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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 7,564 △17.9 △213 ― △225 ― △497 ―
21年3月期第2四半期 9,214 ― 122 ― 159 ― 77 ―

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

22年3月期第2四半期 △20.98 ―
21年3月期第2四半期 3.23 ―

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

22年3月期第2四半期 18,715 6,587 35.2 278.32
21年3月期 16,911 6,602 39.0 277.83

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  6,587百万円 21年3月期  6,602百万円

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  有  
平成22年3月期の１株当たり期末配当金については未定です。 

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 5.00 ― 2.50 7.50
22年3月期 ― 2.50
22年3月期 

（予想） ― ― ―

3.  平成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 16,500 △8.7 90 △32.3 80 △55.8 △220 ― △9.30
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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、４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） 

(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.上記の通期の業績予想につきましては、平成21年10月26日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり内容を変更しております。 
２.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、４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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 24,745,848株 21年3月期  24,745,848株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,078,055株 21年3月期  983,428株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 23,719,375株 21年3月期第2四半期 23,851,619株

－2－



当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、一部経済指標に底打ちの兆しは見えるものの、企業収益

は未だ回復には至らず、雇用情勢も引き続き戦後最低水準となっております。また、円高による景気の二

番底も懸念されるなど、依然として低調に推移しました。印刷業界におきましても、景気低迷に伴う得意

先企業の広告宣伝費抑制や、ＩＴ化進展によるカタログ・チラシ等印刷物の減少などを受け、極めて厳し

い状況が続いております。 

 このような状況下、当社グループにおきましては、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」のもと、営業部門では企画提案力の強化のため、本年４月に企画・デザイン・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や、印刷とWebを横断する

クロスメディア型提案を積極的に行っております。製造部門におきましては本社工場老朽化に伴う本社工

場機能の移転・集約化を完了し、さらなる生産効率の向上とコストダウンの実現を推進してまいります。

さらに、本年２月に「全社的コストダウンプロジェクト」を立ち上げ、経費をはじめ材料費や外注費など

あらゆるコストの削減に取り組んでおります。 

 しかしながら、景気低迷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や、原材料価格の高止まりなどの影響を受け、当第２四

半期累計期間は売上高75億６千４百万円(前年同期比17.9％減)、営業損失２億１千３百万円(前年同期は

営業利益１億２千２百万円)、経常損失２億２千５百万円(前年同期は経常利益１億５千９百万円)となり

ました。また、四半期純損失については、工場移転に伴う減損損失及び工場移転費用の計上や繰延税金資

産の取崩し等により、４億９千７百万円(前年同期は四半期純利益７千７百万円)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64億８千２百万円(前年同期比19.3％減)、営業損失２

億１千３百万円(前年同期は営業利益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、一部に高速料金の値下げ等により改善の兆しが見

られるものの、企業間の競争激化や消費低迷による稼働率の低下などにより、売上高10億８千２百万円

(前年同期比8.1％減)、営業利益０百万円(前年同期は営業損失１百万円)となりました。 

当第２四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ18億４百万円の増加となり、187億１千５百万円

となりました。これは主に、現金及び預金、有価証券及び投資有価証券の増加と受取手形及び売掛金の減

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18億１千９百万円の増加となり、121億２千８百万円となりま

した。これは主に、長期借入金の増加及び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１千５百万円の減少となり、65億８千７百万円となりまし

た。これは主に、利益剰余金の減少及びその他有価証券評価差額金の増加等によるものであります。この

結果、自己資本比率は35.2%となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して２億２千６百万円

の増加となり、35億８百万円となりました。 

（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、３千９百万円の支出となりました。  

これは主に、減価償却費及び工場移転に伴う減損損失の計上並びに売上債権が減少したものの、税金等調

整前四半期純損失の計上及びたな卸資産が増加したこと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、９億１千万円の支出となりました。  

これは主に、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、11億７千５百万円の収入となりました。  

これは主に、長期借入金の調達による収入及び短期借入金の返済（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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平成22年３月期の通期の業績予想につきましては、最近の業績の動向や経営環境等を踏まえて見直しを

行った結果、平成21年７月31日に公表した業績予想を修正しております。  

 詳細は平成21年10月26日付で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。 

  

該当事項はありません。 

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
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,008 2,481

受取手形及び売掛金 2,957 3,071

有価証券 1,429 799

製品 145 84

仕掛品 321 175

原材料及び貯蔵品 96 83

その他 329 405

貸倒引当金 △2 △0

流動資産合計 8,285 7,100

固定資産   

有形固定資産 3,150 3,263

無形固定資産 437 573

投資その他の資産   

投資有価証券 5,515 4,607

その他 1,420 1,466

貸倒引当金 △94 △99

投資その他の資産合計 6,842 5,974

固定資産合計 10,430 9,811

資産合計 18,715 16,911

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,980 1,909

短期借入金 976 1,331

未払法人税等 12 16

賞与引当金 144 207

その他 830 365

流動負債合計 3,943 3,829

固定負債   

社債 1,470 1,470

長期借入金 5,990 4,377

繰延税金負債 273 192

役員退職慰労引当金 442 441

その他 8 －

固定負債合計 8,184 6,480

負債合計 12,128 10,309

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,215 2,215

資本剰余金 2,230 2,230

利益剰余金 2,381 2,938

自己株式 △382 △360

株主資本合計 6,444 7,023

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 142 △421

評価・換算差額等合計 142 △421

純資産合計 6,587 6,602

負債純資産合計 18,715 16,911
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 9,214 7,564

売上原価 7,324 6,129

売上総利益 1,890 1,434

販売費及び一般管理費 1,767 1,648

営業利益又は営業損失（△） 122 △213

営業外収益   

受取利息 4 6

受取配当金 60 48

物品売却益 42 16

その他 21 14

営業外収益合計 129 85

営業外費用   

支払利息 85 92

その他 6 4

営業外費用合計 91 97

経常利益又は経常損失（△） 159 △225

特別利益   

有形固定資産売却益 10 －

投資有価証券売却益 － 17

貸倒引当金戻入額 2 1

特別利益合計 13 18

特別損失   

減損損失 － 134

固定資産除売却損 33 7

投資有価証券売却損 0 －

会員権評価損 － 0

工場移転費用 － 81

賃貸借契約解約損 2 －

特別損失合計 35 224

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

137 △431

法人税、住民税及び事業税 4 3

法人税等調整額 56 62

法人税等合計 60 66

四半期純利益又は四半期純損失（△） 77 △497
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

137 △431

減価償却費 322 289

減損損失 － 134

工場移転費用 － 81

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7 △2

賞与引当金の増減額（△は減少） △47 △62

受取利息及び受取配当金 △65 △55

支払利息 85 92

売上債権の増減額（△は増加） 778 114

たな卸資産の増減額（△は増加） 46 △221

仕入債務の増減額（△は減少） △247 71

その他 △34 △7

小計 983 3

利息及び配当金の受取額 65 53

利息の支払額 △82 △87

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 26 △7

営業活動によるキャッシュ・フロー 992 △39

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 － △929

有形固定資産の取得による支出 △181 △69

有形固定資産の売却による収入 13 24

無形固定資産の取得による支出 △10 △3

投資有価証券の取得による支出 △71 △53

投資有価証券の売却による収入 1 113

その他 △1 8

投資活動によるキャッシュ・フロー △250 △910

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 300 300

短期借入金の返済による支出 △860 △790

長期借入れによる収入 500 1,940

長期借入金の返済による支出 △261 △192

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 △21

配当金の支払額 △119 △59

その他 － △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △441 1,175

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） 300 226

現金及び現金同等物の期首残高 2,664 3,281

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,965 3,508
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

(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
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