,121 233,024

有形固定資産合計 ※1  10,533,094 ※1  10,640,269

無形固定資産 340,806 318,593

投資その他の資産   

投資有価証券 1,350,550 1,307,670

その他 1,116,660 1,164,694

貸倒引当金 △37,755 △65,160

投資その他の資産合計 2,429,456 2,407,204

固定資産合計 13,303,356 13,366,068

資産合計 20,411,724 20,353,890

─ 16 ─



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３月20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12月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※3  1,429,393 ※3  953,356

未払金 895,141 1,370,388

未払法人税等 269,556 571,930

返品調整引当金 11,285 31,720

賞与引当金 245,314 62,685

その他 410,032 256,617

流動負債合計 3,260,724 3,246,698

固定負債   

債務保証損失引当金 39,000 39,000

その他 414,972 414,633

固定負債合計 453,972 453,633

負債合計 3,714,696 3,700,331

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,000,000 2,000,000

資本剰余金 199,120 199,120

利益剰余金 14,637,152 14,637,996

自己株式 △38,406 △38,572

株主資本合計 16,797,865 16,798,543

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △46,015 △71,571

為替換算調整勘定 △54,822 △73,412

評価・換算差額等合計 △100,837 △144,984

純資産合計 16,697,028 16,653,559

負債純資産合計 20,411,724 20,353,890
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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：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月21日 
 至 平成21年３月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月21日 
 至 平成22年３月20日) 

売上高 4,257,295 4,359,837

売上原価 1,442,954 1,450,340

売上総利益 2,814,340 2,909,497

販売費及び一般管理費 ※  2,142,329 ※  2,199,038

営業利益 672,010 710,458

営業外収益   

受取利息 689 358

受取配当金 192 192

社宅負担金 7,718 9,511

保険解約差益 25,204 －

その他 10,393 4,753

営業外収益合計 44,198 14,815

営業外費用   

支払利息 362 －

売上割引 74,994 76,532

その他 3 1

営業外費用合計 75,360 76,534

経常利益 640,848 648,739

特別利益   

貸倒引当金戻入額 15,000 4,024

特別利益合計 15,000 4,024

特別損失   

固定資産売却損 － 79

固定資産除却損 746 179

特別損失合計 746 259

税金等調整前四半期純利益 655,101 652,503

法人税、住民税及び事業税 338,612 260,089

法人税等調整額 △50,053 42,239

法人税等合計 288,558 302,328

四半期純利益 366,543 350,175
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月21日 
 至 平成21年３月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月21日 
 至 平成22年３月20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 655,101 652,503

減価償却費 255,301 225,781

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,000 △28,762

賞与引当金の増減額（△は減少） 171,412 182,611

返品調整引当金の増減額（△は減少） 682 △20,434

退職給付引当金の増減額（△は減少） － 303

前払年金費用の増減額（△は増加） 14,549 11,095

受取利息及び受取配当金 △881 △550

支払利息 362 －

為替差損益（△は益） 23,480 68

固定資産売却損益（△は益） － 79

固定資産除却損 746 179

売上債権の増減額（△は増加） 467,006 231,088

たな卸資産の増減額（△は増加） △484,217 △179,295

仕入債務の増減額（△は減少） 516,530 434,541

その他 △151,960 △103,896

小計 1,453,113 1,405,313

利息及び配当金の受取額 982 648

利息の支払額 △362 －

役員退職慰労金の支払額 － △194,441

法人税等の支払額 △696,013 △544,161

営業活動によるキャッシュ・フロー 757,720 667,358

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △499,966 －

投資有価証券の売却による収入 400,000 －

有形固定資産の取得による支出 △344,333 △62,480

有形固定資産の売却による収入 － 253

無形固定資産の取得による支出 △37,189 △73,555

貸付けによる支出 △13,000 △350

貸付金の回収による収入 20,104 5,088

定期預金の預入による支出 － △829

差入保証金の差入による支出 △33,107 △5,935

差入保証金の回収による収入 698 2,642

保険積立金の積立による支出 △2,724 △1,903

保険積立金の解約による収入 62,861 －

その他 △972 △1,533

投資活動によるキャッシュ・フロー △447,629 △138,601

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △8,988 －

自己株式の純増減額（△は増加） △492 65

配当金の支払額 △332,359 △319,878

財務活動によるキャッシュ・フロー △341,840 △319,813

現金及び現金同等物に係る換算差額 △35,111 8,599

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △66,860 217,543

現金及び現金同等物の期首残高 1,010,784 1,666,170

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  943,923 ※  1,883,713
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平成21年４月24日

株式会社ミルボン 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社ミルボンの平成20年12月21日から平成21年12月20日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間

(平成20年12月21日から平成21年３月20日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照

表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。こ

の四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表

に対する結論を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ミルボン及び連結子会社の平成21

年３月20日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

仰星監査法人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  髙  谷  晋  介  印 

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  寺  本     悟  印 

(注) １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 

 



  

平成22年４月30日

株式会社ミルボン 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社ミルボンの平成21年12月21日から平成22年12月20日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間

(平成21年12月21日から平成22年３月20日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成21年12月21日から平成22

年３月20日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及

び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明すること

にある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ミルボン及び連結子会社の平成22

年３月20日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

仰星監査法人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  髙  谷  晋  介  印 

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  寺  本     悟  印 

(注) １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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