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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 18,065 △12.5 133 △82.7 181 △76.9 △388 ―
20年3月期 20,638 8.6 770 ― 784 ― 101 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △16.30 ― △5.0 1.0 0.7
20年3月期 4.26 ― 1.1 3.6 3.7

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 16,911 6,602 39.0 277.83
20年3月期 20,863 8,805 42.2 369.14

（参考） 自己資本   21年3月期  6,602百万円 20年3月期  8,805百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 1,570 △401 △552 3,281
20年3月期 1,007 △420 △273 2,664

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 238 234.7 2.5
21年3月期 ― 5.00 ― 2.50 7.50 178 ― 2.3
22年3月期 

（予想） ― 5.00 ― 5.00 10.00 198.0

3.  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） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

8,850 △4.0 75 △38.5 70 △56.0 15 △80.5 0.63

通期 18,360 1.6 270 103.0 270 49.2 120 ― 5.05

－1－



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、18ページ［連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更］をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、27ページ［1株当たり情報］をご覧ください。 

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 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  983,428株 20年3月期  892,795株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 15,723 △13.8 87 △87.1 191 △74.5 △325 ―
20年3月期 18,238 6.0 675 ― 749 ― 111 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △13.66 ―
20年3月期 4.67 ―

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 16,463 6,467 39.3 272.18
20年3月期 20,217 8,607 42.6 360.86

（参考） 自己資本 21年3月期  6,467百万円 20年3月期  8,607百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、上記の業績予想に関する事項は添付資料の３ページをご参照ください。 

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

第2四半期 
累計期間

7,700 △3.9 50 △63.0 70 △65.0 20 △82.0 0.84

通期 16,000 1.8 200 129.9 250 30.9 110 ― 4.63

－2－



（当連結会計年度の概況） 

当連結会計年度におけるわが国経済は、原油価格の大幅な変動、米国発の金融不安などの影響を受

け、非常に厳しい状況となりました。  

 こうした景気の悪化は印刷業界にも影響を与え、原材料価格が高止まりする一方で、得意先企業の広

告宣伝費抑制やＩＴ化進展に伴う印刷物の減少などにより受注競争が激化し、印刷業界を取り巻く環境

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まいりました。  

 昨年４月には、企画提案力の強化を図るため、営業企画部門とデザイン部門をミウラ・コミュニケー

ション体制として統合いたしました。７月には、Webシステム開発系の企業と資本・業務提携を行うこ

とでインターネット分野の増強を行い、印刷とWebを横断するクロスメディア型の企画提案を積極的に

行ってまいりました。また、製造工程の合理化・効率化・標準化を推し進め、品質向上とコスト削減に

取り組んでまいりました。  

 しかしながら、昨秋からの未曾有の景気悪化により、当社の得意先各社においても広告宣伝費が大幅

に抑制されたこと、受注競争の一層の激化により受注単価が下落したことなどの影響を受け、売上が予

想以上に落ち込みました。一方で昨夏の原油価格高騰の影響により印刷用紙を中心に原材料価格が上

昇、依然として高止まりの状況が継続し、収益を圧迫いたしました。  

 この結果、当連結会計年度は、売上高180億６千５百万円(前期比12.5％減)、営業利益１億３千３百

万円(前期比82.7％減)、経常利益１億８千１百万円(前期比76.9％減)となりました。また、当期純損失

については、投資有価証券評価損の計上や繰延税金資産の取崩し等により３億８千８百万円(前期は当

期純利益１億１百万円)となりました。  

 なお、当社グループの印刷事業につきましては、売上高157億５千７百万円（前期比13.9％減）、営

業利益１億２千万円（前期比83.9％減）となっております。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、昨年上半期のガソリン価格の高騰、

消費低迷に伴う乗用車の乗り控え、建設業界不振に伴う工事関連車両の減少等を受け稼働率が低下した

ことなどにより、売上高23億８百万円（前期比1.5％減）、営業利益１千２百万円（前期比50.0％減）

となりました。 

  

（次期の見通し）  

 わが国経済の今後の見通しにつきましては、世界的な経済の減速を背景に、企業収益及び個人消費は

引き続き低調に推移し、景気の低迷が続くと予想されます。印刷業界におきましても、得意先企業の広

告宣伝費抑制・合理化に伴う印刷需要の減退、ＩＴ化進展に伴うカタログ・チラシ等印刷物の減少など

懸念材料が多く、引き続き非常に厳しい経営環境になると予想されます。  

 当社グループはこのような状況に対し、既存顧客との関係強化と新規顧客開拓に注力するとともに、

印刷・Webを横断するクロスメディア型提案や、ＰＯＰ、ノベルティ、サイン＆ディスプレイ（Ｓ＆

Ｄ）、データ・プリント・サービス（ＤＰＳ）、プリント・オンデマンド（ＰＯＤ）、ＧＩＳ（地図情

報システム）等を活用した企画提案に引き続き取り組み、売上拡大を目指してまいります。また、カラ

ーマネジメントシステム（ＣＭＳ）、５Ｓ活動を推進することでの品質向上と、徹底したコスト削減に

よる収益改善を図ってまいります。  

 非印刷事業につきましては、駐車場事業の収益向上に努めるとともに、新分野の事業領域を積極的に

開拓することで、当社グループの企業体質の強化を図り、高収益体質への転換に向けて構造改革に取り

組んでまいります。  

 このような方針のもと、次期の連結業績見通しにつきましては、売上高183億６千万円、営業利益２

億７千万円、経常利益２億７千万円、当期純利益１億２千万円を見込んでおります。  

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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（資産、負債及び純資産の状況） 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ39億５千２百万円の減少となり、169億１千

１百万円となりました。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17億４千９百万円の減少となり、103億９百万円となりまし

た。これは主に、支払手形及び買掛金並びに短期借入金の減少とその他有価証券評価差額金の減少に伴

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22億３百万円の減少となり、66億２百万円となりました。

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。以上の結果、自己資本比率は

39.0％となりました。  

（キャッシュ・フローの状況）  

  当連結会計年度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６億１千６百万円 

 の増加となり、32億８千１百万円となりました。  

 （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15億７千万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４億１百万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５億５千２百万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。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 

※自己資本比率 ： 自己資本／総資産  

 時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産  

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債／営業キャッシュ・フロー  

 インタレスト・カバレッジ・レシオ ： 営業キャッシュ・フロー／利払い  

 １．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。  

 ２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により  

   算出しております。  

 ３．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー  

   を使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払って  

   いるすべての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー  

   計算書の利息の支払額を使用しております。    

(2) 財政状態に関する分析

平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率（%） 46.0 44.6 42.2 39.0

時価ベースの自己資本比率
（%）

40.6 33.7 32.8 33.7

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率（年）

10.9 ─ 7.4 4.6 

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ（倍）

5.5 ─ 5.8 9.4
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当社グループの配当政策は、財務体質と経営基盤の強化を図りながら、株主の皆様に安定的かつ継続

的な利益還元を行うことを基本方針にしております。  

 内部留保資金につきましては、主力事業である商業印刷分野及び拡印刷事業等の充実・拡大のための

設備投資と、新製品・新技術の研究開発及び新規事業展開を図るための投資に優先的に配分し、企業価

値の向上を目指してまいります。  

 なお、当期の配当につきましては、業績と今後の経営環境等を勘案し、誠に遺憾ながら期末配当金を

１株当たり２円50銭とし、既に実施済みの中間配当金５円に加えまして、年間配当金は１株当たり７円

50銭とさせていただく予定です。また、次期の配当につきましては、中間配当金、期末配当金とも１株

当たり５円(年間配当金１株当たり10円)を予定しております。  

  

当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクにつきましては、以下の

ようなものがあります。 

 なお、文中における将来に関する事項につきましては、当連結会計年度末現在において、当社グルー

プが判断したものであります。 

①受注単価の変動 

   商業印刷物の受注は景気の動向に左右される傾向が強く、受注単価も変動いたします。 

  印刷業界におきましては、競争激化による受注単価下落が継続し、依然として厳しい経営環境 

  が続くものと思われます。 

 ②用紙価格の変動 

   印刷の主要材料であります用紙の単価が上昇し、得意先に対して価格転嫁ができない場合 

  には、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ③特定取引先への依存 

   当社グループは、いくつかの特定取引先の売上に占める割合が高い傾向にあります。 

  このような取引先との関係が強みであると考えておりますが、今後特定取引先の経営成績や 

  取引方針によっては業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ④売上債権 

   当社グループでは与信管理の強化に努めておりますが、得意先の倒産などによる貸倒れが 

  生じた場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

 ⑤顧客情報管理 

   当社グループは事業の一環として、製品情報や顧客リストなど得意先の機密情報をお預かり 

  しております。 

   当社はプライバシーマークを取得しており「情報を保護する」という個人情報保護マネジメ 

  ントシステム(ＰＭＳ)を全社員が遵守しておりますが、万一、情報が漏洩した場合には、 

  企業としての信頼や得意先を失い、事業活動に影響を及ぼす可能性があります。 

 ⑥災害の発生 

   製造設備等の主要施設には防火や耐震対策等を実施しておりますが、災害等により物流の断 

  絶など社会インフラに重大な被害を受け、臨機応変な生産体制が維持できない場合には、業績 

  に影響を及ぼす可能性があります。 

  

 最近の有価証券報告書（平成20年６月27日提出）における「事業の内容（事業系統図）」及び「関係会社

の状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

2. 企業集団の状況
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当社グループは、ステークホルダーとして投資家・債権者・顧客・従業員を考えておりますが、全従

業員がより共有できる経営理念を確立し、一致団結により強固な企業体質を構築する企業風土を作るた

め、「全従業員の物心両面の幸福を追求するとともに、お客様に心から満足いただける製品・サービス

を提供し、明日の豊かな社会づくりに貢献する」を経営理念とし、「お客様第一主義」「スピーディな

変化への対応」「知恵の創出」「社会貢献」を行動指針としております。 

 この経営理念・行動指針のもと、当社グループは商業印刷及びその周辺事業を核としながら、事業領

域の拡大と新たな利益創出に取り組み、お客様をはじめとするすべてのステークホルダーに、心から喜

んでいただけるサービスを提供することを目指しております。 

当社グループは、平成21年４月30日に公表した「中期経営計画「ルート2009」の修正について」のと

おり、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」の３年目の計画を下方修正

いたします。急激な経営環境悪化の中においても収益確保を目指して、次の施策に取り組んでまいりま

す。 

①企画提案型営業の強化  

昨年４月に発足した、営業企画部門・デザイン部門からなるミウラ・コミュニケーション体制を発展

させ、平成21年４月にWeb制作部門の統合を行い、コミュニケーション部として再編いたしました。こ

の統合により、部門間の垣根をなくし、企画・デザイン・Webのワンストップサービスによる受注活動

のサポートを行ってまいります。これにより印刷とWebのクロスメディア型提案を積極的に展開するこ

とで、売上拡大を目指してまいります。  

 併せて、今後さらなる伸長が予想されるＰＯＤや、ノベルティ、ＰＯＰ、Ｓ＆Ｄ等の企画提案も引き

続き強化し、受注の拡大を図ってまいります。  

②新営業領域の拡大 

昨年11月、映像技術に強みを持つ企業と資本・業務提携を実施いたしました。法人等が所有する映像

フィルムを中心に、高度な技術で修復・デジタル化を行い、恒久的な保存を可能にするサービスを展開

してまいります。このデジタル・アーカイブサービスと従来の印刷・Webを組み合わせたクロスメディ

ア型サービスも展開し、顧客に対するサービス向上、顧客拡大に努めてまいります。  

 ＩＴ技術を活かしたビジネスへの取り組みとしましては、平成21年３月に、墨田区を中心とした東京

下町の参加型観光サイト「下町めぐり.jp」（http://machimegu.jp）をオープンいたしました。この

Webサイトを当社のＩＴビジネスのモデルとして広く技術を紹介し、Web関連事業の一層の受注拡大に努

めてまいります。  

 また、印刷物等の在庫管理、アッセンブリー、複雑な配送業務などを一連のサービスとしたロジステ

ィクス分野での事業拡大にも取り組んでまいります。  

③生産効率の向上 

当社は、モニター・デジタルプルーフ・印刷機の色のマッチングを行うＣＭＳを構築しております

が、この利点を活かしデジタル校正を推進する「ＤＤＣＰ(ダイレクト・デジタル・カラー・プルーフ)

移行プロジェクト」を進めております。さらに、平成21年４月にネット入稿システム「Miura Net 

Connect」を立ち上げました。これにより、入稿業務の一層の効率化を図ってまいります。また、印刷

機稼働管理システムを導入し、データの分析・活用により作業効率の一層の改善を行ってまいります。 

 業務の効率化、コスト削減に向けた「Miura Production System（ＭＰＳ：三浦生産方式）」につき

ましては、ＩＳＯ９００１の仕組みの中で、各職場の課題への取り組み状況を検証し、改善活動の一層

の発展に取り組んでおります。  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題
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④利益管理体制の見直し 

平成21年２月より「全社的コストダウンプロジェクト」を立ち上げ、徹底した全社的コストダウンの

実施に取り組んでまいります。また、当社にとって最適な部門別採算管理体制を再構築し、部門ごとの

損益管理の徹底、市場変化に即応した利益管理を可能とすることで、収益の向上に努めてまいります。 

⑤事業多角化 

連結子会社㈱ミウラクリエイトにおいて運営しております駐車場事業につきましては、不採算事業地

の見直し、販売促進活動、駐車場周辺の状況把握による稼働率向上に努め、収益重視の取り組みを行っ

てまいります。また、新たな収益の柱となる、新規事業開拓にも引き続き取り組んでまいります。 

⑥企業の社会的責任（ＣＳＲ）への取り組み 

当社グループは、法令や企業倫理の遵守はもちろんのこと、品質保証・環境保全活動・情報保護に全

社を挙げて取り組んでまいります。また、文化支援や地域交流等の社会貢献活動を通じて、社会に対す

る責任と義務を果たしつつ、社会全体のさらなる発展に貢献してまいります。 

三浦印刷㈱（7920）平成21年３月期決算短信

－7－



 

4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 2,664 2,481 

受取手形及び売掛金 4,197 3,071 

有価証券 － 799 

たな卸資産 626 － 

製品 － 84 

仕掛品 － 175 

原材料及び貯蔵品 － 83 

繰延税金資産 349 83 

その他 403 321 

貸倒引当金 △3 △0 

流動資産合計 8,237 7,100 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 4,184 4,211 

減価償却累計額 △2,749 △2,855 

建物及び構築物（純額） 1,434 1,356 

機械装置及び運搬具 3,811 3,742 

減価償却累計額 △3,074 △3,143 

機械装置及び運搬具（純額） 736 599 

工具、器具及び備品 820 793 

減価償却累計額 △640 △670 

工具、器具及び備品（純額） 179 122 

土地 1,185 1,185 

有形固定資産合計 3,535 3,263 

無形固定資産 

営業権 673 442 

その他 182 130 

無形固定資産合計 855 573 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※1, ※2 6,976 ※1, ※2 4,607 

保険積立金 317 318 

前払年金費用 306 366 

繰延税金資産 － 21 

その他 711 760 

貸倒引当金 △77 △99 

投資その他の資産合計 8,234 5,974 

固定資産合計 12,625 9,811 

資産合計 20,863 16,911 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(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 2,398 1,909 

短期借入金 1,928 1,331 

未払法人税等 20 16 

賞与引当金 260 207 

その他 594 365 

流動負債合計 5,203 3,829 

固定負債 

社債 ※1 1,470 ※1 1,470 

長期借入金 4,072 4,377 

繰延税金負債 887 192 

役員退職慰労引当金 426 441 

固定負債合計 6,855 6,480 

負債合計 12,058 10,309 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,215 2,215 

資本剰余金 2,231 2,230 

利益剰余金 3,565 2,938 

自己株式 △340 △360 

株主資本合計 7,671 7,023 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 1,133 △421 

評価・換算差額等合計 1,133 △421 

純資産合計 8,805 6,602 

負債純資産合計 20,863 16,911 
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 20,638 18,065 

売上原価 ※2 16,353 ※2 14,431 

売上総利益 4,284 3,633 

販売費及び一般管理費 ※1, ※2 3,513 ※1, ※2 3,500 

営業利益 770 133 

営業外収益 

受取利息 7 12 

受取配当金 93 106 

物品売却益 72 72 

その他 34 35 

営業外収益合計 208 228 

営業外費用 

支払利息 174 169 

その他 20 10 

営業外費用合計 195 180 

経常利益 784 181 

特別利益 

有形固定資産売却益 ※3 0 ※3 10 

投資有価証券売却益 0 20 

貸倒引当金戻入額 － 0 

特別利益合計 1 31 

特別損失 

固定資産除売却損 ※4 30 ※4 51 

投資有価証券売却損 6 2 

投資有価証券評価損 127 208 

会員権評価損 0 － 

特別退職金 ※5 285 － 

賃貸借契約解約損 ※6 32 ※6 2 

特別損失合計 482 265 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△） 

303 △53 

法人税、住民税及び事業税 10 8 

法人税等調整額 191 327 

法人税等合計 201 335 

当期純利益又は当期純損失（△） 101 △388 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 2,215 2,215 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,215 2,215 

資本剰余金 

前期末残高 2,231 2,231 

当期変動額 

自己株式の処分 － △0 

当期変動額合計 － △0 

当期末残高 2,231 2,230 

利益剰余金 

前期末残高 3,643 3,565 

当期変動額 

剰余金の配当 △179 △238 

当期純利益又は当期純損失（△） 101 △388 

当期変動額合計 △77 △626 

当期末残高 3,565 2,938 

自己株式 

前期末残高 △318 △340 

当期変動額 

自己株式の取得 △21 △21 

自己株式の処分 － 1 

当期変動額合計 △21 △20 

当期末残高 △340 △360 

株主資本合計 

前期末残高 7,771 7,671 

当期変動額 

剰余金の配当 △179 △238 

当期純利益又は当期純損失（△） 101 △388 

自己株式の取得 △21 △21 

自己株式の処分 － 0 

当期変動額合計 △99 △647 

当期末残高 7,671 7,023 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 2,350 1,133 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△1,216 △1,555 

当期変動額合計 △1,216 △1,555 

当期末残高 1,133 △421 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 2,350 1,133 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△1,216 △1,555 

当期変動額合計 △1,216 △1,555 

当期末残高 1,133 △421 

純資産合計 

前期末残高 10,121 8,805 

当期変動額 

剰余金の配当 △179 △238 

当期純利益又は当期純損失（△） 101 △388 

自己株式の取得 △21 △21 

自己株式の処分 － 0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,216 △1,555 

当期変動額合計 △1,316 △2,203 

当期末残高 8,805 6,602 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△） 

303 △53 

減価償却費 660 647 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 19 

賞与引当金の増減額（△は減少） 18 △53 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 15 14 

受取利息及び受取配当金 △101 △119 

支払利息 174 169 

投資有価証券売却益 △0 △20 

投資有価証券評価損 127 208 

有形固定資産売却益 △0 △10 

固定資産除売却損 30 51 

売上債権の増減額（△は増加） △5 1,125 

たな卸資産の増減額（△は増加） △50 283 

未収入金の増減額（△は増加） △6 26 

仕入債務の増減額（△は減少） 36 △489 

前払年金費用の増減額（△は増加） △79 △59 

未払消費税等の増減額（△は減少） 91 △60 

未払費用の増減額（△は減少） △48 △25 

その他 26 △62 

小計 1,189 1,592 

利息及び配当金の受取額 101 119 

利息の支払額 △174 △167 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △109 26 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,007 1,570 

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 △200 △200 

定期預金の払戻による収入 100 200 

有形固定資産の取得による支出 △195 △239 

有形固定資産の売却による収入 1 13 

無形固定資産の取得による支出 △103 △19 

投資有価証券の取得による支出 △361 △291 

投資有価証券の売却による収入 345 136 

その他投資等の増加による支出 △7 △11 

その他投資等の減少による収入 10 6 

その他 △9 3 

投資活動によるキャッシュ・フロー △420 △401 

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 1,190 900 

短期借入金の返済による支出 △560 △1,460 

長期借入れによる収入 1,290 800 

長期借入金の返済による支出 △991 △532 

社債の償還による支出 △1,000 － 

自己株式の取得による支出 △21 △21 

自己株式の売却による収入 － 0 

配当金の支払額 △179 △238 

財務活動によるキャッシュ・フロー △273 △552 

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） 314 616 

現金及び現金同等物の期首残高 2,350 2,664 

現金及び現金同等物の期末残高 2,664 3,281 
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    該当事項はありません。 

 

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 ２社

 連結子会社名 

 ミウラテック㈱ 

 ㈱ミウラクリエイト

(1) 連結子会社の数 ２社

 連結子会社名  

 ミウラテック㈱  

 ㈱ミウラクリエイト

(2) 非連結子会社の名称等

   MIURA USA, INC.

 連結の範囲から除いた理由
  非連結子会社は小規模であり、総

資産、売上高、当期純損益及び利

益剰余金等は、いずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしていな

いため、連結の範囲から除いてお

ります。

(2) 非連結子会社の名称等

   MIURA USA, INC.

 連結の範囲から除いた理由
   同左

２．持分法の適用に関する事

項

非連結子会社 MIURA USA, INC.は、当

期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影

響額が軽微であり、かつ、全体として
も重要性がないため、持分法の適用か

ら除いております。 

   同左 

 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は、連結

決算日と一致しております。

   同左

４．会計処理基準に関する事

項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

 ① 有価証券
   満期保有目的の債券

    償却原価法(定額法)

   その他有価証券

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

 ① 有価証券
   満期保有目的の債券

    同左

   その他有価証券

   時価のあるもの

    決算日の市場価格等に基づく

時価法(評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定
しております。)

   時価のあるもの

    同左

   時価のないもの

    移動平均法による原価法

    なお、投資事業有限責任組合

及びそれに類する組合への出

資（金融商品取引法第２条第

２項により有価証券とみなさ

れるもの）については、直近
の決算書を基礎とし、持分相

当額を純額で取り込む方法に

よっております。

   時価のないもの

    移動平均法による原価法

    

    

 ② たな卸資産

   製品、仕掛品

    個別法による原価法

   原材料、貯蔵品

    最終仕入原価法

 ② たな卸資産

   製品、仕掛品

    個別法による原価法 

 （貸借対照表価額については 

  収益性の低下に基づく簿価 
  切下げの方法）

   原材料、貯蔵品

    移動平均法による原価法 

（貸借対照表価額については 

 収益性の低下に基づく簿価 

 切下げの方法）
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

 ① 有形固定資産

   定率法

なお、平成10年４月１日以降取

得した建物(建物附属設備を除

く)については、定額法を採用

しております。主な耐用年数は

以下のとおりであります。

 建物及び構築物

  30～50年

 機械装置及び運搬具

  ２～15年

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

 ① 有形固定資産

   同左

 

  

 

  

 

 

  

 

  

② 無形固定資産

   定額法

   なお、営業権については５年間

で償却しております。また、自

社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法を採用し

ております。

② 無形固定資産

   同左

  

   

───────────
   

③ リース資産

   所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引のうち、リース取引開

始日が平成20年３月31日以前の

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

会計処理によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

 ① 貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に

回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

 ① 貸倒引当金

  同左 

  

 

 

② 賞与引当金

   従業員に対し支給する賞与に充

当するため、支給見込額のうち

当連結会計年度の負担額を計上

しております。

② 賞与引当金

   同左
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項目

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 ③ 退職給付引当金  

従業員の退職給付に備えるた 

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しておりま

す。 

また、数理計算上の差異は各連

結会計年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(13年)による定額法

により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処

理しております。

      当連結会計年度末においては、

年金資産額が退職給付債務見込

額に未認識数理計算上の差異を

加減した額を超えているため、  

当該超過額を前払年金費用とし

て計上しております。  

なお、過去勤務債務はその発生

時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（３

年）による定額法により按分し

た額を費用処理することとして

おります。 

 ③ 退職給付引当金 

同左

 

  

 

 

 ④ 役員退職慰労引当金

   役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく連結会計

年度末要支給額を計上しており

ます。

 ④ 役員退職慰労引当金

   同左

(4) 重要なリース取引の処理方法

  リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファ

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

に準じた会計処理によっておりま

す。

───────────
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(5) 重要なヘッジ会計の方法

 ① ヘッジ会計の方法

   通貨スワップについて振当処理

の要件を満たしているものは振

当処理を、金利スワップについ

て、特例処理の要件を満たして

いるものは特例処理を行ってお

ります。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

 ① ヘッジ会計の方法

   同左

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象

   ヘッジ手段……金利スワップ、

通貨スワップ

   ヘッジ対象……借入金の利息、

外貨建社債

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象

   同左

 ③ ヘッジ方針

   借入金の支払利息を固定する目

的で金利スワップ取引を行い、

また、為替変動リスクを回避す

る目的で通貨スワップ取引を行

っており、ヘッジ対象の識別は

個別契約ごとに実施しておりま

す。

 ③ ヘッジ方針

   同左

 ④ ヘッジ有効性評価の方法

   ヘッジ手段とヘッジ対象の対応

関係を確認することにより行っ

ております。

 ④ ヘッジ有効性評価の方法

   同左

(6) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

(6) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

  消費税等の処理方法 

   税抜方式によっております。

  消費税等の処理方法 

   同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

該当事項はありません。    同左  

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

該当事項はありません。    同左

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金(現金及び現金同等物)は、手許

現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に満期日または

償還期限の到来する短期的な投資から

なっております。

   同左
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

【会計処理の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

──────────────
(1)棚卸資産の評価に関する会計基準の適用  

 「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）を当

連結会計年度から適用し、評価基準については、原価法

から原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に

よる簿価切下げの方法）に変更しております。この変更

に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

  

(2)リース取引に関する会計基準等の適用  

 「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）を当連結会計年度から適用し、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。  

【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(連結損益計算書) 

前連結会計年度において区分掲記していた営業外収益

の「賃貸料」(当連結会計年度９百万円)は営業外収益

の総額の10/100以下となったため、当連結会計年度よ

り「その他」に含めて表示しております。 
  

(連結貸借対照表)  

財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20年

８月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前

連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記され

たものは、当連結会計年度から「製品」「仕掛品」「原
材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連

結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「製品」「仕掛

品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ311百万円、230

百万円、84百万円であります。

【追加情報】

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日  
  至 平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日  
  至 平成21年３月31日)

──────────────
（原材料及び貯蔵品の評価方法） 

 当連結会計年度から原材料及び貯蔵品の評価方法につい

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。これは、「棚卸資産の評価に関する会計基準」の

適用に伴い、原材料及び貯蔵品について受払管理の方法を改

良して最終仕入原価法から移動平均法に変更したためであり

ます。この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

（耐用年数の見直し）  

 当連結会計年度からデジタル印刷システム設備について

は、法人税法の改正による法定耐用年数の短縮に伴い、耐用

年数の短縮を行っております。この変更に伴う損益に与える

影響は軽微であります。
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                                            （単位 百万円） 

 
  

                                                    （単位 百万円） 

 
  

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

 

 

※１．担保に供している資産及び担保付債務

投資有価証券 1,547

    上記の担保資産に対する債務

社債

(うち銀行保証)

1,170

(1,170)

 

 

※１．担保に供している資産及び担保付債務

投資有価証券 979

   上記の担保資産に対する債務

社債

(うち銀行保証)

1,170

(1,170)

 

※２．非連結子会社に対するものは、下記のとおりであ

ります。

投資有価証券(株式) 462
 

 

※２．非連結子会社に対するものは、下記のとおりであ

ります。

投資有価証券(株式) 462
 

(連結損益計算書関係) 

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、下記のとおりであります。

荷造運賃 562

役員報酬・給与諸手当 1,421

賞与引当金繰入額 115

退職給付費用 69

役員退職慰労引当金繰入額 14

減価償却費 308

 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、下記のとおりであります。

荷造運賃 437

役員報酬・給与諸手当 1,533

賞与引当金繰入額 92

退職給付費用 83

役員退職慰労引当金繰入額 15

減価償却費 304

 

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

   費                    160 

※３．有形固定資産売却益の内訳

       機械装置及び運搬具                        0
 

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

   費                            81

※３．有形固定資産売却益の内訳

機械装置及び運搬具 10

 

※４．固定資産除売却損の内訳

項目
金額

除却 売却 計

建物及び構築物 8 0 9

機械装置及び
運搬具

16 ― 16

工具器具
及び備品

4 ― 4

土地 ― 0 0

合計 30 0 30

 

※４．固定資産除売却損の内訳

項目
金額

除却 売却 計

建物及び構築物 9 ─ 9

機械装置及び
運搬具

37  2 40

工具、器具
及び備品

2 ― 2

合計 48 2 51

 

 

※５．平成19年５月11日開催の取締役会において決議 

   された希望退職制度の実施によるものでありま 

   す。

※６．連結子会社における時間貸し駐車場一部閉鎖に 

   伴う賃借契約解約によるものであります。

    

───────────────

※６．  同左
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  
２ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 
  

３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 
減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 
  

３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 24,745,848 ― ― 24,745,848

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 817,228 75,567 ― 892,795

市場買付での取得による増加 70,000株

単元未満株式の買取りによる増加 5,567株

決議 株式の種類
配当金の総額 
（百万円）

１株当たり配当額 
（円）

基準日 効力発生日

平成19年４月27日 
取締役会

普通株式 59 2.50 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年10月30日 
取締役会

普通株式 119 5.00 平成19年９月30日 平成19年12月10日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額 
（百万円）

１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年４月30日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 119 5.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 24,745,848 ― ― 24,745,848

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 892,795 93,336 2,703 983,428

市場買付での取得による増加 84,000株

単元未満株式の買取りによる増加 9,336株

単元未満株式の買増しによる減少 2,703株

決議 株式の種類
配当金の総額 
（百万円）

１株当たり配当額 
（円）

基準日 効力発生日

平成20年４月30日 
取締役会

普通株式 119 5.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年10月30日 
取締役会

普通株式 119 5.00 平成20年９月30日 平成20年12月８日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額 
（百万円）

１株当たり 
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年５月15日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 59 2.50 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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                                            （単位 百万円） 

 
  

  

  前連結会計年度(自平成19年４月１日 至平成20年３月31日) 

 
   (注) １. 事業区分は、製品の種類、性質及び市場の類似性、事業戦略に基づく事業領域との整合性

等に照らし区分しております。 

      ２. 各区分の主な製品 

       (1) 印刷事業・・・・・・各種の製版、印刷、製本加工並びにその製品の販売 

       (2) 駐車場事業等・・・・時間貸し駐車場事業等 

         従来時間貸し駐車場事業を主体とした「その他の事業」をセグメンテーションの 

         区分としておりましたが、駐車場事業の割合が「その他の事業」のほとんどを占 

         め、今後も事業の拡大が見込まれることから、当社グループの事業の実態に合わ 

         せて当連結会計年度より「その他の事業」を「駐車場事業等」に名称変更してお 

         ります。 

         なお、前連結会計年度における駐車場事業等の売上高は1,770百万円であります。 

  

  

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

(平成20年３月31日現在)

現金及び預金 2,664

現金及び現金同等物 2,664

 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

(平成21年３月31日現在)

現金及び預金 2,481

有価証券 799

現金及び現金同等物 3,281

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

印刷事業 

(百万円)

駐車場事業等 

(百万円)

計 

(百万円)

消去又は 

全社 

(百万円)

連結 

(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

 

  売上高

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 外部顧客に

対する売上高
18,294 2,343 20,638 ― 20,638

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高
― ― ― ― ―

計 18,294 2,343 20,638 ― 20,638

営業費用 17,548 2,319 19,867 ― 19,867

営業利益 746 24 770 ― 770

Ⅱ 資産、減価償却費

  及び資本的支出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資産

 

19,596 1,266 20,863 ― 

 

20,863

減価償却費

 

422 

 

237 

 

660 

 

― 

 

660

資本的支出 241 93 334 ― 334
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  当連結会計年度(自平成20年４月１日 至平成21年３月31日) 

（単位 百万円）

 
   (注) １. 事業区分は、製品の種類、性質及び市場の類似性、事業戦略に基づく事業領域との整合性

等に照らし区分しております。 

      ２. 各区分の主な製品 

       (1) 印刷事業・・・・・・各種の製版、印刷、製本加工並びにその製品の販売 

       (2) 駐車場事業等・・・・時間貸し駐車場事業等 

  

     前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 
      当社は、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社を有しないため、該当事項はあり 
     ません。 
     当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 
      当社は、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社を有しないため、該当事項はあり 
     ません。 

  

     前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 
      当社及び連結子会社は、海外売上高がないため、該当事項はありません。 
     当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 
      当社及び連結子会社は、海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

    リース取引関係に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくない 
   と考えられるため開示を省略しております。 

印刷事業 駐車場事業等 計
消去又は 

全社
連結

Ⅰ 売上高及び営業損益

 

  売上高

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 外部顧客に

対する売上高
15,757 2,308 18,065 ― 18,065

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高
― ― ― ― ―

計 15,757 2,308 18,065 ― 18,065

営業費用 15,636 2,295 17,932 ― 17,932

営業利益 120 12 133 ― 133

Ⅱ 資産、減価償却費

  及び資本的支出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資産

 

15,854 1,057 16,911 ― 
 

16,911

減価償却費

 

410 237 647 ― 

 

647

資本的支出 103 7 111 ― 111

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高

(リース取引関係)
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前連結会計年度(自平成19年４月１日 至平成20年３月31日) 

役員及び個人主要株主等 
  

 
(注) １．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

近隣の地代を参考にした価格によっております。 

３．当社役員及びその近親者が議決権の100％を直接保有しております。 

  

当連結会計年度(自平成20年４月１日 至平成21年３月31日) 

役員及び個人主要株主等 
  

 
(注) １．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

近隣の地代を参考にした価格によっております。 

３．当社役員及びその近親者が議決権の100％を直接保有しております。 

  

(関連当事者情報)

属性 会社名 住所
資本金 

(百万円)

事業の 

内容

議決権等の 

被所有割合 

(％)

関係内容
取引の 

内容

取引金額 

(百万円)
科目

期末残高 

(百万円)役員の 

兼任等

事業上 

の関係

役員及びその近

親者が議決権の

過半数を所有し

ている会社

三浦総業

㈱ 

(注)３

東京都 

墨田区
23

不動産 

賃貸業
直接4.69 役員２名

不動産の

賃借

事務所 

賃借 

(注)２

25
差入 

保証金
28

種類 会社名 所在地
資本金 

(百万円)

事業の 

内容

議決権等の 

被所有割合 

(％)

関係内容
取引の 

内容

取引金額 

(百万円)
科目

期末残高 

(百万円)役員の 

兼任等

事業上 

の関係

役員及びその近

親者が議決権の

過半数を所有し

ている会社

三浦総業

㈱ 

(注)３

東京都 

墨田区
23

不動産 

賃貸業
直接4.68 役員２名

不動産の

賃借

事務所  

賃借  

(注)２

25
差入 

保証金
28
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                                                                 (単位 百万円) 

 

(税効果会計関係)

前連結会計年度
（平成20年３月31日）

当連結会計年度
（平成21年３月31日）

 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(流動資産)

   繰延税金資産

賞与引当金損金算入限度超過額 106

税務上の繰越欠損金 221

その他 21

繰延税金資産合計 349

 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(流動資産)

   繰延税金資産

賞与引当金損金算入限度超過額 84

税務上の繰越欠損金 69

その他 19

 繰延税金資産小計 174

評価性引当額 △90

 繰延税金資産合計 83

 

(固定資産)

   繰延税金資産

減価償却費損金算入限度超過額 39

会員権等評価損 88

その他の投資資産評価損 47

投資有価証券評価損 68

役員退職慰労引当金 173

その他 39

 繰延税金資産小計 456

評価性引当額 △396

 繰延税金資産合計 59

 

(固定資産)

   繰延税金資産

貸倒引当金損金算入限度超過額 37

減価償却費損金算入限度超過額 40

会員権等評価損 88

その他の投資資産評価損 47

投資有価証券評価損 22

役員退職慰労引当金 179

その他有価証券評価差額金 172

税務上の繰越欠損金 253

その他 8

 繰延税金資産小計 851

評価性引当額 △829

 繰延税金資産合計 21

(固定負債) (固定負債)

 

  繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 △44

前払年金費用 △124

その他有価証券評価差額金 △777

 繰延税金負債合計 △946

 繰延税金負債の純額 △887
 

  繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 △43

前払年金費用 △149

その他 0

 繰延税金負債合計 △192

 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 法定実効税率 40.7％

 (調整)

 交際費等永久に損金に 

 算入されない項目 4.4％

 受取配当金等永久に益金に 

 算入されない項目 △3.6％

 住民税均等割等 2.8％

 評価性引当額 19.4％

 その他 2.8％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 66.5％

 
 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 法定実効税率 40.7％

 (調整)

 交際費等永久に損金に 

 算入されない項目
△22.6％

 受取配当金等永久に益金に 

 算入されない項目 25.3％

 住民税均等割等 △15.0％

 評価性引当額 △655.4％

 その他 △2.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △629.5％
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１．その他有価証券で時価のあるもの 
(単位 百万円) 

 
(注) その他有価証券で時価のある株式については、前連結会計年度において118百万円、当連結会計年度において

151百万円減損処理を行っております。 
なお、下落率30％以上50％未満の株式については、当社グループの判定基準に従って、回復可能性がないと 
判断したものについては減損処理を行うこととしております。 

  
２．連結会計年度中に売却したその他有価証券 

(単位 百万円) 

 
  
３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

(単位 百万円) 

 
(注) その他有価証券で時価評価されていない非上場株式については、前連結会計年度において9百万円、当連結会計

年度において57百万円減損処理を行っております。 
  
４．満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

(単位 百万円) 

 
  

デリバティブ取引関係に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと
考えられるため開示を省略しております。 

(有価証券関係)

種類

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

取得原価
連結貸借対 
照表計上額

差額 取得原価
連結貸借対 
照表計上額

差額

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの

株式 3,223 5,300 2,077 1,770 2,049 279

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの

株式 1,109 963 △ 146 2,498 1,802 △ 695

その他 144 124 △ 20 182 177 △ 5

小計 1,254 1,088 △ 166 2,681 1,980 △ 701

合計 4,477 6,388 1,911 4,451 4,030 △ 421

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

売却額
売却益の 
合計額

売却損の 
合計額

売却額
売却益の 
合計額

売却損の 
合計額

345 0  6 136 20 2

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

(1) 満期保有目的の債券

  ①社債 2 302

  ②その他 ─ 500

(2) その他有価証券

  非上場株式 584 574

計 587 1,376

種類

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

１年以内
１年超 
５年以内

５年超 
10年以内

10年超 １年以内
１年超 
５年以内

５年超 
10年以内

10年超

社債 ― ― 2 ― 299 ─ 2 ─

その他 ― ― ― ― 500 ─ ─ ─

合計 ― ― 2 ― 799 ─ 2 ─

(デリバティブ取引関係)
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(退職給付関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１．採用している退職給付制度の概要

  当社及び連結子会社は、退職給付制度として主に規

約型確定給付企業年金を採用しております。

  

１．採用している退職給付制度の概要

  当社及び連結子会社は、退職給付制度として主に規

約型確定給付企業年金を採用しております。

  

 

２．退職給付債務に関する事項

(1)退職給付債務 △2,242

(2)年金資産 2,090

(3)未認識数理計算上の差異 459

(4)前払年金費用 306

(5)退職給付引当金 ―

 
 

２．退職給付債務に関する事項

(1)退職給付債務 △2,222

(2)年金資産 1,660

(3)未認識数理計算上の差異 927

(4)前払年金費用 366

(5)退職給付引当金 ―

 

 

３．退職給付費用に関する事項

(1)勤務費用 193

(2)利息費用 66

(3)期待運用収益 △100

(4)数理計算上の差異の費用処理額 17

(5)退職給付費用 176

 
 

３．退職給付費用に関する事項

(1)勤務費用 144

(2)利息費用 56

(3)期待運用収益 △73

(4)数理計算上の差異の費用処理額 52

(5)退職給付費用 180

 

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

   (1)退職給付見込額の期間配分方法
      期間定額基準

(2)割引率 2.5％

(3)期待運用収益率 3.5％

(4)数理計算上の差異の処理年数 13年

     翌連結会計年度より費用処理
 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

   (1)退職給付見込額の期間配分方法
      期間定額基準

(2)割引率 2.5％

(3)期待運用収益率 3.5％

(4)数理計算上の差異の処理年数 13年

     翌連結会計年度より費用処理
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(注) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 
  

該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

１株当たり純資産額 369.14円

 

１株当たり純資産額 277.83円

 

１株当たり当期純利益金額 4.26円

 

１株当たり当期純損失金額 16.30円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。 

（１株当たり当期純損失の算定上の基礎）

 損益計算書上の当期純損失       388百万円

 普通株式に係る当期純損失       388百万円

 普通株式に帰属しない金額の主要な内訳

  該当事項はありません。

 普通株式の期中平均株式数      23,829,411株

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益(百万円) 101 ─

普通株式に係る当期純利益(百万円) 101 ─

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(百万円) ─ ─

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ─

普通株式の期中平均株式数(株) 23,902,015 ─

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜

在株式の概要

――――――――――― ―――――――――――

(重要な後発事象)
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(その他）

生産、受注及び販売の状況

１．生 産 実 績
                                    （単位 百万円）

区     分

前連結会計年度 当連結会計年度

増減金額 前期比（％）

（自 平成19年4月 1日 （自 平成20年4月 1日

  至 平成20年3月31日）   至 平成21年3月31日）

金   額 構成比(％) 金   額 構成比(％)

印刷事業 18,463 100.0 15,521 100.0 △ 2,942 △ 15.9

駐車場事業等 － － － － － －

合   計 18,463 100.0 15,521 100.0 △ 2,942 △ 15.9

（注）１．金額は販売価額で表示しております。

   ２．上記金額には消費税等は含まれておりません。

   ３．駐車場事業等は製造業ではないため、生産高は記載しておりません。

２．受 注 実 績
 （単位 百万円）

区     分

前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成19年4月 1日 （自 平成20年4月 1日

  至 平成20年3月31日）   至 平成21年3月31日）

受注高 受注残高 受注高 受注残高

印刷事業 18,347 1,635 15,289 1,167

駐車場事業等 － － － －

合   計 18,347 1,635 15,289 1,167

（注）１．金額は販売価額で表示しております。

   ２．上記金額には消費税等は含まれておりません。

   ３．駐車場事業等は受注を主とする事業ではないため、受注高及び受注残高は記載しておりません。

３．販 売 実 績
                                    （単位 百万円）

区     分

前連結会計年度 当連結会計年度

増減金額 前期比（％）

（自 平成19年4月 1日 （自 平成20年4月 1日

  至 平成20年3月31日）   至 平成21年3月31日）

金   額 構成比(％) 金   額 構成比(％)

印刷事業 18,294 88.6 15,757 87.2 △ 2,537 △ 13.9

駐車場事業等 2,343 11.4 2,308 12.8 △ 35 △ 1.5

合   計 20,638 100.0 18,065 100.0 △ 2,573 △ 12.5

（注）１．金額は販売価額で表示しております。

   ２．上記金額には消費税等は含まれておりません。
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 2,505 2,190 

受取手形 646 166 

売掛金 3,530 2,884 

有価証券 － 799 

製品 311 84 

原材料 71 － 

仕掛品 228 174 

貯蔵品 11 － 

原材料及び貯蔵品 － 81 

前払費用 75 70 

未収入金 30 16 

繰延税金資産 280 61 

その他 19 14 

貸倒引当金 △3 △0 

流動資産合計 7,709 6,543 

固定資産 

有形固定資産 

建物 3,640 3,662 

減価償却累計額 △2,286 △2,382 

建物（純額） 1,353 1,280 

構築物 147 147 

減価償却累計額 △105 △110 

構築物（純額） 42 37 

機械及び装置 3,567 3,546 

減価償却累計額 △2,887 △2,990 

機械及び装置（純額） 679 556 

車両運搬具 19 16 

減価償却累計額 △15 △14 

車両運搬具（純額） 3 2 

工具、器具及び備品 702 678 

減価償却累計額 △542 △571 

工具、器具及び備品（純額） 159 107 

土地 1,036 1,036 

有形固定資産合計 3,276 3,020 

無形固定資産 

借地権 5 5 

ソフトウエア 155 106 

電話加入権 10 10 

施設利用権 0 0 

無形固定資産合計 172 122 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産 

投資有価証券 6,513 4,144 

関係会社株式 651 651 

長期貸付金 10 8 

関係会社長期貸付金 670 670 

長期前払費用 24 27 

差入保証金 30 29 

保険積立金 317 318 

会員権 240 240 

前払年金費用 306 366 

長期定期預金 － 200 

その他 374 221 

貸倒引当金 △78 △99 

投資その他の資産合計 9,060 6,777 

固定資産合計 12,508 9,920 

資産合計 20,217 16,463 

負債の部 

流動負債 

支払手形 1,210 1,024 

買掛金 1,182 902 

短期借入金 1,240 740 

1年内返済予定の長期借入金 416 379 

未払金 171 37 

未払法人税等 19 15 

未払消費税等 74 25 

未払費用 275 217 

前受金 1 0 

預り金 22 21 

賞与引当金 223 170 

設備関係支払手形 40 36 

その他 3 9 

流動負債合計 4,882 3,581 

固定負債 

社債 1,470 1,470 

長期借入金 3,947 4,314 

繰延税金負債 886 192 

役員退職慰労引当金 423 438 

固定負債合計 6,727 6,414 

負債合計 11,609 9,996 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,215 2,215 

資本剰余金 

資本準備金 554 554 

その他資本剰余金 1,676 1,676 

資本剰余金合計 2,231 2,230 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

土地圧縮積立金 47 47 

償却資産圧縮積立金 16 15 

別途積立金 2,915 2,315 

繰越利益剰余金 389 426 

利益剰余金合計 3,368 2,804 

自己株式 △340 △360 

株主資本合計 7,474 6,889 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 1,133 △421 

評価・換算差額等合計 1,133 △421 

純資産合計 8,607 6,467 

負債純資産合計 20,217 16,463 
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 

製品売上高 18,238 15,723 

売上原価 

製品期首たな卸高 139 311 

当期製品製造原価 14,891 12,599 

製品期末たな卸高 311 86 

たな卸資産評価損 － 4 

売上原価合計 14,719 12,829 

売上総利益 3,518 2,893 

販売費及び一般管理費合計 2,843 2,806 

営業利益 675 87 

営業外収益 

受取利息 20 23 

受取配当金 93 106 

受取賃貸料 50 49 

物品売却益 72 72 

その他 20 22 

営業外収益合計 258 275 

営業外費用 

支払利息 122 126 

社債利息 45 35 

その他 16 8 

営業外費用合計 184 171 

経常利益 749 191 

特別利益 

投資有価証券売却益 0 20 

貸倒引当金戻入額 － 0 

特別利益合計 0 20 

特別損失 

固定資産除売却損 18 16 

投資有価証券売却損 6 2 

投資有価証券評価損 127 208 

会員権評価損 0 － 

特別退職金 285 － 

特別損失合計 438 227 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 311 △15 

法人税、住民税及び事業税 7 6 

法人税等調整額 192 303 

法人税等合計 200 310 

当期純利益又は当期純損失（△） 111 △325 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 2,215 2,215 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,215 2,215 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 554 554 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 554 554 

その他資本剰余金 

前期末残高 1,676 1,676 

当期変動額 

自己株式の処分 － △0 

当期変動額合計 － △0 

当期末残高 1,676 1,676 

資本剰余金合計 

前期末残高 2,231 2,231 

当期変動額 

自己株式の処分 － △0 

当期変動額合計 － △0 

当期末残高 2,231 2,230 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

土地圧縮積立金 

前期末残高 47 47 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 47 47 

償却資産圧縮積立金 

前期末残高 17 16 

当期変動額 

償却資産圧縮積立金の取崩 △1 △0 

当期変動額合計 △1 △0 

当期末残高 16 15 

別途積立金 

前期末残高 2,915 2,915 

当期変動額 

別途積立金の取崩 － △600 

当期変動額合計 － △600 

当期末残高 2,915 2,315 

繰越利益剰余金 

前期末残高 455 389 

当期変動額 

剰余金の配当 △179 △238 

圧縮積立金の取崩 1 0 

別途積立金の取崩 － 600 

当期純利益又は当期純損失（△） 111 △325 

当期変動額合計 △66 36 

当期末残高 389 426 
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    該当事項はありません。 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

利益剰余金合計 

前期末残高 3,436 3,368 

当期変動額 

剰余金の配当 △179 △238 

圧縮積立金の取崩 － － 

別途積立金の取崩 － － 

当期純利益又は当期純損失（△） 111 △325 

当期変動額合計 △67 △564 

当期末残高 3,368 2,804 

自己株式 

前期末残高 △318 △340 

当期変動額 

自己株式の取得 △21 △21 

自己株式の処分 － 1 

当期変動額合計 △21 △20 

当期末残高 △340 △360 

株主資本合計 

前期末残高 7,563 7,474 

当期変動額 

剰余金の配当 △179 △238 

当期純利益又は当期純損失（△） 111 △325 

自己株式の取得 △21 △21 

自己株式の処分 － 0 

当期変動額合計 △89 △584 

当期末残高 7,474 6,889 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 2,350 1,133 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,216 △1,555 

当期変動額合計 △1,216 △1,555 

当期末残高 1,133 △421 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 2,350 1,133 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,216 △1,555 

当期変動額合計 △1,216 △1,555 

当期末残高 1,133 △421 

純資産合計 

前期末残高 9,913 8,607 

当期変動額 

剰余金の配当 △179 △238 

当期純利益又は当期純損失（△） 111 △325 

自己株式の取得 △21 △21 

自己株式の処分 － 0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,216 △1,555 

当期変動額合計 △1,306 △2,140 

当期末残高 8,607 6,467 

(4)【継続企業の前提に関する注記】
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① 代表取締役の異動 

   該当事項はありません。 

  

② その他の役員の異動  

   退任予定取締役  

    取締役技術開発部長   池本 有功（当社顧問就任予定）  

  

  
  

    

  

  

6. その他

(1) 役員の異動（平成21年６月26日付）
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