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1. 平成27年3月期第3四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26年12月31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3四半期 9,870 0.7 △6 ― 47 △71.3 △107 ―
26年3月期第3四半期 9,804 △3.0 △51 ― 164 △29.0 298 ―

（注）包括利益 27年3月期第3四半期 161百万円 （△79.3％） 26年3月期第3四半期 776百万円 （―％）

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3四半期 △3.37 ―
26年3月期第3四半期 12.63 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年3月期第3四半期 13,112 6,064 46.2
26年3月期 13,124 5,902 45.0
（参考）自己資本 27年3月期第3四半期 6,064百万円 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 ： 無 
 ※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 ： 有 
 ※業績予想の修正については、本日（平成27年2月6日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

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

通期 13,200 △1.3 10 ― 70 △63.4 △110 ― △3.44



(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 

(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3Q 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3Q 36,712 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3Q 32,012,892 株 26年3月期3Q 23,612,224 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3四半期連結累計期間のわが国経済は、政府、日銀の経済金融政策を背景に、緩やかな回復基調がみられまし

た。しかしながら、円安による原材料価格の上昇や、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動が影響し、依然と

して厳しい状況で推移いたしました。今後は、次第にその影響も和らぎ消費意欲が回復するものと期待されますが、

資源国や欧州など海外経済の動向により、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、業務改革、収益管理の徹底等を実施

してまいりましたが、受注単価の下落に加え、原材料価格の高騰や、電力・ガス料金の値上がりが影響し、厳しい経

営環境で推移いたしました。

　その結果、当第3四半期の売上高は98億7千万円（前年同期比0.7％増）、営業損失は6百万円（前年同期は営業損失5

千1百万円）、経常利益は4千7百万円（前年同期比71.3%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、1億7百万円（前年同期は四半期純利益2億9千8百万円）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、製造部門と販売部門のワークフローを見直し、全社一丸となりお客様ニーズを満たす製販一体体制

へ組織改編を行い、機動力の高い提案営業活動を推進してまいりました。また、継続的な営業人材教育のもと、得意

先訪問頻度の向上による受注拡大と付加価値提案による利益率向上の両立を目指してまいりました。同時に、全社構

造改革と部門別損益管理を徹底し、収益改善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86億2千9百万円（前年同期比1.2％増）となりましたが、原材料価格の高騰と受注

単価下落の影響を収益改善効果で補いきれず、営業損失は6千5百万円（前年同期は営業損失1億6千3百万円）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

を強化し、ロケーションに適した事業地単位の料金改定を徹底してまいりました。また、インターネット情報チャネ

ル活用と営業人材育成により、収益管理に基づく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続き、駐車場事業の売上高は11億7千8百万円（前年同期比3.3％減）、営

業利益は2千4百万円（前年同期比70.0%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等を行っており、売上高は6千3百万円（前年同期比1.6%増）、営

業利益は3千1百万円（前年同期比19.2％増）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度に比べ1千2百万円の減少となり、131億1千2百万円となり

ました。これは主に有形固定資産の増加等及び受取手形及び売掛金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1億7千4百万円の減少となり、70億4千8百万円となりました。これは主に長

期借入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1億6千2百万円の増加となり、60億6千4百万円となりました。これは主に

その他有価証券評価差額金の増加によるものであります。この結果、自己資本比率は46.2%となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年３月期の通期の業績予想につきましては、最近の業績の動向や経営環境等を踏まえて見直しを行った結

果、平成26年５月９日に公表した業績予想を修正しております。

詳細は本日（平成27年２月６日）別途開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

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

「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３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,745 3,707

受取手形及び売掛金 2,633 2,422

有価証券 - 100

製品 52 46

仕掛品 168 258

原材料及び貯蔵品 64 56

その他 237 229

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 6,901 6,820

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,672 1,855

その他 1,459 1,495

有形固定資産合計 3,132 3,350

無形固定資産 52 49

投資その他の資産

投資有価証券 2,638 2,609

その他 446 417

貸倒引当金 △44 △135

投資その他の資産合計 3,039 2,891

固定資産合計 6,223 6,291

資産合計 13,124 13,112

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,693 1,806

短期借入金 2,768 2,623

1年内償還予定の社債 75 75

未払法人税等 30 8

賞与引当金 53 42

その他 421 561

流動負債合計 5,042 5,117

固定負債

社債 75 37

長期借入金 1,342 1,094

役員退職慰労引当金 93 96

退職給付に係る負債 445 385

その他 222 315

固定負債合計 2,179 1,930

負債合計 7,222 7,048
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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３四半期連結会計期間
(平成26年12月31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 1,281

自己株式 △12 △12

株主資本合計 6,440 6,332

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 30 232

退職給付に係る調整累計額 △568 △500

その他の包括利益累計額合計 △538 △268

純資産合計 5,902 6,064

負債純資産合計 13,124 13,112
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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３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

売上高 9,804 9,870

売上原価 8,224 8,292

売上総利益 1,580 1,577

販売費及び一般管理費 1,631 1,584

営業損失（△） △51 △6

営業外収益

受取利息 1 0

受取配当金 48 46

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 29 56

その他 14 8

営業外収益合計 294 113

営業外費用

支払利息 71 44

その他 7 16

営業外費用合計 78 60

経常利益 164 47

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 32 17

固定資産除売却損 10 22

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 44 151

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（△）

300 △88

法人税、住民税及び事業税 19 12

法人税等調整額 △16 5

法人税等合計 2 18

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（△）

298 △107

少数株主利益 - -

四半期純利益又は四半期純損失（△） 298 △107
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31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（△）

298 △107

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 477 202

退職給付に係る調整額 - 67

その他の包括利益合計 477 269

四半期包括利益 776 161

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 776 161
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（３）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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