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1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

 (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 ％

23年３月期第１四半期 3,855 1.8 △86 ─ △82 ─ △438 ─

22年３月期第１四半期 3,785 △25.3 △108 ─ △90 ─ △357 ─

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

23年３月期第１四半期 △18 57 ─

22年３月期第１四半期 △15 05 ─

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第１四半期 19,393 5,352 27.6 226 60

22年３月期 19,118 6,221 32.5 263 41

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 5,352百万円 22年３月期 6,221百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年３月期 ─ 2 50 ─ 0 00 2 50

23年３月期 ─

23年３月期(予想) 1 50 ─ 2 50 4 00

3. 平成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(累計)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(累計) 8,220 8.7 70 ─ 40 ─ △280 ─ △11 85

通期 16,530 6.1 240 ─ 190 ─ △160 ─ △6 77

jimu01
新規スタンプ



 

 
  （注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決

算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

  本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理

的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性

があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四

半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は【添付資料】P.４「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規 ─社 (           ─)、除外 ─社 (           ─)

 （注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

 （注）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の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 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) 23年３月期１Ｑ 24,745,848株 22年３月期 24,745,848株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 1,127,237株 22年３月期 1,125,669株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 23,619,347株 22年３月期１Ｑ 23,745,637株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期におけるわが国経済は、一部経済指標に回復の兆しが見られるものの、雇用情勢の悪化

などにより個人消費の低迷が続き、企業収益は本格的な回復に至っておらず未だ低調に推移しておりま

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、受注競争の激化により単価低迷も未だ改善されず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いて、当社グループにおきましては、本年度より新経営体制により業績向上を

図るべく社長交代を行い、平成23年３月期を初年度とする中期経営計画「チェンジ＆チャレンジ」の策

定を行い、経営基本方針である「磐石な利益体質の確立」「事業領域の拡大」「人員削減による企業体

質の強化」を進めております。 

  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ことを目的に、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支援する企画提案に取り組み、売上拡大を目指しております。また、当社が培

ったＣＭＳ（カラーマネジメントシステム）のもと、平成22年３月に、(社)日本印刷産業機械工業会の

「Japan Color標準印刷認証」の第１期取得、さらに５Ｓ活動の推進による品質向上と、徹底した生産

工程のムダ取りを進め、より一層のコスト削減を図り、品質・価格両面での市場競争力を高め、収益の

改善を図っております。 

  非印刷事業につきましては、集中的に経営資源を投下し、駐車場事業においては、駐車場機器レンタ

ル事業拡大や郊外型事業地開拓を進め、収益向上に努めております。また、新分野の事業領域を積極的

に開拓し、新たな収益源の創出による当社グループの企業体質の強化、収益回復への転換に向けての構

造改革に取り組んでおります。 

  しかしながら、業績改善の兆しが一部見られるものの、受注競争の一層の激化により受注単価が更に

下落したことなどの影響を受け、当第１四半期は売上高38億５千５百万円(前年同期比1.8％増)、営業

損失８千６百万円(前年同期は営業損失１億８百万円)、経常損失８千２百万円(前年同期は経常損失９

千万円)となりました。また、四半期純損失については、希望退職者募集に伴う特別加算金の計上等に

より４億３千８百万円(前年同期は四半期純損失３億５千７百万円)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33億２千８百万円(前年同期比2.6％増)、営

業損失８千万円(前年同期は営業損失１億６百万円)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

下などにより、売上高５億２千６百万円(前年同期比2.8％減)、営業損失６百万円(前年同期は営業損失

２百万円)となりました。 

  

当第１四半期会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ２億７千５百万円の増加となり、  

193億９千３百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加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11億４千４百万円の増加となり、140億４千１百万円となり

ました。これは主に、短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８億６千９百万円の減少となり、53億５千２百万円となり

ました。これは主に、利益剰余金及び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。この

結果、自己資本比率は27.6%となりました。  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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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（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四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15億２千１百万

円の増加となり、58億７千７百万円となりました。  

（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、９千９百万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、減価償却費及び特別退職金を含む未払金が

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、２億４千２百万円の支出となりました。  

これは主に、有形固定資産の取得による支出及び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、16億６千４百万円の収入となりました。  

これは主に、短期借入金の調達による収入及び長期借入金の返済によるものであります。 

  

業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予

想数値と異なる可能性があります。なお、平成22年５月７日に公表いたしました第２四半期連結業績予

想及び通期連結業績予想は変更しておりません。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

当第１四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。 

  

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21 号 平成

20年３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。

  

該当事項はありません。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 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１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,068 4,055

受取手形及び売掛金 3,094 2,959

有価証券 1,009 999

製品 38 90

仕掛品 197 206

原材料及び貯蔵品 44 103

その他 333 439

貸倒引当金 △8 △9

流動資産合計 9,779 8,846

固定資産

有形固定資産 3,324 3,317

無形固定資産 239 302

投資その他の資産

投資有価証券 4,967 5,569

その他 1,153 1,163

貸倒引当金 △70 △80

投資その他の資産合計 6,049 6,652

固定資産合計 9,614 10,272

資産合計 19,393 19,118

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,907 1,967

短期借入金 3,067 1,272

未払法人税等 6 19

賞与引当金 27 139

その他 892 1,077

流動負債合計 5,901 4,476

固定負債

社債 1,470 1,470

長期借入金 5,991 6,120

繰延税金負債 183 354

役員退職慰労引当金 448 449

その他 46 25

固定負債合計 8,140 8,421

負債合計 14,041 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 1,444 1,883

自己株式 △393 △393

株主資本合計 5,497 5,936

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △145 285

評価・換算差額等合計 △145 285

純資産合計 5,352 6,221

負債純資産合計 19,393 19,118
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(2) 四半期連結損益計算書

【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 3,785 3,855

売上原価 3,049 3,196

売上総利益 736 659

販売費及び一般管理費 844 745

営業損失（△） △108 △86

営業外収益

受取利息 2 2

受取配当金 41 43

物品売却益 7 11

その他 10 3

営業外収益合計 61 60

営業外費用

支払利息 42 54

その他 1 2

営業外費用合計 43 56

経常損失（△） △90 △82

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 2

役員退職慰労引当金戻入額 － 0

特別利益合計 － 2

特別損失

減損損失 132 －

固定資産除売却損 2 －

会員権評価損 0 －

特別退職金 － 356

工場移転費用 68 －

特別損失合計 204 356

税金等調整前四半期純損失（△） △295 △436

法人税、住民税及び事業税 1 2

法人税等調整額 60 △0

法人税等合計 62 2

四半期純損失（△） △357 △438
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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１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６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損失（△） △295 △436

減価償却費 145 128

減損損失 132 －

工場移転費用 68 －

特別退職金 － 356

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5 △10

賞与引当金の増減額（△は減少） △122 △111

受取利息及び受取配当金 △44 △45

支払利息 42 54

売上債権の増減額（△は増加） 267 △134

たな卸資産の増減額（△は増加） △25 119

仕入債務の増減額（△は減少） △64 △60

未払金の増減額（△は減少） 234 165

その他 65 74

小計 409 99

利息及び配当金の受取額 42 46

利息の支払額 △26 △39

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △7 △8

営業活動によるキャッシュ・フロー 418 99

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 △800 －

有形固定資産の取得による支出 △34 △313

有形固定資産の売却による収入 0 －

無形固定資産の取得による支出 △3 △0

投資有価証券の取得による支出 △1 △2

投資有価証券の売却による収入 0 59

その他 7 13

投資活動によるキャッシュ・フロー △831 △242

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 － 1,800

長期借入れによる収入 1,200 －

長期借入金の返済による支出 △95 △134

自己株式の取得による支出 △12 △0

配当金の支払額 △53 －

その他 － △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,038 1,664

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） 625 1,521

現金及び現金同等物の期首残高 3,281 4,355

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,906 5,877
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当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

 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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