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

22年3月期第3四半期 11,875 △15.2 △245 ― △252 ― △544 ―
21年3月期第3四半期 13,999 ― 260 ― 317 ― 65 ―

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3四半期 △22.97 ―
21年3月期第3四半期 2.76 ―

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3四半期 18,184 6,378 35.1 270.03
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3四半期  6,378百万円 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  無  
平成22年3月期の１株当たり期末配当金については、現時点では未定であります。 

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  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 15,700 △13.1 △380 ― △420 ― △700 ― △29.63
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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 
・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3四半期 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3四半期  1,124,227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3四半期 23,698,865株 21年3月期第3四半期 23,844,369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、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、厳しい雇用情勢とデフレ基調にあるなど依然として先行き不透明な状況が続いて

おります。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強化のため、昨年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、昨年２月に「全社的コストダウンプロジェクト」を立ち上げ、あらゆる経費を見直し、大胆なコス

ト削減に取り組んでおります。また来期からの中期経営計画及び中長期事業ビジョンを策定するため、本

年１月に「再生プロジェクト」を立ち上げました。  

 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大幅に下落したことや、原材料価格の高止まりなどの影響を受け、当

第３四半期累計期間は売上高118億７千５百万円(前年同期比15.2％減)、営業損失２億４千５百万円(前年

同期は営業利益２億６千万円)、経常損失２億５千２百万円(前年同期は経常利益３億１千７百万円)とな

りました。また、四半期純損失につきましては、工場移転に伴う移転費用や減損損失の計上及び繰延税金

資産の取崩し等により、５億４千４百万円(前年同期は四半期純利益６千５百万円)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102億５千３百万円(前年同期比16.2％減)、営業損失

２億４千８百万円(前年同期は営業利益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消費低迷による稼働率の低

下など厳しい環境の中、不採算駐車場の解約や土地賃借料等のコスト削減による収益回復に努め、売上高

16億２千１百万円(前年同期比7.8％減)、営業利益２百万円(前年同期比75.0％減)となりました。  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ12億７千３百万円の増加となり、

181億８千４百万円となりました。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有形

固定資産及び無形固定資産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14億９千７百万円の増加となり、118億６百万円となりまし

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２億２千４百万円の減少となり、63億７千８百万円となりま

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35.1%となりました。  

（キャッシュ・フローの状況）  

 当第３四半期連結累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10億円の増加とな

り、42億８千１百万円となりました。  

（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、２億６千４百万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損失を計上したものの、減価償却費及び工場移転に伴う減損損失の計

上並びに仕入債務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、５億１千５百万円の支出となりました。  

これは主に、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、12億５千万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）並びに配当金の支払いによるも

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10月26日に公表した業績予想を修正しております。 

 詳細は本日(平成22年１月29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。 

  

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３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,251 2,481

受取手形及び売掛金 2,975 3,071

有価証券 1,029 799

製品 51 84

仕掛品 217 175

原材料及び貯蔵品 50 83

その他 315 405

貸倒引当金 △2 △0

流動資産合計 7,890 7,100

固定資産   

有形固定資産 3,102 3,263

無形固定資産 368 573

投資その他の資産   

投資有価証券 5,507 4,607

その他 1,410 1,466

貸倒引当金 △94 △99

投資その他の資産合計 6,823 5,974

固定資産合計 10,294 9,811

資産合計 18,184 16,911

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,025 1,909

短期借入金 978 1,331

未払法人税等 8 16

賞与引当金 52 207

その他 483 365

流動負債合計 3,549 3,829

固定負債   

社債 1,470 1,470

長期借入金 6,126 4,377

繰延税金負債 206 192

役員退職慰労引当金 446 441

その他 7 －

固定負債合計 8,257 6,480

負債合計 11,806 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 2,275 2,938

自己株式 △392 △360

株主資本合計 6,328 7,023

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 49 △421

評価・換算差額等合計 49 △421

純資産合計 6,378 6,602

負債純資産合計 18,184 16,911

三浦印刷㈱（7920）平成22年３月期　第３四半期決算短信

－ 5 －



(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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 13,999 11,875

売上原価 11,089 9,685

売上総利益 2,909 2,190

販売費及び一般管理費 2,649 2,435

営業利益又は営業損失（△） 260 △245

営業外収益   

受取利息 7 10

受取配当金 99 80

物品売却益 60 26

その他 26 26

営業外収益合計 194 144

営業外費用   

支払利息 127 144

その他 9 6

営業外費用合計 136 150

経常利益又は経常損失（△） 317 △252

特別利益   

有形固定資産売却益 10 0

投資有価証券売却益 11 17

貸倒引当金戻入額 2 1

特別利益合計 24 18

特別損失   

減損損失 － 134

固定資産除売却損 41 15

投資有価証券売却損 2 －

投資有価証券評価損 71 0

会員権評価損 － 0

工場移転費用 － 81

貸倒引当金繰入額 － 0

賃貸借契約解約損 2 －

特別損失合計 118 233

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（△）

224 △466

法人税、住民税及び事業税 6 6

法人税等調整額 152 71

法人税等合計 158 77

四半期純利益又は四半期純損失（△） 65 △544
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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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

224 △466

減価償却費 484 436

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） △175 △154

受取利息及び受取配当金 △107 △91

支払利息 127 144

売上債権の増減額（△は増加） 783 95

たな卸資産の増減額（△は増加） 234 21

仕入債務の増減額（△は減少） △261 115

その他 94 △9

小計 1,414 307

利息及び配当金の受取額 105 89

利息の支払額 △109 △123

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 1,436 264

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

有価証券の償還による収入 － 929

有形固定資産の取得による支出 △226 △143

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 △13 △7

投資有価証券の取得による支出 △182 △503

投資有価証券の売却による収入 1 113

その他 △11 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △418 △515

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 600 800

短期借入金の返済による支出 △1,160 △1,340

長期借入れによる収入 500 2,240

長期借入金の返済による支出 △401 △303

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 △31

配当金の支払額 △226 △112

その他 － △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △701 1,250

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 1,000

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 2,980 4,281
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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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