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1. 平成27年3月期第2四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26年9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 ％

27年3月期第2四半期 6,516 3.3 △22 ― 12 △92.5 △121 ―
26年3月期第2四半期 6,306 △4.6 △46 ― 159 12.0 328 ―

（注）包括利益 27年3月期第2四半期 13百万円 （△97.8％） 26年3月期第2四半期 590百万円 （―％）

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

27年3月期第2四半期 △3.78 ―
26年3月期第2四半期 13.90 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年3月期第2四半期 13,239 5,916 44.7
26年3月期 13,124 5,902 45.0
（参考）自己資本 27年3月期第2四半期 5,916百万円 26年3月期 5,902百万円

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 ： 有 
※配当予想の修正については、本日（平成26年10月31日）公表の「剰余金の配当（中間配当）に関するお知らせ」をご覧ください。 
  平成27年3月期の期末配当予想については未定であります。 

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

26年3月期 ― 1.50 ― 0.00 1.50
27年3月期 ― 0.00
27年3月期（予想） ― ― ―

3. 平成27年 3月期の連結業績予想（平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 13,600 1.7 120 ― 160 △16.2 80 △60.4 2.50



(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 ： 無 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(注)詳細は、添付資料4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「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 27年3月期2Q 32,048,848 株 26年3月期 32,048,848 株
② 期末自己株式数 27年3月期2Q 35,934 株 26年3月期 35,707 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期2Q 32,013,030 株 26年3月期2Q 23,613,345 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間のわが国経済は、緩やかな回復基調が続く一方、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の

反動や夏場の天候不順が影響し、消費動向への足踏み傾向が見られました。今後は、政府、日銀の経済金融政策のも

と、その影響が次第に和らぐものと期待されますが、米国の金融緩和縮小や中国の金融市場の動向など、海外景気の

影響により先行きは不透明な状況であります。

　このような環境の中、三浦印刷株式会社は、平成26年3月にアスパラントグループ株式会社との業務提携、及び同社

が運営・管理するＡＧ投資事業有限責任組合を引受先とした第三者割当増資を行い、事業基盤の再構築、財務基盤の

強化及び経営体制の強化を図ることで、当社及び当社の子会社が推進する中期経営計画「みんなの中計」を強化し、

企業価値向上を目指してまいりました。受注拡大に軸足を置き、人材教育の実施、業務改革、利益管理の徹底等を推

進してまいりましたが、受注単価の下落傾向に加え、材料費、電力・ガス料金の値上がりが影響するなど、厳しい経

営環境で推移いたしました。

　その結果、当第2四半期の売上高は65億1千6百万円（前年同期比3.3％増）、営業損失は2千2百万円（前年同期は営業

損失4千6百万円）、経常利益は1千2百万円（前年同期比92.5%減）、四半期純損失はゴルフ会員権貸倒引当金繰入額の計

上等により、1億2千1百万円（前年同期は四半期純利益3億2千8百万円）となりました。

　セグメント別の状況につきましては、以下のとおりです。

（印刷事業）

　印刷事業では、組織営業力強化に向け、外部機関を活用した継続的な人材教育を実施し、受注拡大と利益率向上の

両立を目指した営業活動を推進してまいりました。機動力を高め、お客様ニーズを満たす組織体制の構築や、全社構

造改革によるコスト改善と部門別損益管理による徹底した収益管理に取り組んでまいりました。

　その結果、印刷事業の売上高は56億8千7百万円（前年同期比4.1％増）となりましたが、用紙代等材料費の値上がり

と受注単価下落による影響を収益改善効果で補いきれず、営業損失は6千1百万円（前年同期は営業損失1億1千6百万

円）となりました。

（駐車場事業）

　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では、遠隔通信管理システムによる事業地特性分析

のもと、市場ニーズを捉えた事業地ごとの料金改定を推進してまいりました。また、インターネット情報チャネルの

活用と営業人材育成の強化により、新規駐車場事業地の開拓に取り組んでまいりました。

　しかしながら、消費税率引き上げの影響があり、駐車場事業の売上高は7億8千7百万円（前年同期比2.0％減）、営業

利益は1千6百万円（前年同期比67.3%減）となりました。

（不動産賃貸事業）

　不動産賃貸事業では、学生専用マンションの賃貸を行っており、売上高は4千1百万円（前年同期同額）、営業利益は

2千万円（前年同期比17.6％増）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

（資産、負債及び純資産の状況）

　当第2四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度に比べ1億1千5百万円の増加となり、132億3千9百万円となりま

した。これは主に有形固定資産の増加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1億1百万円の増加となり、73億2千3百万円となりました。これは主に支払手形

及び買掛金の増加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1千4百万円の増加となり、59億1千6百万円となりました。これは主にその他

有価証券評価差額金の増加等によるものであります。この結果、自己資本比率は44.7%となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

　当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度と比較して3千6百万円(1.0%)の減少となり、37

億9百万円となりました。

（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、前第2四半期連結累計期間と比較して5千6百万円(35.4%)増加し、2億1千4百万

円の収入となりました。これは主に仕入債務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、前第2四半期連結累計期間と比較して4億9千1百万円(82.0%)減少し、1億8百万

円の収入となりました。これは主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、前第2四半期連結累計期間と比較して5千4百万円(17.7%)減少し、3億5千9百万

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支出によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　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26年5月9日の「平成26年3月期決算短信」で公表いたしました

通期の連結業績予想の数値から変更はございません。
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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

　該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　会計方針の変更

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及

び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用

指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第1

四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法

をポイント基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について従業

員の平均残存勤務期間に近似した年数とする方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反

映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

　 なお、この変更に伴う期首の利益剰余金並びに損益に与える影響はありません。

３．継続企業の前提に関する重要事象等

　該当事項はありません。
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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26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,745 3,709

受取手形及び売掛金 2,633 2,617

有価証券 - 100

製品 52 50

仕掛品 168 288

原材料及び貯蔵品 64 54

その他 237 246

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 6,901 7,067

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,672 1,888

その他 1,459 1,516

有形固定資産合計 3,132 3,404

無形固定資産 52 50

投資その他の資産

投資有価証券 2,638 2,434

その他 446 417

貸倒引当金 △44 △135

投資その他の資産合計 3,039 2,716

固定資産合計 6,223 6,171

資産合計 13,124 13,239

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,693 1,867

短期借入金 2,768 2,636

1年内償還予定の社債 75 75

未払法人税等 30 14

賞与引当金 53 53

その他 421 707

流動負債合計 5,042 5,355

固定負債

社債 75 37

長期借入金 1,342 1,170

役員退職慰労引当金 93 94

退職給付に係る負債 445 406

その他 222 258

固定負債合計 2,179 1,967

負債合計 7,222 7,323
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,524 2,524

資本剰余金 2,539 2,539

利益剰余金 1,389 1,268

自己株式 △12 △12

株主資本合計 6,440 6,319

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 30 120

退職給付に係る調整累計額 △568 △523

その他の包括利益累計額合計 △538 △403

純資産合計 5,902 5,916

負債純資産合計 13,124 13,239
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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２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

売上高 6,306 6,516

売上原価 5,270 5,499

売上総利益 1,035 1,017

販売費及び一般管理費 1,081 1,039

営業損失（△） △46 △22

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 30 29

保険解約返戻金 49 2

役員退職慰労引当金戻入額 150 -

物品売却益 18 37

その他 12 6

営業外収益合計 262 75

営業外費用

支払利息 51 31

その他 5 9

営業外費用合計 56 41

経常利益 159 12

特別利益

投資有価証券売却益 180 15

特別利益合計 180 15

特別損失

減損損失 - 9

固定資産除売却損 4 14

投資有価証券売却損 0 4

ゴルフ会員権売却損 - 15

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 - 90

賃貸借契約解約損 1 0

特別損失合計 5 134

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（△）

334 △107

法人税、住民税及び事業税 16 9

法人税等調整額 △10 3

法人税等合計 5 13

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（△）

328 △121

少数株主利益 - -

四半期純利益又は四半期純損失（△） 328 △121
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９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（△）

328 △121

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 262 89

退職給付に係る調整額 - 44

その他の包括利益合計 262 134

四半期包括利益 590 13

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 590 13
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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２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９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利益又は税金等調整
前四半期純損失（△）

334 △107

減価償却費 153 138

減損損失 - 9

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7 90

賞与引当金の増減額（△は減少） 32 0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △206 1

受取利息及び受取配当金 △31 △29

支払利息 51 31

投資有価証券売却損益（△は益） △180 △10

売上債権の増減額（△は増加） 318 15

たな卸資産の増減額（△は増加） △76 △108

仕入債務の増減額（△は減少） △175 174

その他 △14 41

小計 197 245

利息及び配当金の受取額 31 29

利息の支払額 △56 △34

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △13 △26

営業活動によるキャッシュ・フロー 158 214

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 △101 △100

有形固定資産の取得による支出 △77 △144

無形固定資産の取得による支出 △11 △4

投資有価証券の取得による支出 △0 △2

投資有価証券の売却による収入 567 356

保険積立金の払戻による収入 231 25

その他 △7 △21

投資活動によるキャッシュ・フロー 599 108

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 1,000 680

短期借入金の返済による支出 △191 -

長期借入れによる収入 400 20

長期借入金の返済による支出 △254 △1,004

社債の償還による支出 △1,207 △37

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △35 -

その他 △16 △17

財務活動によるキャッシュ・フロー △305 △359

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） 452 △36

現金及び現金同等物の期首残高 2,525 3,745

現金及び現金同等物の期末残高 2,977 3,709
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。
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