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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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 ％

21年3月期第2四半期 9,214 ― 122 ― 159 ― 77 ―
20年3月期第2四半期 10,055 9.5 347 ― 358 ― 16 △88.4

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

21年3月期第2四半期 3.23 ―
20年3月期第2四半期 0.67 ―

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月期第2四半期 19,457 8,415 43.2 352.83
20年3月期 20,863 8,805 42.2 369.14

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  8,415百万円 20年3月期  8,805百万円

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

20年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
21年3月期 ― 5.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 10.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21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  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

通期 19,100 △7.5 500 △35.1 550 △29.8 280 177.2 11.74

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、３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） 

（注）詳細は、３ページ［定性的情報・財務諸表等］４．その他をご覧ください。  

(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 
１.業績予想につきましては、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り予想数値と大きく異なる可能性が
あります。なお、予想数値に関する事項は、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ください。 
２.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14
号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

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月期第2四半期  24,745,848株 20年3月期  24,745,848株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  895,488株 20年3月期  892,795株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  23,851,619株 20年3月期第2四半期  23,927,031株

－ 1 －



当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題を発端とする金融市場の

混乱、株価の下落、原油・素材価格高騰などの影響を受け、景気は後退局面に入りました。  

 印刷業界においては、景気減速に伴う得意先の広告費抑制、受注競争激化による受注単価下落、原材料

価格の上昇、ＩＴ化の進展による紙媒体から電子媒体への代替等により、経営環境は厳しさを増しており

ます。  

  このような環境下において、当社グループは平成20年３月期を初年度とする３ヵ年の中期経営計画「ル

ート2009」を遂行し、引き続き経営基盤の強化を進めております。  

 営業部門では、営業企画部門とデザイン部門を再編したミウラ・コミュニケーション体制のもと、ＰＯ

Ｐ、ノベルティ、Ｓ＆Ｄ（サイン＆ディスプレイ）、ＤＰＳ（データ・プリント・サービス）、ＰＯＤ

（プリントオンデマンド）、ＧＩＳ（地図情報システム）等を活用した積極的な企画提案型営業を行って

おります。また、本年７月にWebシステム開発に強みを持つ㈱ケイビーエムジェイと資本・業務提携を実

施し、印刷物とＩＴを融合させたクロスメディア型提案力の強化を推進しております。  

 一方製造部門では「Miura Production System（MPS:三浦生産方式）」による徹底した製造工程の合理

化・効率化を継続し、さらにＣＭＳ（カラーマネジメントシステム）を構築することにより製造原価低減

及び品質向上を図ってまいりました。また、各工程で品質管理体制の見直しを行い、品質の一層の安定・

向上を図っております。  

 しかしながら、得意先の広告費抑制に伴う受注競争の激化と原材料価格の上昇等により、当第２四半期

累計期間は売上高92億１千４百万円(前年同期比8.4％減)、営業利益１億２千２百万円(前年同期比64.8％

減)、経常利益１億５千９百万円(前年同期比55.6%減)、四半期純利益は７千７百万円(前年同期比381.3%

増)となりました。  

 当社グループの印刷事業につきましては、売上高80億３千５百万円、営業利益１億２千４百万円となり

ました。一方、連結子会社㈱ミウラクリエイトが運営しております駐車場事業等につきましては、企業間

の競争激化や地代の値上がり、ガソリン価格高騰に伴う乗用車の乗り控え等により、売上高11億７千８百

万円、営業損失１百万円となりました。  

 なお、前年同期比は参考として記載しております。 

当第２四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ14億６百万円の減少となり、194億５千７百万円

となりました。これは主に、受取手形及び売掛金と投資有価証券の減少等によるものであります。  

 負債の部では、前連結会計年度末に比べ10億１千６百万円の減少となり、110億４千２百万円となりま

した。これは主に、短期借入金の減少等によるものであります。  

 純資産の部では、前連結会計年度末に比べ３億９千万円の減少となり、84億１千５百万円となりまし

た。これは主に、その他有価証券評価差額金の減少等によるものであります。  

（キャッシュ・フローの状況）  

 当第２四半期末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ３億円の増加となり、29億６

千５百万円となりました。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動によるキャッシュ・フローは９億９千２百万円の収入となりました。  

 これは主に、減価償却費及び売上債権の減少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）  

 投資活動によるキャッシュ・フローは２億５千万円の支出となりました。  

 これは主に、有形固定資産の取得によるものであります。  

（財務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・フローは４億４千１百万円の支出となりました。  

 これは主に、短期借入金の返済（純額）及び長期借入金の収入（純額）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
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米国のサブプライムローン問題を発端とする世界経済の低迷や、原油・素材価格の高騰等により景気は

後退局面に入り、印刷業界においても、前述いたしましたとおり引き続き厳しい経営環境が続くものと予

想されます。 

 これに伴い、平成20年４月30日に公表した通期業績予想を修正しております。詳細は平成20年10月24日

に別途開示いたしました、「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。 

  

当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、継続記録による帳簿棚卸を実施しており

ます。 

  

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務

諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四

半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第

９号）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低

下による簿価切下げの方法）に変更しております。  

 また、第１四半期連結会計期間から原材料の評価方法について、最終仕入原価法から移動平均法に

よる原価法に変更いたしました。  

 なお、この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。  

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３

月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員

会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連

結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しておりま

す。 

 なお、リース取引開始日がリース会計基準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。  

 この変更に伴う資産、負債及び損益に与える影響はありません。 

  

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

①四半期財務諸表に関する会計基準

②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

③リース取引に関する会計基準等の適用
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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２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 2,665 2,664 

受取手形及び売掛金 3,418 4,197 

有価証券 499 － 

製品 138 311 

原材料 101 73 

仕掛品 326 230 

その他 638 764 

貸倒引当金 △10 △3 

流動資産合計 7,778 8,237 

固定資産 

有形固定資産 3,411 3,535 

無形固定資産 713 855 

投資その他の資産 

投資有価証券 6,446 6,976 

その他 1,187 1,336 

貸倒引当金 △77 △77 

投資その他の資産合計 7,555 8,234 

固定資産合計 11,679 12,625 

資産合計 19,457 20,863 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 2,151 2,398 

短期借入金 1,275 1,928 

未払法人税等 15 20 

賞与引当金 212 260 

その他 434 594 

流動負債合計 4,089 5,203 

固定負債 

社債 1,470 1,470 

長期借入金 4,404 4,072 

繰延税金負債 645 887 

役員退職慰労引当金 433 426 

固定負債合計 6,953 6,855 

負債合計 11,042 12,058 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,215 2,215 

資本剰余金 2,230 2,231 

利益剰余金 3,523 3,565 

自己株式 △341 △340 

株主資本合計 7,628 7,671 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 786 1,133 

評価・換算差額等合計 786 1,133 

純資産合計 8,415 8,805 

負債純資産合計 19,457 20,863 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

 【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 9,214 

売上原価 7,324 

売上総利益 1,890 

販売費及び一般管理費 1,767 

営業利益 122 

営業外収益 

受取利息 4 

受取配当金 60 

物品売却益 42 

その他 21 

営業外収益合計 129 

営業外費用 

支払利息 85 

その他 6 

営業外費用合計 91 

経常利益 159 

特別利益 

有形固定資産売却益 10 

貸倒引当金戻入額 2 

特別利益合計 13 

特別損失 

固定資産除売却損 33 

投資有価証券売却損 0 

賃貸借契約解約損 2 

特別損失合計 35 

税金等調整前四半期純利益 137 

法人税、住民税及び事業税 4 

法人税等調整額 56 

法人税等合計 60 

四半期純利益 77 
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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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９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 137 

減価償却費 322 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7 

賞与引当金の増減額（△は減少） △47 

受取利息及び受取配当金 △65 

支払利息 85 

売上債権の増減額（△は増加） 778 

たな卸資産の増減額（△は増加） 46 

仕入債務の増減額（△は減少） △247 

その他 △34 

小計 983 

利息及び配当金の受取額 65 

利息の支払額 △82 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 26 

営業活動によるキャッシュ・フロー 992 

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 △181 

有形固定資産の売却による収入 13 

無形固定資産の取得による支出 △10 

投資有価証券の取得による支出 △71 

投資有価証券の売却による収入 1 

その他 △1 

投資活動によるキャッシュ・フロー △250 

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 

短期借入金の返済による支出 △860 

長期借入れによる収入 500 

長期借入金の返済による支出 △261 

自己株式の売却による収入 0 

自己株式の取得による支出 △0 

配当金の支払額 △119 

財務活動によるキャッシュ・フロー △441 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 300 

現金及び現金同等物の期首残高 2,664 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,965 
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

前年同四半期に係る財務諸表 

（1）中間連結損益計算書 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

「参考資料」

前中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 売上高 10,055

Ⅱ 売上原価 7,982

   売上総利益 2,072

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,725

   営業利益 347

Ⅳ 営業外収益

  １．受取利息 4

  ２．受取配当金 51

  ３．賃貸料 4

  ４．雑品売却益 33

  ５．その他 12 106

Ⅴ 営業外費用

  １．支払利息 86

  ２．その他 8 95

   経常利益 358

Ⅵ 特別利益

  １．投資有価証券売却益 0

  ２．その他 0 1

Ⅶ 特別損失

  １．投資有価証券評価損 11

  ２．有形固定資産除売却損 14

  ３．従業員特別退職金 285

  ４．その他 0 310

   税金等調整前中間純利益 49

   法人税、住民税及び事業税 10

   法人税等調整額 22 32

   中間純利益 16
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