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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 3,172 △8.7 △8 ― 111 ― 1 ―
24年3月期第1四半期 3,476 △9.8 △79 ― △73 ― △91 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △343百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △155百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 0.06 ―
24年3月期第1四半期 △3.88 ―

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

25年3月期第1四半期 13,591 4,269 31.4 180.79
24年3月期 13,945 4,613 33.1 195.35
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  4,269百万円 24年3月期  4,613百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 2.00 ― 2.00 4.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 7,140 △1.6 140 ― 130 ― 200 ― 8.47
通期 14,400 △0.4 260 ― 230 ― 320 ― 13.55



(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（注記事項）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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報
（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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、添付資料３
ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 24,745,848 株 24年3月期 24,745,848 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 1,130,994 株 24年3月期 1,130,322 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 23,615,406 株 24年3月期1Q 23,615,714 株
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当第１四半期のわが国経済は、復興需要を背景に緩やかな持ち直しの動きが見られ、個人消費は回復

基調にあるものの、欧州の財政金融危機の再燃による海外経済の回復鈍化が懸念され、景気の先行きは

依然不透明な状況にあります。 

 印刷事業におきましては、企業の広告宣伝費抑制に伴う印刷物需要の低迷や依然として厳しい受注競

争における単価下落により、引き続き厳しい経営環境となりました。 

 このような環境の中、３ヵ年の中期経営計画「チェンジ＆チャレンジ」の最終年度にあたる本年は、

黒字転換に向け、世代交代・若手の抜擢に主眼を置いた大幅な組織人事改革による新体制のもと、既存

得意先の深耕および新規得意先の開拓を強化すると同時に、人件費をはじめとする諸経費の削減に努め

てまいりました。また、社内ベンチャー制度を立ち上げ、新規事業の創出を図るとともに、企業風土の

活性化を進めてまいりました。さらに、事業を抜本的に再構築するため、コンサルタントを導入し、事

業構造の改革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、マーケティング力強化に向け、営業戦略、企画・制作部門を

統合するとともに、新規開拓特化部門を新設し、積極的な営業活動を進めてまいりました。また、紙媒

体の電子化に対応するため、ＩＴ関連の社内リソースを集約し、「ＩＴソリューション部」を設置し、

ＡＲ（拡張現実）技術を応用した当社独自の「ＡＲmailサービス」の販売強化、商業施設の各種データ

分析システム「ルックモール」の拡販にも取り組んでまいりました。 

 製造面では、中・小口案件において短納期・高付加価値のソリューションをお客様に提供するため、

次世代型デジタル印刷機を中心とした、ネット受注システムを入り口とするデジタルとオフセットのハ

イブリッドワークフローの構築を目指してまいりました。また、コストダウンをもう一段進め、市場競

争力を高めるため、材料調達から物流にいたる業務プロセスの最適化を実現する一方、利益創出活動に

より利益率の向上を図ってまいりました。 

 駐車場事業におきましては、優良事業地の開拓を進めるとともに、稼働率向上を目指し、既存事業地

のリニューアルを推進してまいりました。また、遠隔通信管理システムを活用し稼動状況に即応したき

め細かな料金設定を行うとともに、不採算事業地からの撤退により収益力強化を図ってまいりました。

さらに、新たな試みとして電気自動車用の充電設備の設置を開始いたしました。 

 以上のような施策に取り組んでまいりましたが、当第１四半期の売上高は31億７千２百万円となり前

年同期に比べ8.7％の減収となりました。 

 利益面では、営業損失８百万円（前年同期は営業損失７千９百万円）、経常利益は１億１千１百万円

（前年同期は経常損失７千３百万円）、四半期純利益は１百万円（前年同期は四半期純損失９千１百万

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27億４千８百万円（前年同期比8.7％減）、

営業損失２千６百万円（前年同期は営業損失９千３百万円）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４億３百万円

（前年同期比9.8％減）、営業利益１千１百万円（前年同期比8.3％減）となりました。 

 また、不動産賃貸事業につきましては、売上高２千１百万円（前年同期比16.7％増）、営業利益４百

万円（前年同期は営業損失０百万円）となりました。 

  

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
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当第１四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度に比べ３億５千４百万円の減少となり、135

億９千１百万円となりました。これは主に、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、前連結会計年度に比べ１千万円の減少となり、93億２千２百万円となりました。これ

は主に、賞与引当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３億４千４百万円の減少となり、42億６千９百万円となりま

した。これは主に、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31.4%となりました。 

  

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24年４月27日の「平成24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。 

  

会計方針の変更 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月

１日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更して

おります。 

なお、当該変更による当第１四半期連結累計期間の影響額は軽微であります。 

  

該当事項はありません。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(注記事項)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
（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24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,040 2,422

受取手形及び売掛金 2,924 2,606

有価証券 100 500

製品 54 57

仕掛品 186 181

原材料及び貯蔵品 55 52

その他 291 292

貸倒引当金 △8 △6

流動資産合計 5,643 6,106

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,971 1,915

その他 1,767 1,612

有形固定資産合計 3,738 3,528

無形固定資産 66 69

投資その他の資産

投資有価証券 3,641 3,038

その他 899 893

貸倒引当金 △44 △44

投資その他の資産合計 4,496 3,887

固定資産合計 8,301 7,485

資産合計 13,945 13,591

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,807 1,729

短期借入金 2,351 2,409

1年内償還予定の社債 75 75

未払法人税等 15 9

賞与引当金 115 9

その他 638 606

流動負債合計 5,002 4,839

固定負債

社債 1,395 1,395

長期借入金 2,228 2,438

繰延税金負債 141 138

役員退職慰労引当金 461 411

その他 103 98

固定負債合計 4,330 4,482

負債合計 9,332 9,322

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 1,108 1,109

自己株式 △393 △393

株主資本合計 5,160 5,161

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △547 △892

その他の包括利益累計額合計 △547 △892

純資産合計 4,613 4,269

負債純資産合計 13,945 13,591
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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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年６月30日)

売上高 3,476 3,172

売上原価 2,880 2,641

売上総利益 595 530

販売費及び一般管理費 675 538

営業損失（△） △79 △8

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 39 39

賞与引当金戻入額 － 101

貸倒引当金戻入額 － 1

物品売却益 13 9

その他 2 1

営業外収益合計 56 154

営業外費用

支払利息 48 33

その他 1 1

営業外費用合計 49 35

経常利益又は経常損失（△） △73 111

特別利益

有形固定資産売却益 － 53

固定資産売却益 － 2

特別利益合計 － 55

特別損失

固定資産除売却損 19 4

投資有価証券評価損 － 156

賃貸借契約解約損 0 －

特別損失合計 19 161

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（△）

△93 4

法人税、住民税及び事業税 2 6

法人税等調整額 △3 △3

法人税等合計 △1 3

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△91 1

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △91 1
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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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△91 1

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △63 △345

その他の包括利益合計 △63 △345

四半期包括利益 △155 △343

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △155 △343

三浦印刷㈱（7920）平成25年３月期　第１四半期決算短信

－ 6 －



該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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