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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 3,476 △9.8 △79 ― △73 ― △91 ―
23年3月期第1四半期 3,855 1.8 △86 ― △82 ― △438 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △155百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △869百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △3.88 ―
23年3月期第1四半期 △18.57 ―

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

24年3月期第1四半期 16,193 4,994 30.8 211.49
23年3月期 16,671 5,149 30.9 218.07
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  4,994百万円 23年3月期  5,149百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 2.50 2.50

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 7,560 △4.2 30 25.0 0 ― 40 ― 1.69
通期 15,800 △1.5 180 9.1 120 18.8 200 ― 8.47



(1) 当四半期連結累計期間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) 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、添付資料３ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 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を実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 24,745,848 株 23年3月期 24,745,848 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,130,171 株 23年3月期 1,129,985 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 23,615,714 株 23年3月期1Q 23,619,347 株
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当第１四半期におけるわが国経済は、東日本大震災によりサプライチェーンが寸断され、生産活動が

停滞するとともに、消費マインドの低下による個人消費の冷え込みが厳しく、極めて不透明な状況で推

移いたしました。 

 印刷業界におきましても、震災後の自粛ムードを受け、企業の広告宣伝、販促活動、イベントなどが

軒並み中止、延期となり、非常に厳しい経営環境となりました。 

 このような環境の中、当社グループは平成23年９月に創業80周年を迎えますが、この節目の年を将来

の成長に向けた布石とすべく、「感謝を力に！新たな夢へ！」をスローガンに、「確固たる経営基盤の

確立」を目指し、早急に対処すべき課題である「企画提案力・新規開拓力の強化」、「材料調達から物

流に至るトータルでのコストダウン」、「駐車場事業の立て直し」等に取り組んでまいりました。 

 印刷事業におきましては、営業面では、市場ニーズ、お客様ニーズを的確に捉え、戦略的営業活動を

促進するため、「営業戦略部」を新たに組織し、お客様とのパートナーシップを高めてまいりました。

また、将来の成長ドライバーとなる商品、サービスの創出に向け、「営業革新プロジェクト」をスター

トさせるとともに、営業スタイルの改革を図るため、クリエイティブ体制の再編成を行い、新領域、新

市場の開拓を進めてまいりました。 

 生産面では、成長分野であるＰＯＤ（プリントオンデマンド）を絡めたクロスメディア展開を図るた

め、お客様のニーズに対して様々なソリューションを提供できるようカラーマネジメントシステムを発

展させるとともに、設備体制の充実を図ってまいりました。また、市場競争力を強化するため、「第二

次Miura Production System（MPS：三浦生産方式）」を活性化させ、物流体制の再構築を図るととも

に、さらなる生産性向上及び内製化を推進してまいりました。 

 駐車場事業につきましては、引き続き、新規事業地開設、既存事業地のリニューアルや多種多様な料

金設定を行うとともに、カーシェアリングへの車室転貸し、地代の見直し等により収益性向上を図って

まいりました。 

 以上のような施策に取り組んでまいりましたが、東日本大震災や受注競争の激化による受注単価の下

落が業績に与える影響は大きく、当第１四半期の売上高は、34億７千６百万円となり前年同期に比べ

9.8％の減収となりました。 

 利益面では、営業損失７千９百万円（前年同期は営業損失８千６百万円）、経常損失は７千３百万円

（前年同期は経常損失８千２百万円）、四半期純損失は９千１百万円（前年同期は四半期純損失４億３

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30億１千万円（前年同期比9.6％減）、営業

損失９千３百万円（前年同期は営業損失８千万円）となりました。 

 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につきましては、売上高４億４千７百

万円（前年同期比14.4％減）、営業利益１千２百万円（前年同期は営業損失６百万円）となりました。

  

当第１四半期会計期間の総資産は、前連結会計年度に比べ４億７千８百万円の減少となり、161億９

千３百万円となりました。これは主に、現金及び預金、受取手形及び売掛金の減少等によるものであり

ます。 

１．当四半期決算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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負債の部では、前連結会計年度に比べ３億２千３百万円の減少となり、111億９千８百万円となりま

した。これは主に、長期借入金、支払手形及び買掛金の減少等によるものであります。 

 純資産の部では、前連結会計年度に比べ１億５千５百万円の減少となり、49億９千４百万円となりま

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30.8%となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結累計期間の現金及び現金同等物は、前連結会計年度と比較して１億９千８百万円の

減少となり、42億５千１百万円となりました。 

（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、１億７千６百万円の収入となりました。 

これは主に、売上債権の減少及び未払金の増加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、２億４千１百万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、１億３千３百万円の支出となりました。 

これは主に、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、業績予想につきましては、平成23年４月27日の「平成23年３

月期決算短信」で公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想の数値から変更は

ございません。 

  

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累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。 

  

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

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表等

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,449 3,751

受取手形及び売掛金 3,068 2,945

有価証券 － 499

製品 30 44

仕掛品 191 228

原材料及び貯蔵品 59 67

その他 268 246

貸倒引当金 △8 △8

流動資産合計 8,059 7,775

固定資産

有形固定資産 3,588 3,541

無形固定資産 77 61

投資その他の資産

投資有価証券 3,906 3,839

その他 1,103 1,039

貸倒引当金 △64 △64

投資その他の資産合計 4,946 4,815

固定資産合計 8,612 8,417

資産合計 16,671 16,193

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,955 1,874

短期借入金 1,911 3,103

1年内償還予定の社債 300 300

未払法人税等 17 6

賞与引当金 116 59

その他 598 557

流動負債合計 4,900 5,900

固定負債

社債 1,470 1,470

長期借入金 4,409 3,088

繰延税金負債 184 176

役員退職慰労引当金 455 454

その他 102 108

固定負債合計 6,621 5,298

負債合計 11,521 11,198

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 1,486 1,395

自己株式 △393 △393

株主資本合計 5,538 5,447

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △389 △452

その他の包括利益累計額合計 △389 △452

純資産合計 5,149 4,994

負債純資産合計 16,671 16,193
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 3,855 3,476

売上原価 3,196 2,880

売上総利益 659 595

販売費及び一般管理費 745 675

営業損失（△） △86 △79

営業外収益

受取利息 2 0

受取配当金 43 39

物品売却益 11 13

その他 3 2

営業外収益合計 60 56

営業外費用

支払利息 54 48

その他 2 1

営業外費用合計 56 49

経常損失（△） △82 △73

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

固定資産除売却損 － 19

特別退職金 356 －

賃貸借契約解約損 － 0

特別損失合計 356 19

税金等調整前四半期純損失（△） △436 △93

法人税、住民税及び事業税 2 2

法人税等調整額 △0 △3

法人税等合計 2 △1

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △438 △91

少数株主利益 － －

四半期純損失（△） △438 △91
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四半期連結包括利益計算書

 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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △438 △91

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △430 △63

その他の包括利益合計 △430 △63

四半期包括利益 △869 △155

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △869 △155
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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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23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（△） △436 △93

減価償却費 128 93

特別退職金 356 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10 0

賞与引当金の増減額（△は減少） △111 △57

受取利息及び受取配当金 △45 △40

支払利息 54 48

売上債権の増減額（△は増加） △134 122

たな卸資産の増減額（△は増加） 119 △58

仕入債務の増減額（△は減少） △60 △81

未払金の増減額（△は減少） 165 154

その他 74 88

小計 99 176

利息及び配当金の受取額 46 40

利息の支払額 △39 △32

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △8 △8

営業活動によるキャッシュ・フロー 99 176

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △313 △305

無形固定資産の取得による支出 △0 △1

投資有価証券の取得による支出 △2 △0

投資有価証券の売却による収入 59 28

その他 13 38

投資活動によるキャッシュ・フロー △242 △241

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 －

長期借入金の返済による支出 △134 △129

自己株式の取得による支出 △0 △0

その他 △0 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,664 △133

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） 1,521 △198

現金及び現金同等物の期首残高 4,355 4,449

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,877 4,251
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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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