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

21年3月期第3四半期 13,999 ― 260 ― 317 ― 65 ―
20年3月期第3四半期 15,379 7.6 586 ― 610 ― 157 2.6

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3四半期 2.76 ―
20年3月期第3四半期 6.60 ―

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3四半期 17,668 7,433 42.1 312.41
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3四半期  7,433百万円 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  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 18,600 △9.9 320 △58.4 370 △52.8 100 △1.0 4.20

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3四半期  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3四半期  950,827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3四半期  23,844,369株 20年3月期第3四半期  23,918,184株
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、米国の金融危機を発端とする世界的な景気後退の影響に

より、株式市場の低迷、原材料価格の大幅な変動、個人消費の低迷、企業の生産・設備投資抑制、雇用情

勢の悪化など、非常に厳しい状況となりました。  

 印刷業界におきましても、原材料価格が上昇するとともに、景気減速による得意先の広告費抑制やＩＴ

化進展に伴う印刷物の減少などにより受注競争が一層激化し、厳しい経営環境が続きました。  

 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、昨年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、同年11月には映像

関連会社の㈱ムーンビームス シネアーツアンドサイエンスと資本・業務提携を実施しました。これらの

提携を活かし、印刷物とＩＴを融合させたクロスメディア型提案力の一層の強化を進めております。  

 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３四半期

累計期間は売上高139億９千９百万円(前年同期比9.0％減)、営業利益２億６千万円(前年同期比55.6％

減)、経常利益３億１千７百万円(前年同期比48.0％減)となりました。また、四半期純利益は投資有価証

券評価損や固定資産除売却損の計上等により、６千５百万円(前年同期比58.6％減)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122億３千９百万円、営業利益２億５千２百万円とな

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高止まり、消費低迷による稼働率の低下等により、売上高17億５千９百万円、営業

利益８百万円となりました。  

 なお、前年同期比は参考として記載しております。  

当第３四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ31億９千５百万円の減少となり、176億６千８百

万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金並びに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18億２千３百万円の減少となり、102億３千５百万円となりま

した。これは主に、短期借入金の減少及びその他有価証券評価差額金の減少等に伴う繰延税金負債の減少

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13億７千２百万円の減少となり、74億３千３百万円となりま

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。この結果、自己資本比率

は42.1％となりました。  

（キャッシュ・フローの状況）  

 当第３四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３億１千６百万円の増加とな

り、29億８千万円となりました。  

（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14億３千６百万円の収入となりました。  

 これは主に、税金等調整前四半期純利益、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４億１千８百万円の支出となりました。  

 これは主に、有形固定資産及び投資有価証券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７億１百万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）及び配当金の支払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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米国の金融危機を発端とする世界的な景気後退の影響が実体経済に波及してきており、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10月24日に公表した通期業績予想を修正しております。詳細は本日(平成21年１

月30日)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３四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３四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,383 2,664

受取手形及び売掛金 3,413 4,197

有価証券 797 －

製品 77 311

原材料 46 73

仕掛品 252 230

その他 624 764

貸倒引当金 △10 △3

流動資産合計 7,584 8,237

固定資産   

有形固定資産 3,336 3,535

無形固定資産 640 855

投資その他の資産   

投資有価証券 5,004 6,976

その他 1,181 1,336

貸倒引当金 △77 △77

投資その他の資産合計 6,108 8,234

固定資産合計 10,084 12,625

資産合計 17,668 20,863

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,137 2,398

短期借入金 1,169 1,928

未払法人税等 11 20

賞与引当金 84 260

その他 489 594

流動負債合計 3,891 5,203

固定負債   

社債 1,470 1,470

長期借入金 4,370 4,072

繰延税金負債 65 887

役員退職慰労引当金 437 426

固定負債合計 6,343 6,855

負債合計 10,235 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 3,393 3,565

自己株式 △354 △340

株主資本合計 7,485 7,671

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △51 1,133

評価・換算差額等合計 △51 1,133

純資産合計 7,433 8,805

負債純資産合計 17,668 20,863
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

当第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) 

売上高 13,999

売上原価 11,089

売上総利益 2,909

販売費及び一般管理費 2,649

営業利益 260

営業外収益  

受取利息 7

受取配当金 99

物品売却益 60

その他 26

営業外収益合計 194

営業外費用  

支払利息 127

その他 9

営業外費用合計 136

経常利益 317

特別利益  

有形固定資産売却益 10

投資有価証券売却益 11

貸倒引当金戻入額 2

特別利益合計 24

特別損失  

固定資産除売却損 41

投資有価証券売却損 2

投資有価証券評価損 71

賃貸借契約解約損 2

特別損失合計 118

税金等調整前四半期純利益 224

法人税、住民税及び事業税 6

法人税等調整額 152

法人税等合計 158

四半期純利益 65
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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) 

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 224

減価償却費 484

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） △175

受取利息及び受取配当金 △107

支払利息 127

売上債権の増減額（△は増加） 783

たな卸資産の増減額（△は増加） 234

仕入債務の増減額（△は減少） △261

その他 94

小計 1,414

利息及び配当金の受取額 105

利息の支払額 △109

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 1,436

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 △226

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 △13

投資有価証券の取得による支出 △182

投資有価証券の売却による収入 1

その他 △11

投資活動によるキャッシュ・フロー △418

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 600

短期借入金の返済による支出 △1,160

長期借入れによる収入 500

長期借入金の返済による支出 △401

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 △13

配当金の支払額 △226

財務活動によるキャッシュ・フロー △701

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） 316

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 2,980
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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 

（要約）四半期連結損益計算書 

 

(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」

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年12月31日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 売上高 15,379

Ⅱ 売上原価 12,170

   売上総利益 3,208

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,622

   営業利益 586

Ⅳ 営業外収益 170

Ⅴ 営業外費用 146

   経常利益 610

Ⅵ 特別利益 1

Ⅶ 特別損失 317

   税金等調整前四半期純利益 293

   法人税等 135

   四半期純利益 157
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