
株主優待
毎年9月30日を基準日に、「株主優待制度」を実施しています。
当社は業績に連動した配当を基本にしておりますが、当社株式への投資魅力を高め、
より多くの方々に中長期的に当社株式を保有していただくことを目的として、
9月30日を基準日とした株主優待制度を導入しています。

対象となる株主様

株主優待の内容
保有株式数

100株以上 1,000株未満

1,000株以上 5,000株未満

5,000株以上

優待の内容

選べる優待品 1,500円相当

選べる優待品 3,000円相当

選べる優待品 5,000円相当

毎年９月30日現在の株主名簿に記載された、当社株式１単元（100株）
以上かつ1年以上継続保有されている株主様を対象といたします。

「オリジナルカタログ」
のお届け時期

毎年１２月上旬に、普通郵便にて「株主優待のご案内（オリジナルカタログ
ギフト及びお申込み専用はがきとセット）」「個人情報保護シール」を同封
した封書をお送りします。

次のとおり、保有株式数に応じて、優待品を贈呈いたします。

制度の概要

※各カタログの内容は変更される場合があります。

毎年4月1日から翌年3月31日まで 

毎年6月中 

毎年3月31日 

毎年9月30日 

電子公告とする。ただし、事故その他
やむを得ない事由により電子公告に
よる公告をすることができない場合は
日本経済新聞に掲載して行う。

事業年度

定時株主総会

期末配当金の受領株主確定日

中間配当金の受領株主確定日

公告方法

株主名簿管理人・ 
特別口座の口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 
三菱UFJ信託銀行株式会社

同連絡先

同取次所
株式関係のお手続き用紙のご請求は、次の三菱UFJ
信託銀行株式会社のインターネットで24時間承ってお
ります。 
インターネットホームページ 
　　　　　　　　  https://www.tr.mufg.jp/daikou/

三菱UFJ信託銀行株式会社 全国本支店

三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
〒541-8502
大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
TEL. 0120-094-777（通話料無料）

※上記取次所においては、特別口座に記録された株式
についてのみお取扱いしております。 特別口座以外
で株式を管理されている株主様は、口座を管理され
ている各証券会社経由でお願いします。

株主メモ

差出有効期限
2020年4月
30日まで
（切手不要）

A-

お電話番号

フリガナ

株主様お名前

株主様ご住所 〒
優待品送付先

株式会社髙島屋　　　　　　　　
法人事業部カタログギフト係　行
（髙島屋　配送センター）　　　

日本郵便株式会社 松本郵便局 私書箱8号

郵便はがき

優待品番号 優待品名

●ご記入いただきました個人情報は、ご希望商品を発送
するためおよびアンケートを集計・分析するためのみ
に使用し、それ以外に個人情報を利用したり、第三者
に提供する事は、一切ございません。また、ご記入い
ただいた個人情報は宝印刷株式会社の「個人情報保護
方針」、「個人情報の取り扱いについて」および株式会
社髙島屋の「プライバシーポリシー」に基づき管理さ
れています。

個人情報の取り扱いについて

（キリトリ）
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ー
チ
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ア
ル

優待品番号 ● A-8

ポルカ テーブルクーラー

クーラーボックスが便利なテーブルに早
変わり。運動会やピクニック、海水浴など
のレジャー場面で活躍します。脚をテー
ブルの裏に収納できます。350mlの缶
が2列で6本セットできます。

サイズ：テーブル使用時 約高さ17×幅49.5×奥行26cm、収納時 約高さ
17×幅20.2×奥行26cm、容量約3.8ℓ、質量約620g
素材：ポリプロピレン、発泡スチロール　生産国：日本製

社会貢献活動団体への寄付

寄付金としてミューチュアルより社会貢献
活動団体に寄付いたします。
※寄付についての領収書・証明書等は発行
いたしかねますので、ご了承ねがいます。

受付時間：9：00～17：00
　　　　（土日・祝日、12月28日～1月5日を除きます。）

お問い合わせ先：株式会社髙島屋　法人事業部カタログギフト係
（髙島屋 配送センター）

0120-183-777フリー
ダイヤル

優待品番号 ● A-9
優待品の代わりに
1,500円 を
寄付金として
お預りします。

1991

優待品番号 ● A-5

スライサーセット

料理の下ごしらえに便利です。プレートを
交換して、スライス・千切り・おろしが簡単
にできます。コンパクトにまとまる収納
ケース付。

セット内容：スライサー、千切り、おろし、安全ホルダー、容器、収納ケース
各1　サイズ：約高さ9×幅26.5×奥行8.5cm、質量約333g（収納時）
素材：プレート本体・収納ケース ABS樹脂、刃 ステンレス鋼、安全ホルダー 
ポリプロピレン、容器 AS樹脂　生産国：日本製

電源/単4乾電池×3付属（モニター用）。9つの
LEDで、強力照射。球切れの心配がないので予備
ランプや常備装備として大活躍します。ストラップが
付いたコンパクトサイズで、携帯用にも便利です。

サイズ：約全長9.2×径2.8cm、質量約60g　素材：アルミニウム合金、
ポリスチレン、ポリエステル　生産国：中国製

LEDトーチⅡ（シルバーorガンメタ）

※お色をお選び下さい。 A-6 シルバー
 A-7 ガンメタ

優待品番号 ● A-6

優待品番号 ● A-7

マネケンベルギーワッフル詰合せ 5個入

日本に初めてベルギーワッフルを紹介したメーカー
です。1986年に1号店をオープンし、今では老若
男女問わず愛される定番スイーツに。1998年に
は、ベルギーと日本の文化交流に貢献したことにつ
いて「ベルギー王国王冠勲章シュバリエ章」を受勲。
当時のベルギー領事からは「本国のワッフルよりお
いしい」と高い評価を受けております。ベルギーの
伝統製法で焼きあげたこだわりのワッフルです。
「豊かなこく」「上品な甘さ」が自慢です。

セット内容：プレーン3個・ココア2個（ワッフルシロップ2個）
賞味期限：製造より常温45日

優待品番号 ● A-1

北海道産小麦粉、国産の自然薯を使用し、
素麺と同じゆっくりと熟成しながら延ばす
製法「手延べ」で仕上げました。昆布といり
こ、小エビを原料とした「いりこ・小エビ出
汁」、「かえし」は小豆島の醤油を使用しま
した。「だし」と「かえし」を合わせるだけで、
本格的な香り高いめんつゆが手軽に作れ
ます。

優待品番号 ● A-2

セット内容：（手延うどん70g・いりこ小エビだし60ml・かえし25ml・
かやく）×3箱　賞味期限：製造より常温365日

自然薯うどん

あけた瞬間パッと華やかに♪ポップでカラフルなステ
ィックケーキ5種類とクッキー4種類が入っています。
濃厚なチョコレートケーキにローストしたクルミが香
ばしいニューヨークブラウニー、京都府産宇治抹茶と
ビターチョコレートのほろ苦い大人のハーモニーを
奏でる抹茶ショコラケーキなど、食べやすい大きさも
手伝ってつい手が止まらなくなる商品です。

内容：オレンジケーキ1個、ミックスベリーケーキ1個、アップルシュトロイゼル1個、抹茶ショコラ
ケーキ1個、ニューヨークブラウニー1個、ショコラクッキー1個、ストロベリークッキー2個、
キャラメルクッキー1個、塩バタークッキー2個　賞味期限：製造より常温90日

キュートセレクション
優待品番号 ● A-4

明治四十三年創業「大阪・難波　自由軒」
の辛口カレーです。１食240gの内容量
で食べ応えがあります。

内容：240g×2袋　賞味期限：製造より常温2年間

「大阪・難波　自由軒」　昔ながらの黒ラベルカレー
優待品番号 ● A-3

09 8 7 7 03料金受取人払郵便

松本
郵便局承認
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受付時間：9：00～17：00
　　　　（土日・祝日、12月28日～1月5日を除きます。）

お問い合わせ先：株式会社髙島屋　法人事業部カタログギフト係
（髙島屋 配送センター）

0120-183-777フリー
ダイヤル

差出有効期限
2020年4月
30日まで
（切手不要）

B-

お電話番号

フリガナ

株主様お名前

株主様ご住所 〒
優待品送付先

株式会社髙島屋　　　　　　　　
法人事業部カタログギフト係　行
（髙島屋　配送センター）　　　

日本郵便株式会社 松本郵便局 私書箱8号

郵便はがき

優待品番号 優待品名

●ご記入いただきました個人情報は、ご希望商品を発送
するためおよびアンケートを集計・分析するためのみ
に使用し、それ以外に個人情報を利用したり、第三者
に提供する事は、一切ございません。また、ご記入い
ただいた個人情報は宝印刷株式会社の「個人情報保護
方針」、「個人情報の取り扱いについて」および株式会
社髙島屋の「プライバシーポリシー」に基づき管理さ
れています。

個人情報の取り扱いについて

（キリトリ）
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セット内容：1kg×3　賞味期限：お早目にお召し上がりください
産地：北海道

卓上味付海苔8切44枚（板のり5.5枚分）×2、卓上わさび味海苔8切44枚（板のり5.5枚分）×2、
卓上焼海苔8切44枚（板のり5.5枚分）×2　賞味期限：常温で300日

仕様：250ｇ×3　賞味期限：常温で2年

セット内容：円相茅乃舎だし(８g×22袋入)、海乃七草味噌汁(9.9ｇ×
4食入)、野菜と卵のスープ(7.0g×4食入)、ギフト箱サイズ縦24.1cm×
横25.9cm×高さ7.7cm

サイズ：約高さ9.5×幅8.5×奥行35.5cm、質量約505g、コード約
2.6m　素材：ABS樹脂　生産国：中国製

セット内容：枕、枕カバー各1　サイズ：約タテ35×ヨコ50×厚み
9cm、質量約350g　素材：枕 綿100％、詰物 ポリエステル100％、
枕カバー 綿100％　生産国：日本製

セット内容：精密ドライバー 3本（No.00、No.0、－1.4mm）、六角棒レンチ8本
（1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0mm）、ドライバービット8本（No.0、No.1、
No.2×2、No.3、－4、－5、－6mm）、段付ビット2本（No.1、No.2）、6.35mm角ソ
ケット8個（4、5、6、7、8、9、10、12mm）、6.35mm角ソケットアダプター、ラチェ
ットドライバーハンドル、カッター S型　サイズ：（収納時）約高さ5×幅22.5×奥行
15.5cm、質量約650g　素材：炭素鋼・ポリエチレン　原産国：台湾製

北海道産　ななつぼし

有明産　海苔詰合せ

〈味の牛たん喜助〉たっぷり牛たんシチュー詰合せ

茅乃舎だしセット

社会貢献活動団体への寄付

ツインバード DC12V電源カークリーナー

西川リビング 洗える肩口フィット枕（カバー付）

パーソナルツールセット

優待品番号 ● B-4

優待品番号 ● B-2

優待品番号 ● B-1

優待品番号 ● B-3

優待品番号 ● B-5

優待品番号 ● B-7

北斗七星のように輝いてほしいと願いを
込めて名付けられました。
冷めてもおいしさが長持ちし、食味も良
いななつぼしはつやがあり、粘り・甘みが
あるのが特長です。
星が美しく輝く北海道の大地でつくられ
たお米です。

有明産の上質な海苔は食卓の名脇役。香
り高い焼海苔と風味豊かな味海苔でお召
しあがりください。

一番人気の茅乃舎だしと、だし・味噌・具材
にこだわったお味噌汁とスープのセット。
〔12月は繁忙期のため商品の発送が遅
れる可能性がございます。〕

電源/DC12V-75W。スイッチ表示スラ
イド式ON/OFF、集塵容量約0.2リット
ル、連続使用時間（約）30分、集じん方法
フィルタ式。車内のシガーソケットに繋い
で使えるDC12Vカー電源タイプ。使い
やすいハンドル。隙間ノズル付。

サイズ表示の“厚み”は、中材の状態によ
り実寸が異なる場合がございます。目安
としてご利用ください。洗濯可（ネット使
用）。

コンパクトサイズのケースに機能を詰め
込んだ工具セット。

寄付金としてミューチュアルより社会貢献
活動団体に寄付いたします。
※寄付についての領収書・証明書等は発行
いたしかねますので、ご了承ねがいます。

優待品番号 ● B-8
優待品の代わりに
3,000円 を
寄付金として
お預りします。

1991

優待品番号 ● B-6

09 8 7 7 03料金受取人払郵便

松本
郵便局承認

牛たんの旨みと野菜の酸味・甘みをブレン
ドした、牛たん専門店ならではのシチュー
です。
選りすぐりの牛たんをじっくりと加圧しな
がら煮込み、旨みたっぷりに仕上げました。
牛たんの風味とブラウンソースの相性も格
別です。
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料金受取人払郵便

差出有効期限
2020年4月
30日まで
（切手不要）

松本
郵便局承認

C-

お電話番号

フリガナ

株主様お名前

株主様ご住所 〒
優待品送付先

株式会社髙島屋　　　　　　　　
法人事業部カタログギフト係　行
（髙島屋　配送センター）　　　

日本郵便株式会社 松本郵便局 私書箱8号

郵便はがき

優待品番号 優待品名

●ご記入いただきました個人情報は、ご希望商品を発送
するためおよびアンケートを集計・分析するためのみ
に使用し、それ以外に個人情報を利用したり、第三者
に提供する事は、一切ございません。また、ご記入い
ただいた個人情報は宝印刷株式会社の「個人情報保護
方針」、「個人情報の取り扱いについて」および株式会
社髙島屋の「プライバシーポリシー」に基づき管理さ
れています。

個人情報の取り扱いについて

（キリトリ）

㈱
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ル

1991

社会貢献活動団体への寄付

寄付金としてミューチュアルより社会貢献
活動団体に寄付いたします。
※寄付についての領収書・証明書等は発行
いたしかねますので、ご了承ねがいます。

受付時間：9：00～17：00
　　　　（土日・祝日、12月28日～1月5日を除きます。）

お問い合わせ先：株式会社髙島屋　法人事業部カタログギフト係
（髙島屋 配送センター）

0120-183-777フリー
ダイヤル

優待品の代わりに
5,000円 を
寄付金として
お預りします。

北海道産の生乳を使用し、ふんわりなめ
らかな食感に仕上げました。
そのままでもおいしくいただけますが、
添付のカラメルソースをかけるとより一
層プリンの味が引き立ちます。

プリン100g×12、カラメルソース×12　賞味期限：冷凍で90日

〈乳蔵〉北海道プリン
優待品番号 ● C-2

セット内容：ロース600g　サイズ：270×210×110　
賞味期限：冷凍で30日　原産地：鹿児島県

優待品番号 ● C-1

鹿児島県産 黒豚しゃぶしゃぶ用
優待品番号 ● C-5

象印 ステンレスフードジャー 0.35ℓ

象印ならではの高い保温力でおいしいが
続くステンレス真空二重構造。まほうび
んの保温・保冷力を活かしたレシピ付。食
材が入れやすく、お手入れもラクな広口
約6.5cm。保温効力（6時間）：57度以
上。保冷効力（6時間）：12度以下。

サイズ：約高さ12.5×幅9×奥行9cm、容量約350mℓ、質量約280g
素材：本体 ステンレス鋼（塗装）、栓 ポリプロピレン　生産国：タイ製

優待品番号 ● C-6

ツインバード サイクロンスティック型 クリーナー（コード付き）

電源/100V-170W。集塵容量0.3ℓ。吸
込仕事率20W。スティックパイプを外して
ハンディでも使える2WAY。紙パック不要
だから経済的。ダストケース丸洗い可。お
部屋のわずかなスペースで収納できる自
立タイプ。スティック時には手元で操作可
能な手元スイッチ付き。

サイズ：約高さ105×幅23×奥行15.5cm、質量約1.5kg、コード約5m
素材：ABS樹脂、ポリプロピレン、アルミニウム　生産国：中国製

電源/単4乾電池×4付属（モニター用）。4人分
の個人データを登録可能。体重・体脂肪率・BMI・
内臓脂肪レベル・判定機能付。気軽に体重管理を
始めたい方に生活空間になじむシンプル＆コン
パクト（雑誌サイズ）。掃除しやすいフラットデザ
イン。最大計量135kg、最小表示100g
（100kg）。ペースメーカーなど医用電気機器を
装着されている方は使用しないでください。

サイズ：約タテ21×ヨコ28.5×厚み2.8cm、質量約1.3kg
素材：耐衝撃性ポリスチレン、ガラス　生産国：中国製

優待品番号 ● C-7

オムロン 体重体組成計 カラダスキャン

セット内容：2kg×3
賞味期限：お早目におめしあがりください。　産地：山形県

山形県産 特別栽培 つや姫

山形県で開発が始まった『つや姫』は、日
本のおいしいお米のルーツ『亀の尾』の
系譜から誕生しました。
甘みがあり、冷めてもおいしいのが特長
です。

優待品番号 ● C-4

地元の市場で競り落としたふぐを下関から
お届けします。
ふぐのぷりぷりとした食感を思う存分お楽
しみください。ふぐちり鍋にぴったりのスー
プやポン酢とセットでご用意しています。

セット内容：ふぐちり360g（シロサバフグ切身160g・トラフグアラ200g）、とら
ふぐ皮100g、ふぐちりスープ300g、ふぐポン酢100ml、もみじおろし10gx3　
賞味期限：冷凍90日　原産国：とらふぐ（国内産・養殖）、シロサバフグ（国内産）

ふぐちり詰合せ
優待品番号 ● C-3

優待品番号 ● C-8

黒豚ならではのコクと甘み。肉本来の旨
みをお楽しみください。
きめ細かい肉質とほのかな甘み、旨みの
濃い脂身が特長の鹿児島県産黒豚。しゃ
ぶしゃぶ用のロースをお届けします。黒豚
ならではのコクのある深い味わいをご賞
味ください。

09 8 7 7 03
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第76期報告書

  – Trading

  – Maintenance

  – Manufacturing

  – Engineering

Engineering Professional

証券コード：2773



マネジメントメッセージ

代表取締役社長

榎本 洋
代表取締役会長

三浦 隆

Management Message

新型コロナウイルス感染症が広がる中、
医薬品業界の生産活動に寄与していく
当社グループの主な取引先は医薬品業界であり、
新型コロナウイルスが蔓延する中においても生産活動をストップすることはできません。
我々は、企業の存在意義の下、医薬品業界の生産活動に寄与してまいります。

新型コロナウイルス感染症により、お亡くなりになられた皆様に謹んでお悔みを申し上げますとともに、
罹患された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
また、医療関係者をはじめとする最前線で対応されている皆様に心より敬意を表します。

には設備投資の抑制傾向は継続しております。こうした中、当社グ

ループは、新たな市場の開拓や仕入れコストの低減、工数削減に

よるオリジナル製品のコストダウンなどに努めてまいりました。

　この結果、売上高は、前期比7.1％増の118億円、利益面におき

ましても、増収効果に加え、原価低減努力により経常利益が前期比

21.2％増の12億53百万円、親会社株主に帰属する当期純利益

が前期比29.2％増の7億60百万円となりました。なお、1株当たり

の配当金につきましては、前期と同額の普通配当25円とさせてい

ただきました（前期は創立70周年の記念配当5円を加え、30円）。

　2021年3月期の売上高予想につきましては、新型コロナウイル

スの影響などもあり、100億円を視野に入れております。

人材を活性化し、新たな市場に挑戦していく
　当社グループが主力とする国内医薬品業界は、成熟化が進み、

今後、新たな統合などにより、顧客数の漸減が予想されます。こう

した中、長期的成長を実現していくために、新市場開拓を含めた3

つの基本路線を定め、継続した取り組みを進めております。

　1つ目の基本路線である「医薬品業界の深掘り」については、当社

グループの中心にあたる同分野で、当社グループにしか提供できな

い製品（オリジナル製品／独占販売の海外製品等）により差別化を

図り、新規顧客の獲得も成し遂げながら、シェアの拡大を図ってまい

ります。2つ目は、「国内新規マーケットの開拓」です。従来、医薬品

業界への依存度が高かった事業に第2の柱、第3の柱を育成してま

いります。既に、化粧品業界への売上高は、約2割の構成比（当期）

を持つようになっておりますが、同分野をさらに伸ばすと同時に、食

品業界など、当社の強みが発揮できる市場に攻勢をかけてまいりま

す。3つ目は、「海外への展開強化」です。海外展示会への出展を推

進し、ミューチュアルブランドの浸透を図っていきます。既に、中国の

複数企業より展示機械についてアプローチもあり、同機械の現地販

売や先方製品の日本への輸入取引などの商談が進展しております。

　一方、基本路線を展開していく上で、要となる基底の施策も強化

しております。最重要となる人材の活性化については、攻めの意識

改革を進める上で、若手社員の登用を推進するとともに、中高年齢

層社員の活性化を図るため、人事制度を見直しております。加えて、

国際的な人材補強の観点より、初めて海外留学生の新卒採用を実

施いたしました。また、差別化や新市場開拓に不可欠となる当社グ

ループにしか扱えない製品の開発・獲得においても、技術力・情報

力の向上に努め、様々な領域で成果を上げております。さらに、攻

めの体制として、“専従”を掲げ、各領域でのプロフェッショナル人

材を育成しております。この一環として、2017年4月に創設した「専

門営業部隊」が存在感を増してきており、各領域の開拓にはこの専

門営業部隊が先頭に立ち、新たな市場の開拓を進めております。

株主還元を経営の重要課題として認識し、
安定配当を目指す
　新型コロナウイルス感染拡大対応により、全世界の経済活動が

大幅に減速しており、先行きの業績進捗に大きな不安が生じており

ます。私共におきましては、医薬品業界が主なお客様であり、その

生産活動が停止することはありませんが、前向きな設備投資案件

が全体的に先送りとなる傾向が強まっております。このような環境

下、2021年3月期の業績につきましては、厳しい予想をしておりま

すが、前年実績に近づけられるよう努めるとともに、安定配当およ

び株主優待制度により、株主様への還元を継続してまいります。

　株主の皆様におかれましては、変化に対応し改革を進めるミュー

チュアルに、今後ともご支援・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上

げます。

従業員の安全確保、感染拡大防止を第一義としながらも、
社会的使命として事業継続を図る
　4月16日に全国に拡大された「緊急事態宣言」が表すように、

新型コロナウイルスの感染は社会・産業界などに大きな影響を与

えております。当社グループの事業においても、その影響は徐々

に深刻化してきております。こうした中、当社グループは、従業員

の健康を守り、感染拡大防止を第一義としながらも医薬品業界を

主たる事業領域とする上で、事業継続にも取り組んでおります。

具体的には、ユーザーから納期の迫った事案やトラブル対応など

の緊急を要する等、早急な対応を要請されている案件は「顧客第

一」とし、その他のものは「社内からの感染絶対防止」を旗頭に、政

府の緊急事態宣言下においては各部署で約8割近い社員を在宅

勤務とし、密集・密接を回避する業務体制を整備してまいりまし

た。また、業務連絡や重要な会議においてもWEB方式を採用す

るなど、ICTを活用し、感染拡大防止に努めております。

　一方、業績面への影響については、2020年３月期は、いくつか

の案件において、検収が得られずに繰越となったものが発生した

ものの、逆に前倒しで検収された案件もあり、連結決算において

は、業績修正をするほどの大きな影響は見られませんでした。しか

しながら、2021年3月期の業績については、現在、多くのユーザー

から訪問差し控えの要請があり、受注活動が停滞しており、期中受

注・期中売上案件に影響が出てくることが懸念されます。このよう

な中で上半期については、繰越受注に支えられた一定レベルの業

績推移が予想されるものの、納品が遅れ気味になる可能性も否め

ず、今後の事業進捗を注意深く見守るとともに、業績に大きな影

響を与える事態が発生した場合には、速やかに株主様にご報告・

ご説明申し上げます。

非常に厳しい環境の中、増収増益を達成。
しかしながら、2021年3月期は予断を許さぬ状況
　2020年3月期の状況につきましては、前期、売上を牽引した化

粧品業界の設備投資需要がやや落ち着きを見せる中、医薬品業

界の売上がこれをカバーし増収となりました。この医薬品業界向

けの増収要因としては、2017年4月の組織改編に伴い新たに創

設いたしました「専門営業部隊」の活動が大きく寄与し、当社オリ

ジナル機械や輸入機械の受注が大きく伸長したことがあげられま

す。しかしながら、業界環境が好転したということではなく、全般的

新型コロナウイルスの影響と主な対策・対応
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経営環境と当期の業績

株主の皆様へのメッセージ

中長期の方向感及び具体的な取り組み
■基本路線



業績ハイライト 株式の状況

財務ハイライト 株式基本情報

大 株 主

所有者別株主分布状況

所有者別株式分布状況

連　結

連　結

連　結

連　結

連　結

連　結

単　体

2019/32016/3 2017/3

12,555

920

956

598

15,100

8,701

7,620

12,219

1,228

1,261

798

13,358

8,694

7,620

2018/3

8,350

369

472

224

13,331

8,846

7,620

11,066

1,005

1,034

589

15,004

9,170

7,620

11,847

1,233

1,253

760

15,632

9,786

7,620

2020/3

売　上　高

（注）2019年3月期の1株当たり配当金につきましては、普通配当25円に
　　 創立70周年の記念配当5円を加えた30円です。

営 業 利 益

経 常 利 益

親会社株主に帰属する当期純利益

総　資　産

純　資　産

発行済株式総数（千株）

単位：百万円

セグメント情報

単位：百万円

合　 計 

金額 前期比

2020/3

産業用機械事業 

 医薬品

 化粧品

 食品

 その他

工業用ダイヤモンド事業

金額

2019/3

10,512

5,881

3,348

481

800

553

11,066

11,385

7,253

2,472

891

768

461

11,847

108.3%

123.3%

73.8%

185.0%

96.0%

83.4%

107.1%

（2020年3月31日現在）

98.7
0.8
0.2
0.2
0.1

持株数 持株比率

有限会社エム・ティ・シー開発
MTC社員持株会
株式会社三井住友銀行
ミューチュアル取引先持株会
株式会社三菱UFJ銀行
三浦　隆
三浦　雅子
豊田　容梨子
森崎　真規子
株式会社立花エレテック

393
348
322
269
264
205
199
174
173
122

千株
千株
千株
千株
千株
千株
千株
千株
千株
千株

6.1
5.4
5.0
4.2
4.1
3.2
3.1
2.7
2.7
1.9

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%

9,801
79
18
19
7

名
名
名
名
名

（注） 株主数及び持株比率は自己株式を控除して計算しております。

発行可能株式総数
発行済株式の総数
　 （うち自己株式数）

株主数

17,000,000 株
7,620,320 株
（1,168,442株）

9,924名

個人
その他国内法人
証券会社
外国法人等
金融機関

70.3
13.7
0.8
0.9

14.3

%
%
%
%
%

453.4
88.5

4.9
5.9

92.4

万株
万株
万株
万株
万株

個人
その他国内法人
証券会社
外国法人等
金融機関

単位：百万円

■ 親会社株主に帰属する当期純利益
1,000

750

500

250

0
2019/3

589

2020/32018/3

224

2017/3

798

2016/3

598

単位： 円

■ 1株当たり配当金
30

20

10

0

30.00

2019/3 2020/3

25.00 25.00

2018/3

単位：百万円

■ 売上高
15,000

10,000

5,000

0
2016/3

12,555

2017/3

12,219

2018/3

8,350

2019/3

11,066 11,847

2020/3
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会社概要 （2020年3月31日現在）

株式会社 ミューチュアル

昭和24年（1949年）2月14日

6億6,970万円

https://www.mutual.co.jp/

（連結）189名　（単体）136名

自動包装機械及び関連機器の設計・
製作・輸出入販売
設備ライン化のための機械設計及び製作
機械器具設置工事
工業用ダイヤモンドの輸入販売

社 名

会 社 設 立

資 本 金

U R L

従 業 員 数

事 業 内 容

役　員 （2020年6月29日現在）

代表取締役会長 兼 CEO

代表取締役社長

取締役 常務執行役員
西日本営業担当 兼 大阪営業部長

取締役 常務執行役員 総務部長

取締役（社外）

取締役（社外）

監査役（常勤）

監査役（社外）

監査役（社外）

補欠監査役（社外）

三 浦

榎 本

川 島

吉 野

日 比 野

野 尻

住 中

北 川

中 西

山 田

　 隆

　 洋

浩 二

尊 文

俊 彦

　 恭

秀 和

和 郎

　 清

美 樹

事業所 （2020年4月1日現在） グループ会社

本社

東京支店

静岡営業所

福岡営業所

富山営業所

大阪技術センター

関東工場

東京技術センター

〒530-0047　大阪市北区西天満一丁目2番5号  大阪JAビル9階
TEL.（06）6315-8613　FAX.（06）6315-8618

〒101-0041　東京都千代田区神田須田町二丁目11番  協友ビル7階
TEL.（03）5296-7071　FAX.（03）5296-0007

〒420-0033　静岡市葵区昭和町10番6号  富士岡第1ビル3階
TEL.（054）255-4471　FAX.（054）255-4472

〒811-3217　福岡県福津市中央二丁目23番14号
TEL.（0940）35-8123　FAX.（0940）35-8124

〒930-0083　富山市総曲輪一丁目5番24号 TAMURA BUILDING5階
TEL.（076）445-5257　FAX.（076）442-3338

〒595-0043　大阪府泉大津市清水町3番36号
TEL.（0725）21-1130　FAX.（0725）21-6970

〒343-0822　埼玉県越谷市西方3129
TEL.（048）987-1751　FAX.（048）987-1752

〒289-1144　千葉県八街市八街ろ55-125
TEL.（043）440-0530　FAX.（043）440-0531

■ 日伊包装株式会社
■ 株式会社ウイスト
■ Mutual (Thailand) Co., Ltd.
■ 三晴精機株式会社
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トピックス 会社情報

展示会

期待の製品群

ネスト式シリンジ・バイアル兼用液体・粉体充填打栓機
当社が新しく開発し、今夏から販売開始予定の「世界で最もコンパクトで
使い易い」ネスト式シリンジ・バイアル兼用液体・粉体充填打栓機です。
兼用機でありながらも、省スペース・高機能を実現し、医薬品製剤研究
所や治験用に最適なモデルです。

第４回 ドリンクジャパン  飲料 液状食品 開発・製造 展
世界各国から214社が出展、15,992人が来場した飲料・液状食品の専門展で、
今回が初めての出展です。
機器は、BOSSAR社（ボサール社）の食品・飲料用スタンドパウチサンプルと動
画、三晴精機の卓上式半自動ラベラー THLの実機出展に加え、「食品、飲料用
スタンドパウチの最新技術」をテーマにセミナーも実施しました。
今後、注力すべき飲料や食品業界の調査が行え、今後の販売促進に極めて有効
な展示会となりました。
　
開催期間：2019/11/27-11/29　開催場所：幕張メッセ

PTP包装機 PRESTA2000
当社オリジナルPTP包装機、PRESTA（プレスタ）の最新モデ
ルで、多品種少量生産に最適な省電力型の機種です。ポケット
部分は、本シリーズが誇る部分加熱方式（特許）を備えており、
一時停止時のフィルムロスを生じない点がユーザーニーズに
マッチしています。

製袋充填シール機 HFFS
スペインのトップ包装機メーカー BOSSAR社（ボサール社）製ス
タンディングパウチの製袋、充填、スパウト溶着、シールを行う一
連機です。対象製品、パウチサイズ、充填量等の多種多様に対応
し、詰め替え用トイレタリー製品を始め医薬品・食品等にも適して
います。スパウトの溶着を含む全工程を一貫して完結する全自動
機であることが、本機の特徴です。




