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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 15,585 △13.7 △465 ― △495 ― △936 ―
21年3月期 18,065 △12.5 133 △82.7 181 △76.9 △388 ―

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 ％ ％ ％

22年3月期 △39.57 ― △14.6 △2.7 △3.0
21年3月期 △16.30 ― △5.0 1.0 0.7

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △1百万円 21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

22年3月期 19,118 6,221 32.5 263.41
21年3月期 16,911 6,602 39.0 277.83

（参考） 自己資本   22年3月期  6,221百万円 21年3月期  6,602百万円

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

22年3月期 73 △531 1,532 4,355
21年3月期 1,570 △401 △552 3,281

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 5.00 ― 2.50 7.50 178 ― 2.3
22年3月期 ― 2.50 ― 0.00 2.50 59 ― 0.9
23年3月期 

（予想）
― 1.50 ― 2.50 4.00 ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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 8,220 8.7 70 ― 40 ― △280 ― △11.85

通期 16,530 6.1 240 ― 190 ― △160 ― △6.77
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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) 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、20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、31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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 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  1,125,669株 21年3月期  983,428株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 13,402 △14.8 △509 ― △488 ― △916 ―
21年3月期 15,723 △13.8 87 △87.1 191 △74.5 △325 ―

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

22年3月期 △38.70 ―
21年3月期 △13.66 ―

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 18,383 6,107 33.2 258.58
21年3月期 16,463 6,467 39.3 272.18

（参考） 自己資本 22年3月期  6,107百万円 21年3月期  6,467百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23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、上記の予想数値に関する事項は、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 7,120 10.0 20 ― 10 ― △300 ― △12.70

通期 14,300 6.7 100 ― 80 ― △250 ― △10.58
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（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、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にあります。

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・チラシなどの減少を受け、極めて厳しい状況が続いております。  

 このような環境下におきまして、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」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

作部門をコミュニケーション部として統合し、企画・デザイン・Webを横断するクロスメディア型提案

を積極的に行ってまいりました。また、新規取引先開拓には、専門部署である営業開発部はもとより、

営業本部一体となり新規取引先獲得に向け注力してまいりました。製造部門では、本社工場老朽化に伴

い、工場機能を移転・集約し、生産工程の効率化とコストダウンに取り組んでまいりました。本社工場

跡地には保有不動産の有効活用として学生寮を建設（平成23年２月竣工予定）し、学生寮運営会社に長

期賃貸することにより安定的な収益の確保を図ってまいります。また、昨年２月には「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まいりまし

た。また平成23年３月期を初年度とする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、得意先各社におきまし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により

厳しい経営状況となりました。  

 この結果、当連結会計年度は、売上高155億８千５百万円(前期比13.7％減)、営業損失４億６千５百

万円(前期は営業利益１億３千３百万円)、経常損失４億９千５百万円(前期は経常利益１億８千１百万

円)となりました。また、工場移転に伴う減損損失及び工場移転費用の計上や、子会社の解散及び清算

を決議したことに伴う投資有価証券評価損の計上等により、当期純損失は９億３千６百万円(前期は当

期純損失３億８千８百万円)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134億３千万円（前期比14.8％減）、営業損

失４億６千２百万円（前期は営業利益１億２千万円）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、不採算駐車場の解約や土地貸借料等のコス

ト削減による収益改善に努めましたが、企業間の競争激化や消費低迷に伴う稼働率の低下などにより、

売上高21億５千４百万円（前期比6.7％減）、営業損失３百万円（前期は営業利益１千２百万円）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、中国を含む新興諸国の高成長に支えられ外需主導で緩や

かに回復しつつあるものの、国内型企業では、政策効果を受けた一部の業界を除き低調に推移してお

り、個人消費も持ち直しつつあるとはいえ、先行きの不透明感を払拭しきれない状況にあります。印刷

業界におきましても、得意先企業の広告宣伝費抑制に伴う印刷需要の減退、ＩＴ化進展によるカタロ

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、平成23年３月期を初年度とする中期経営計画の策定を行い、

収益確保に努めてまいります。印刷事業につきましては、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、印刷周辺の事業領域及び物流を含めた

ロジスティクス分野など、お客様の販促全般をご支援する企画提案に取り組み、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るとともに、最新鋭の両面印刷機を導入することで、より一層

の生産性向上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、収益回復への転換に向けて構造改革に取り組

んでまいります。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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また、収益構造の改善を図るため、本日開示いたしました希望退職者の募集を行うことで構造改革に

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165億３千万円、営業利益２

億４千万円、経常利益１億９千万円、構造改革に伴う特別損失計上により１億６千万円の当期純損失を

見込んでおります。  

  

  （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22億７百万円の増加となり、191億１千８百

万円となりました。これは主に、現金及び預金並びに投資有価証券の増加と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25億８千８百万円の増加となり、128億９千７百万円となり

ました。これは主に、長期借入金の増加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３億８千１百万円の減少となり、62億２千１百万円となり

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32.5%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較して10億７千４百万円の

増加となり、43億５千５百万円となりました。  

（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、７千３百万円の収入となりました。  

これは主に、税金等調整前当期純損失を計上したものの、減価償却費及び子会社の解散に伴う投資有価

証券評価損並びに工場移転に伴う減損損失の計上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、５億３千１百万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支出並びに投資有価証券の売却による収入に

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、15億３千２百万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）並びに配当金の支払いによる

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19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率 （%） 44.6 42.2 39.0 32.5

時価ベースの自己資本比率
（%）

33.7 32.8 33.7 22.6

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率（年）

─ 7.4 4.6 121.4

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ（倍）

─ 5.8 9.4 0.4
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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、主力事業である純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。  

 当期末の配当につきましては、業績と今後の経営環境などを勘案し、誠に遺憾ながら期末配当金を見

送ることとさせていただきました。従いまして年間配当金につきましては、既に実施済みの中間配当金

2円50銭のみとさせていただきます。また、次期の配当につきましては、中間配当金１円50銭、期末配

当金２円50銭の年間配当金１株当たり４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。  

 ⑦財務制限条項 

   当社グループは長期借入金のうち一部について財務制限条項が付されており、当社グループ 

  は事業を営む上でこれを遵守する必要があります。財務制限条項の詳細は21ページ、【連結財 

  務諸表に関する注記事項】（連結貸借対照表関係）※３に記載のとおりであります。万が一当 

  社グループがこれに抵触した場合、当該債務について期限の利益を喪失する可能性がありま 

  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

三浦印刷㈱（7920）平成22年３月期決算短信

－ 5 －



 

当社グループは、三浦印刷㈱(当社)及び子会社３社並びに関連会社１社で構成されております。主な事
業は商業宣伝物を中心とした各種印刷物全般の製造販売を内容とし、さらにクロスメディア化に対応する
事業開発及びその他のサービス等の事業活動を展開しております。 
  当社グループの事業に係る位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。
なお、事業の種類別セグメントと同一の区分であります。 

(1) 印刷事業 

商業印刷物………当社が製造販売しております。 
なお、一部作業工程については、連結子会社ミウラテック㈱が行っております。 

その他……………当社の物流業務については、連結子会社ミウラテック㈱が主として行っておりま
す。 

(2) 駐車場事業等 
連結子会社㈱ミウラクリエイトが当社グループの事業多角化を推進しており、時間貸し駐車場事業等
を行っております。 

  

[事業系統図] 
以上述べた事項を系統図によって示すと次のとおりであります。 

  

 

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、経営ビジョンとして「情報・文化を

事業ドメインとして、お客様に喜びと感動を与え、“信頼度ナンバーワン企業”を目指す」を掲げてお

ります。  

 この経営理念・経営ビジョンに則り、当社グループは平成22年４月１日付の新経営体制のもと、本日

開示いたしました中期経営計画に基づき、経営基盤の整備と業績の回復を実現し、平成23年９月の創業

80周年に向け、成長路線確立のために取り組んでまいります。  

  

当社グループは、本年１月より、業績回復と将来の成長を目指した「再生プロジェクト」をスタート

し、中期経営計画及び中長期事業ビジョン、経営課題と戦略の策定を進めてまいりました。今後、策定

した中期経営計画を実行フェーズに移し、より強固な企業基盤を構築するとともに、大いなる飛躍を目

指し、構造改革を推進すべく、次の施策に取り組んでまいります。  

 ①印刷事業の領域拡大  

   昨年スタートいたしましたSNSサイト「下町めぐり.jp」（http://machimegu.jp）は、順調 

  に会員数を増やし、墨田区内での基盤を築くことが出来ました。この基盤をもとに区内のイベ 

  ント関連、Web連携などのサービスの提供を進めるとともに、この技術を横展開し、各種自治 

  体・団体からの受注に努めてまいります。またインターネットをはじめとする、メディアの多 

  様化への対応とさらなる市場開拓のため、紙への印刷である「純印刷」分野から、POP・ノベ 

  ルティ・Web・ITソリューションなど「拡印刷」分野へ軸足を移してまいります。  

 ②クロスメディア提案体制の確立  

   昨年11月よりスタートいたしました「クロスメディア／ソリューション開発プロジェクト」 

  では、営業部門、企画マーケティング部門、製造部門、クリエイティブ部門、情報システム部 

  門が集結し、組織の枠を超えたコラボレーションを行うことにより、より迅速に、クオリティ 

  の高い提案をお客様に行い、新規取引先開拓を推進するとともに、得意先各社に対しても未開 

  拓領域へ深耕し、売上の拡大を図ってまいります。  

 ③新規取引先の開拓強化  

   当社は永年培ってまいりました高品質な印刷技術と、お客様のニーズにあった「拡印刷分 

  野」への企画提案力により、長期間多くの優良取引先に恵まれておりますが、一方では大口取 

  引先への依存度が高く、やや安定性を欠く営業基盤となっております。これを改善するために 

  も経営の重要課題として新規取引先開拓を今後、強力に推進してまいります。  

 ④生産効率の向上  

   当社が培ってまいりましたＣＭＳ（カラーマネジメントシステム）をもとに、本年３月(社) 

  日本印刷産業機械工業会の「JAPAN COLOR」第１期認証を取得いたしました。この認証を機に 

  さらにお客様の品質へのご期待に応えてまいります。さらに、生産工程のムダ取りを進め、一 

  層のコストダウンを図ることにより、市場競争力を高め、収益の向上を図ってまいります。  

 ⑤事業の多角化  

   連結子会社㈱ミウラクリエイトにて運営しております駐車場事業につきましては、昨年来の 

  自動車業界不振、ガソリン高騰などの影響により、採算の悪化した事業地から撤退したため、 

  前期売上高は減少いたしました。今後は業界の回復傾向を受けて昨年11月より開始いたしまし 

  た駐車場機器レンタル事業にも、より一層注力し、再び拡大路線に転換してまいります。  

   また当社グループの事業は、現状、印刷事業と駐車場事業の２本柱となっておりますが、今 

  後当社グループの成長を展望し、さらなる新規事業開拓が急務と捉え、本年１月より「新規事 

  業プロジェクト」をスタートいたしました。連結子会社㈱ミウラクリエイトに新規事業開発を 

  担当する「企画室」を設け、印刷事業、駐車場事業に次ぐ新たな事業の柱を構築してまいりま 

  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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 ⑥コーポレートガバナンス体制の確立  

   当社グループは、経営環境の変化に迅速・的確に対応できる組織体制づくりと、株主価値を 

  高める公正な経営システムの構築を最重要施策と位置付けており、株主・投資家の皆様のご意 

  見等を経営に迅速に反映させてまいります。今後も、経営内容の透明性を高めるため、独立役 

  員（社外監査役）の設置、内部統制システムの整備・強化とともに、コンプライアンスの充実 

  を図ってまいります。  

 ⑦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。 
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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21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,481 4,055

受取手形及び売掛金 3,071 2,959

有価証券 799 999

製品 84 90

仕掛品 175 206

原材料及び貯蔵品 83 103

繰延税金資産 83 30

その他 321 408

貸倒引当金 △0 △9

流動資産合計 7,100 8,846

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,211 3,919

減価償却累計額 △2,855 △2,665

建物及び構築物（純額） 1,356 1,253

機械装置及び運搬具 3,742 3,394

減価償却累計額 △3,143 △2,905

機械装置及び運搬具（純額） 599 488

工具、器具及び備品 793 692

減価償却累計額 △670 △583

工具、器具及び備品（純額） 122 108

土地 1,185 1,185

リース資産 － 10

減価償却累計額 － △1

リース資産（純額） － 9

建設仮勘定 － 272

有形固定資産合計 3,263 3,317

無形固定資産

営業権 442 218

その他 130 83

無形固定資産合計 573 302

投資その他の資産

投資有価証券 ※1, ※2 4,607 ※1, ※2 5,569

保険積立金 318 318

前払年金費用 366 340

繰延税金資産 21 18

その他 760 485

貸倒引当金 △99 △80

投資その他の資産合計 5,974 6,652

固定資産合計 9,811 10,272

資産合計 16,911 19,118
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,909 1,967

短期借入金 1,331 ※1 1,272

未払法人税等 16 19

賞与引当金 207 139

その他 365 1,077

流動負債合計 3,829 4,476

固定負債

社債 ※1 1,470 ※1 1,470

長期借入金 4,377 ※1, ※3 6,120

繰延税金負債 192 354

役員退職慰労引当金 441 449

その他 － 25

固定負債合計 6,480 8,421

負債合計 10,309 12,897

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 2,938 1,883

自己株式 △360 △393

株主資本合計 7,023 5,936

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △421 285

評価・換算差額等合計 △421 285

純資産合計 6,602 6,221

負債純資産合計 16,911 19,118
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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20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

売上高 18,065 15,585

売上原価 ※2 14,431 ※2 12,806

売上総利益 3,633 2,778

販売費及び一般管理費 ※1, ※2 3,500 ※1, ※2 3,244

営業利益又は営業損失（△） 133 △465

営業外収益

受取利息 12 13

受取配当金 106 86

物品売却益 72 36

その他 35 36

営業外収益合計 228 173

営業外費用

支払利息 169 194

その他 10 8

営業外費用合計 180 203

経常利益又は経常損失（△） 181 △495

特別利益

有形固定資産売却益 ※3 10 ※3 0

投資有価証券売却益 20 54

貸倒引当金戻入額 0 1

特別利益合計 31 55

特別損失

減損損失 － ※4 134

固定資産除売却損 ※5 51 ※5 26

投資有価証券売却損 2 －

投資有価証券評価損 208 ※6 198

会員権評価損 － 0

工場移転費用 － ※7 81

貸倒引当金繰入額 － 0

賃貸借契約解約損 ※8 2 －

特別損失合計 265 442

税金等調整前当期純損失（△） △53 △882

法人税、住民税及び事業税 8 8

法人税等調整額 327 45

法人税等合計 335 54

当期純損失（△） △388 △936
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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20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22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 2,230

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 2,230 2,230

利益剰余金

前期末残高 3,565 2,938

当期変動額

剰余金の配当 △238 △118

当期純損失（△） △388 △936

当期変動額合計 △626 △1,055

当期末残高 2,938 1,883

自己株式

前期末残高 △340 △360

当期変動額

自己株式の取得 △21 △32

自己株式の処分 1 －

当期変動額合計 △20 △32

当期末残高 △360 △393

株主資本合計

前期末残高 7,671 7,023

当期変動額

剰余金の配当 △238 △118

当期純損失（△） △388 △936

自己株式の取得 △21 △32

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △647 △1,087

当期末残高 7,023 5,936
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22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 1,133 △421

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△1,555 707

当期変動額合計 △1,555 707

当期末残高 △421 285

評価・換算差額等合計

前期末残高 1,133 △421

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△1,555 707

当期変動額合計 △1,555 707

当期末残高 △421 285

純資産合計

前期末残高 8,805 6,602

当期変動額

剰余金の配当 △238 △118

当期純損失（△） △388 △936

自己株式の取得 △21 △32

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） △1,555 707

当期変動額合計 △2,203 △380

当期末残高 6,602 6,221
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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20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22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損失（△） △53 △882

減価償却費 647 583

減損損失 － 134

工場移転費用 － 81

貸倒引当金の増減額（△は減少） 19 △10

賞与引当金の増減額（△は減少） △53 △67

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14 8

受取利息及び受取配当金 △119 △100

支払利息 169 194

投資有価証券売却益 △20 △54

投資有価証券評価損 208 198

有形固定資産売却益 △10 △0

固定資産除売却損 51 26

売上債権の増減額（△は増加） 1,125 111

たな卸資産の増減額（△は増加） 283 △58

未収入金の増減額（△は増加） 26 13

仕入債務の増減額（△は減少） △489 58

前払年金費用の増減額（△は増加） △59 25

未払消費税等の増減額（△は減少） △60 △31

未払費用の増減額（△は減少） △25 4

その他 △62 △64

小計 1,592 172

利息及び配当金の受取額 119 97

利息の支払額 △167 △189

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 1,570 73

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 －

定期預金の払戻による収入 200 －

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 △239 △317

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 △19 △9

投資有価証券の取得による支出 △291 △540

投資有価証券の売却による収入 136 253

その他投資等の増加による支出 △11 △8

その他投資等の減少による収入 6 46

その他 3 19

投資活動によるキャッシュ・フロー △401 △531
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

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 900 800

短期借入金の返済による支出 △1,460 △1,440

長期借入れによる収入 800 2,940

長期借入金の返済による支出 △532 △615

自己株式の取得による支出 △21 △32

自己株式の売却による収入 0 －

配当金の支払額 △238 △118

その他 － △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △552 1,532

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） 616 1,074

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期末残高 3,281 4,355
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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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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

  同左

(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。 

持分法を適用した関連会社数 １社 

㈱レヴァンテ・インターナショナル    

㈱レヴァンテ・インターナショナルは
当連結会計年度において新たに株式を

取得したことから、当連結会計年度よ

り持分法適用の範囲に含めることとい

たしました。

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

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

   時価のないもの

    同左   

 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）

 ② たな卸資産
   製品、仕掛品

    同左

    

  

 

   原材料、貯蔵品 

    同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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（リース資産を除

く）

   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（リース資産を除

く）

   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 リース資産

   所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引に係るリース資産につ

いては、リース期間を耐用年数

とし、残存価額を零とする定額

法を採用しております。なお、

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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(4) 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。

(4) 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

(5) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

(5) 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ヵ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】

【会計方針の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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（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。ただし、当連結

会計年度については所有権移転外ファイナンス・リース

取引がないため、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。  

 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。  

「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）の適用  

 当連結会計年度より「退職給付に係る会計基準」の一部

改正（その３）（企業会計基準第19号 平成20年7月31 

日）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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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。

 ―――――――――
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                                            （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21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22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 979

   上記の担保資産に対する債務

社債に対する銀行保証 1,170

 

 

※１．担保に供している資産及び担保付債務

土地 10

投資有価証券  1,151

   上記の担保資産に対する債務

短期借入金 33

長期借入金 466

社債に対する銀行保証 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) 280

――――――――― ※３．財務制限条項 

長期借入金のうち1,200百万円については財務制

限条項が付されており、下記の条項に抵触した場

合には、当該債務について期限の利益を喪失する

可能性があります。

  ①各事業年度の中間及び期末連結貸借対照表に記 

   載される純資産の部の合計金額からその他有価 

   証券評価差額金の金額を控除した金額を、平成 

   16年３月期の事業年度末又は直前の事業年度末 

   の連結貸借対照表に記載される純資産の部の合 

   計金額からその他有価証券評価差額金の金額を 

   控除した金額のいずれか大きい方の75％の金額 

   以上に維持すること。  

  ②連結損益計算書の経常利益を２期連続して損失 

   としないこと。
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 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

貸倒引当金繰入額 19

 

※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 384

役員報酬・給与諸手当 1,408

賞与引当金繰入額 63

退職給付費用 127

役員退職慰労引当金繰入額 14

減価償却費 294

貸倒引当金繰入額 12

 

※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

──────────────────

 

 

 

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる

   研究開発費                        62

※３．有形固定資産売却益の内訳

機械装置及び運搬具 0

※４．減損損失
当連結会計年度において、当社は以下の資産グル
ープについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類

東京都墨田区 本社工場

建物及び構築物、機械装
置及び運搬具、工具、器
具及び備品、ソフトウェ
ア、リース資産

本社工場移転に伴い遊休資産となります当該資産
グループについて、減損損失134百万円を計上し
ております。

 （減損損失の金額）

 建物及び構築物 114

 機械装置及び運搬具 3

 工具、器具及び備品 10

 ソフトウェア 0

 リース資産 5

  計 134

 

※５．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．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 6 ─ 6

機械装置及び
運搬具

14 0 14

工具、器具
及び備品

4 0 5

合計 26 0 26

 

──────────────────

──────────────────

※８．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．投資有価証券評価損の主なものは、MIURA USA, 

   INC.の解散を決定したことに伴う評価損185百 

   万円であります。 

※７．工場移転費用   

本社工場を移転することに伴う移転・整備費用及
び資産処分損等であります。

──────────────────
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前連結会計年度(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 

 
  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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 

   該当事項はありません。 

(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) 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

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) 983,428 142,241 ― 1,125,669

市場買付での取得による増加 138,000株

単元未満株式の買取りによる増加 4,241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21年５月15日 
取締役会

普通株式 59 2.50 平成21年３月31日 平成21年６月29日

平成21年10月30日 
取締役会

普通株式 59 2.50 平成21年９月30日 平成21年12月８日
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                                            （単位 百万円） 

 
  

  前連結会計年度(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 

      ３. 会計方針の変更 

       （棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

         (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】の【会計方針の変更】に記載のと 

        おり、当連結会計年度から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年 

        ７月５日公表分）を適用しております。この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

       （リース取引に関する会計基準の適用） 

         (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】の【会計方針の変更】に記載のと 

        おり、当連結会計年度から、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号 平成19年３月 

        30日）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。 

         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。 

(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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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

 

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22年３月31日現在)
現金及び預金 4,055

３ヵ月以内に償還期限の 
到来する有価証券

499

    計 4,555

預入期間３ヵ月超の定期預金 △200

現金及び現金同等物 4,355

(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 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
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  当連結会計年度(自平成21年４月１日 至平成22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 

      ３. 印刷事業において、本社工場移転に伴い遊休資産となる資産グループについて、 

        減損損失134百万円を計上しております。 

      ４. 会計方針の変更 

        （「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）の適用） 

          (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】の【会計方針の変更】に記載の 

         とおり、当連結会計年度から「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）（企業会計基準第 

         19号 平成20年７月31日）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。 

  

  前連結会計年度（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。 
  当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22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。 
  当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22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。 

  

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
13,430 2,154 15,585 ― 15,585

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高
― ― ― ― ―

計 13,430 2,154 15,585 ― 15,585

営業費用 13,892 2,158 16,051 ― 16,051

営業損失 △462 △3 △465 ― △465

Ⅱ 資産、減価償却費、減損 

    損失及び資本的支出

  

資産 18,318 800 19,118 ― 19,118

減価償却費 351 231 583 ― 583

減損損失 134 ― 134 ― 134

資本的支出 227 25 252 ― 252

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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 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。 

  

前連結会計年度(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。 

  

当連結会計年度(自平成21年４月１日 至平成22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。 

  

(リース取引関係)

(関連当事者情報)

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 

(％)

関連当事者との 

関係

取引の 

内容

取引金額 

(百万円)
科目

期末残高 

(百万円)

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

不動産の賃借 

役員の兼任

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 

(％)

関連当事者との 

関係

取引の 

内容

取引金額 

(百万円)
科目

期末残高 

(百万円)

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4.71

不動産の賃借 

役員の兼任

事務所  

賃借  

(注)２

24
差入 

保証金
28
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     (単位 百万円)  

 
  

金融商品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。 

(税効果会計関係)

前連結会計年度
（平成21年３月31日）

当連結会計年度
（平成22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 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

 

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 57

税務上の繰越欠損金 14

その他 27

 繰延税金資産小計 99

評価性引当額 △69

 繰延税金資産合計 30

 

(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 850

評価性引当額 △829

 繰延税金資産合計 21
 

(固定資産)

   繰延税金資産

貸倒引当金損金算入限度超過額 31

減価償却費損金算入限度超過額 37

会員権評価損 89

その他の投資資産評価損 47

投資有価証券評価損 99

役員退職慰労引当金 183

税務上の繰越欠損金 602

その他 8

 繰延税金資産小計 1,099

評価性引当額 △1,081

 繰延税金資産合計 18

(固定負債) (固定負債)

 

  繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 △43

前払年金費用 △149

 繰延税金負債合計 △192

 

  繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 △42

前払年金費用 △138

その他有価証券評価差額金 △173

 繰延税金負債合計 △354

 

 

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％

 
 

 

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
△1.2％

 受取配当金等永久に益金に 

 算入されない項目 0.9％

 住民税均等割等 △0.9％

 評価性引当額 △45.5％

 その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △6.1％

 

(金融商品関係)
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前連結会計年度 

１．その他有価証券で時価のあるもの （平成21年３月31日） 
(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、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っております。 

  
２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 （自 平成20年４月１日  至 平成21年３月31日） 

                                                               (単位 百万円) 

 
  
３．時価評価されていない有価証券 （平成21年３月31日） 

                                               (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、                    

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連結決算日後における償還予定額 （平成21年３月31日） 
                                            (単位 百万円) 

 
  

(有価証券関係)

種類 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 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 2,498 1,802 △ 695

その他 182 177 △ 5

小計 2,681 1,980 △ 701

合計 4,451 4,030 △ 421

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

136 20 2

内容 連結貸借対照表計上額

(1) 満期保有目的の債券

  ①社債 302

  ②その他 500

合計 802

(2) その他有価証券

  非上場株式 574

合計 574

区分 １年以内
１年超 
５年以内

５年超 
10年以内

10年超

 満期保有目的の債券

  社債 299 ─ 2 ─

  その他 500 ─ ─ ─

合計 799 ─ 2 ─
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当連結会計年度 

１．その他有価証券 （平成22年３月31日） 
  (単位 百万円) 

 
(注) 非上場株式（連結貸借対照表計上額385百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積るこ 

となどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表の「その他有価証券」には含めて
おりません。なお、非上場株式については、当連結会計年度において192百万円減損処理を行っております。 

  

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 （自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

                                                                (単位 百万円) 

 
  
３．減損処理を行った有価証券  

当連結会計年度において、有価証券について５百万円（その他有価証券の株式５百万円）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っております。 

  

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。 

種類 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 2,876 3,689 812

その他 100 102 2

小計 2,976 3,791 815

連結貸借対照表計上額が取得原価を 
超えないもの

株式 1,411 1,059 △ 351

その他 335 330 △ 5

小計 1,746 1,390 △ 356

合計 4,723 5,182 458

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

253 54 ─

(デリバティブ取引関係)
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     (単位 百万円) 

 
  

(退職給付関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 △2,222

(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 ―

 
 

２．退職給付債務に関する事項

(1)退職給付債務 △2,247

(2)年金資産 1,998

(3)未認識過去勤務債務 1

(4)未認識数理計算上の差異 589

(5)前払年金費用 340

(6)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 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

 
 

３．退職給付費用に関する事項

(1)勤務費用 152

(2)利息費用 55

(3)期待運用収益 △33

(4)数理計算上の差異の費用処理額 92

(5)退職給付費用 267

 

 

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 2.0％

(4)過去勤務債務の処理年数 3年

   翌連結会計年度より費用処理

(5)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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(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

１株当たり純資産額 277.83円

 

１株当たり純資産額 263.41円

 

１株当たり当期純損失金額 16.30円

 

１株当たり当期純損失金額 39.57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、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金額の算定上の基礎）

 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

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金額の算定上の基礎）

 損益計算書上の当期純損失       936百万円

 普通株式に係る当期純損失       936百万円

 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      23,679,656株

(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

――――――――― 希望退職制度の実施 

  当社は、人員の適正化による人件費削減を構造改 

 革として取り組み、収益構造の改善を図るため、平 

 成22年５月７日開催の取締役会において、希望退職 

 者の募集を行うことを決議いたしました。 

 1．希望退職者募集の概要 

 （1）対象者  

  勤続５年以上かつ満35歳以上59歳未満の従業員  

 （2）募集人数 

  50名程度  

 （3）募集期間  

  平成22年６月14日から平成22年６月18日まで  

 （4）退職日  

  平成22年７月31日  

  （5）優遇措置  

  退職給付金に加え、特別加算金を支給 

 （6）再就職支援  

  希望者に対し、再就職支援会社等を通じて再就職 

  支援を実施  

 2．損益に与える影響  

  募集どおりの応募があった場合、特別加算金の支 

  出等により約３億円の特別損失を計上する見込み 

  であります。
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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20年4月 1日 （自 平成21年4月 1日

  至 平成21年3月31日）   至 平成22年3月31日）

金   額 構成比(％) 金   額 構成比(％)

印刷事業 15,521 100.0 13,472 100.0 △2,049 △13.2

駐車場事業等 － － － － － －

合   計 15,521 100.0 13,472 100.0 △2,049 △13.2

（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20年4月 1日 （自 平成21年4月 1日

  至 平成21年3月31日）   至 平成22年3月31日）

受注高 受注残高 受注高 受注残高

印刷事業 15,289 1,167 13,359 1,096

駐車場事業等 － － － －

合   計 15,289 1,167 13,359 1,096

（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20年4月 1日 （自 平成21年4月 1日

  至 平成21年3月31日）   至 平成22年3月31日）

金   額 構成比(％) 金   額 構成比(％)

印刷事業 15,757 87.2 13,430 86.2 △2,327 △14.8

駐車場事業等 2,308 12.8 2,154 13.8 △154 △6.7

合   計 18,065 100.0 15,585 100.0 △2,480 △13.7

（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21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,190 3,825 

受取手形 166 143 

売掛金 2,884 2,787 

有価証券 799 999 

製品 84 91 

仕掛品 174 205 

原材料及び貯蔵品 81 101 

前払費用 70 68 

未収入金 16 82 

繰延税金資産 61 － 

その他 14 56 

貸倒引当金 △0 △7 

流動資産合計 6,543 8,355 

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,662 3,356 

減価償却累計額 △2,382 △2,187 

建物（純額） 1,280 1,169 

構築物 147 140 

減価償却累計額 △110 △109 

構築物（純額） 37 30 

機械及び装置 3,546 3,197 

減価償却累計額 △2,990 △2,745 

機械及び装置（純額） 556 452 

車両運搬具 16 14 

減価償却累計額 △14 △12 

車両運搬具（純額） 2 1 

工具、器具及び備品 678 576 

減価償却累計額 △571 △479 

工具、器具及び備品（純額） 107 96 

土地 1,036 1,036 

リース資産 － 8 

減価償却累計額 － △1 

リース資産（純額） － 6 

建設仮勘定 － 272 

有形固定資産合計 3,020 3,065 

無形固定資産   

借地権 5 5 

ソフトウエア 106 61 

電話加入権 10 10 

施設利用権 0 0 

無形固定資産合計 122 77 
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 4,144 5,289 

関係会社株式 651 470 

長期貸付金 8 6 

関係会社長期貸付金 670 90 

長期前払費用 27 8 

差入保証金 29 30 

保険積立金 318 318 

会員権 240 236 

前払年金費用 366 340 

長期定期預金 200 － 

その他 221 174 

貸倒引当金 △99 △80 

投資その他の資産合計 6,777 6,884 

固定資産合計 9,920 10,027 

資産合計 16,463 18,383 

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,024 1,031 

買掛金 902 940 

短期借入金 740 － 

1年内返済予定の長期借入金 379 925 

未払金 37 533 

未払費用 217 229 

未払法人税等 15 18 

未払消費税等 25 － 

前受金 0 0 

預り金 21 23 

賞与引当金 170 112 

設備関係支払手形 36 276 

その他 9 3 

流動負債合計 3,581 4,095 

固定負債   

社債 1,470 1,470 

長期借入金 4,314 5,884 

繰延税金負債 192 354 

役員退職慰労引当金 438 446 

その他 － 23 

固定負債合計 6,414 8,179 

負債合計 9,996 12,275 
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22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 2,230 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 15 14 

別途積立金 2,315 2,315 

繰越利益剰余金 426 △608 

利益剰余金合計 2,804 1,769 

自己株式 △360 △393 

株主資本合計 6,889 5,822 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △421 285 

評価・換算差額等合計 △421 285 

純資産合計 6,467 6,107 

負債純資産合計 16,463 18,383 

三浦印刷㈱（7920）平成22年３月期決算短信

－ 35 －



(2)【損益計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

製品売上高 15,723 13,402 

売上原価   

製品期首たな卸高 311 86 

当期製品製造原価 12,599 11,340 

製品期末たな卸高 86 94 

たな卸資産評価損 4 7 

売上原価合計 12,829 11,340 

売上総利益 2,893 2,062 

販売費及び一般管理費 2,806 2,572 

営業利益又は営業損失（△） 87 △509 

営業外収益   

受取利息 23 20 

受取配当金 106 86 

受取賃貸料 49 39 

物品売却益 72 36 

その他 22 31 

営業外収益合計 275 215 

営業外費用   

支払利息 126 150 

社債利息 35 36 

その他 8 6 

営業外費用合計 171 193 

経常利益又は経常損失（△） 191 △488 

特別利益   

有形固定資産売却益 － 0 

投資有価証券売却益 20 54 

貸倒引当金戻入額 0 1 

特別利益合計 20 55 

特別損失   

減損損失 － 134 

固定資産除売却損 16 10 

投資有価証券売却損 2 － 

投資有価証券評価損 208 12 

関係会社株式評価損 － 185 

会員権評価損 － 0 

工場移転費用 － 81 

貸倒引当金繰入額 － 0 

特別損失合計 227 426 

税引前当期純損失（△） △15 △859 

法人税、住民税及び事業税 6 7 

法人税等調整額 303 50 

法人税等合計 310 57 

当期純損失（△） △325 △916 
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 2,230 

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 2,230 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 16 15 

当期変動額   

償却資産圧縮積立金の取崩 △0 △0 

当期変動額合計 △0 △0 

当期末残高 15 14 

別途積立金   

前期末残高 2,915 2,315 

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 2,315 2,315 

繰越利益剰余金   

前期末残高 389 426 

当期変動額   

剰余金の配当 △238 △118 

圧縮積立金の取崩 0 0 

別途積立金の取崩 600 － 

当期純損失（△） △325 △916 
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期変動額合計 36 △1,034 

当期末残高 426 △608 

利益剰余金合計   

前期末残高 3,368 2,804 

当期変動額   

剰余金の配当 △238 △118 

圧縮積立金の取崩 － － 

別途積立金の取崩 － － 

当期純損失（△） △325 △916 

当期変動額合計 △564 △1,034 

当期末残高 2,804 1,769 

自己株式   

前期末残高 △340 △360 

当期変動額   

自己株式の取得 △21 △32 

自己株式の処分 1 － 

当期変動額合計 △20 △32 

当期末残高 △360 △393 

株主資本合計   

前期末残高 7,474 6,889 

当期変動額   

剰余金の配当 △238 △118 

当期純損失（△） △325 △916 

自己株式の取得 △21 △32 

自己株式の処分 0 － 

当期変動額合計 △584 △1,067 

当期末残高 6,889 5,822 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,133 △421 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,555 707 

当期変動額合計 △1,555 707 

当期末残高 △421 285 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,133 △421 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,555 707 

当期変動額合計 △1,555 707 

当期末残高 △421 285 

純資産合計   

前期末残高 8,607 6,467 

当期変動額   

剰余金の配当 △238 △118 

当期純損失（△） △325 △916 

自己株式の取得 △21 △32 

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） △1,555 707 

当期変動額合計 △2,140 △359 

当期末残高 6,467 6,107 
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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 

      取締役営業本部担当 倉持 勉 

  

  

6. その他

(1) 役員の異動  （平成22年６月29日付）
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