
平成 21 年 4 月 30 日 

各      位 

会 社 名  三浦印刷株式会社 

代表者名  代表取締役社長 三浦 久司 

（コード番号７９２０ 東証第２部） 

問合せ先  常務取締役管理本部長 北岡 一男 

（TEL.03－3632－8161） 

投資有価証券評価損の計上及び繰延税金資産の取崩し並びに            

通期業績予想との差異、剰余金の配当に関するお知らせ 

     当社は、平成 21 年３月期において、減損処理による投資有価証券評価損の計上及び繰延税金資産の取

崩しをいたしましたので、その概要をお知らせするとともに、平成 21 年１月 30 日に公表いたしました平

成 21年３月期の通期業績予想との差異並びに剰余金の配当について、下記のとおりお知らせいたします。 

記 

１．投資有価証券評価損の計上について 

「その他有価証券」に区分される保有有価証券のうち、時価が著しく下落し、その回復があると認められ

ないものについて、平成 21 年３月期において減損処理による投資有価証券評価損を計上しております。 
平成 21 年３月期における投資有価証券評価損 

 個別 連結 

(Ａ)平成 21 年３月期第４四半期会計期間（平成 21 年１月１日から平成

21 年３月 31 日まで）の投資有価証券評価損の総額（＝イ－ロ） 
  137 百万円 137 百万円

(イ)平成 21 月３月期（平成 20 年４月１日から平成 21 年３月 

31 日まで）の投資有価証券評価損の総額 
208 百万円 208 百万円

(ロ)直前四半期（平成 21 年３月期第３四半期）累計期間 

（平成 20 年４月１日から平成 20 年 12 月 31 日まで）の 

投資有価証券評価損の総額 

71 百万円 71 百万円

※四半期における投資有価証券の評価方法は、洗替方式を採用しております。 

※当社の決算期末は、３月 31 日です。 

○純資産額・経常利益額・当期純利益額に対する割合 

 個別 連結 

(Ｂ)平成 20 年３月期末の純資産額   8,607 百万円 8,805 百万円 

 （Ａ／Ｂ×１００） 1.6％ 1.6％ 

 （イ／Ｂ×１００） 2.4％ 2.4％ 

(Ｃ) 近５事業年度の経常利益の平均額 492 百万円 622 百万円 

 （Ａ／Ｃ×１００） 27.8％ 22.0％ 

 （イ／Ｃ×１００） 42.3％ 33.4％ 

(Ｄ) 近５事業年度の当期純利益の平均額 158 百万円 226 百万円 

 （Ａ／Ｄ×１００） 86.7％ 60.6％ 

 （イ／Ｄ×１００） 131.6％ 92.0％ 

※経常利益及び当期純利益は 近５事業年度の平均額としております。 

２．繰延税金資産の取崩しについて 

当期の業績を踏まえ、繰延税金資産の回収可能性について慎重に検討しました結果、繰延税金資産の一部

を取崩すことといたしました。これにより法人税等調整額（税金費用）を連結決算において 327 百万円、個

別決算において 303 百万円計上しております。 
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３．通期業績予想との差異について 

       （金額の単位：百万円） 

（1）平成 21 年 3 月期通期連結業績予想数値との差異（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

 
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 

前回発表予想（A） 
百万円 
18,600 

百万円
320

百万円
370

百万円 
100 

円 銭
4.20

今回実績（B） 18,065 133 181 △388 △16.30

増減額（B－A） △535 △187 △189 △488 

増減率（％） △2.9 △58.4 △51.1  

(ご参考)前期実績 
(平成２０年３月期) 

20,638 770 784 101 4.26

（2）平成 21 年 3 月期通期個別業績予想数値との差異（平成 20 年４月 1日～平成 21 年３月 31 日） 

 
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 

前回発表予想（A） 
百万円 
16,200 

百万円
270

百万円
370

百万円 
150 

円 銭
6.30

今回実績（B） 15,723 87 191 △325 △13.66

増減額（B－A） △477 △183 △179 △475 

増減率（％） △2.9 △67.8 △48.4  

(ご参考)前期実績 
(平成２０年３月期) 

18,238 675 749 111 4.67

（3）差異の理由 

（連結） 

米国の金融危機を発端とする世界的な景気後退の影響を受け、得意先の広告宣伝費が大幅に抑制され受注

競争が一層激化したことや、株式市場の低迷による投資有価証券評価損の計上、繰延税金資産の取崩し等に

より売上高、営業利益、経常利益、当期純利益とも前回発表予想を下回りました。 

（個別） 

連結業績と同様の要因により、個別業績も前回発表予想を下回りました。 

４．剰余金の配当について 

（1）修正等の理由 

当社の配当政策は、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。しかしながら、当期の配当につきましては、上記の通期業績を踏まえ、

誠に遺憾ながら期末配当金を１株当たり２円50銭に修正させていただきます。 

（2）修正等の内容 

 1 株当たり配当金 

基準日 第 2四半期末 期末 年間 

 

前回予想 

（平成 21年 1 月 30 日発表） 

円 銭 

5.00 

円 銭 

5.00 

円 銭 

10.00 

今回決定額 － 2.50 7.50 

当期実績 5.00 － － 

前期（平成 20 年 3 月期）実績 5.00 5.00 10.00 

 

以  上 


