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1. 平成28年3月期第1四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27年6月30日） 

※印刷事業における営業利益について、当第１四半期連結会計期間より、印刷物の製造過程で生ずる作業くずを営業外収益の物品売却益とする方法から、製
造原価より控除する方法に変更を行っております。そのため、前年同四半期の営業利益については遡及処理後の数値を記載しております。なお、会計方針の変
更の詳細については、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。 

(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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年3月期第1四半期 2,839 △8.9 55 ― 59 ― 59 ―
27年3月期第1四半期 3,115 1.6 △69 ― △60 ― △167 ―

（注）包括利益 28年3月期第1四半期 192百万円 （―％） 27年3月期第1四半期 △115百万円 （―％）

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

28年3月期第1四半期 1.86 ―
27年3月期第1四半期 △5.23 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

28年3月期第1四半期 12,889 6,706 52.0
27年3月期 13,033 6,514 50.0
（参考）自己資本 28年3月期第1四半期 6,706百万円 27年3月期 6,514百万円

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28年３月期の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

27年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
28年3月期 ―
28年3月期（予想） ― ― ― ―

3. 平成28年 3月期の連結業績予想（平成27年 4月 1日～平成28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 
※当第１四半期連結会計期間より会計方針の変更を行っているため、対前期増減率及び対前年同四半期増減率は、遡及処理後の数値を用いて算出しており
ます。 

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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) 6,200 △4.8 100 614.3 90 650.0 80 ― 2.50
通期 12,800 △2.0 300 91.1 280 97.2 230 ― 7.18



(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「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 ： 有
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） 28年3月期1Q 32,048,848 株 27年3月期 32,048,848 株
② 期末自己株式数 28年3月期1Q 37,999 株 27年3月期 36,972 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期1Q 32,011,614 株 27年3月期1Q 32,013,112 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１四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、緩やかな回復基調で推移いたし

ました。一方で、円安による主要原材料価格の上昇や受注単価の下落傾向が続き、当社グループにとっての事業環境

は厳しいものとなりました。

　このような環境の中、当社グループは、中期経営計画「みんなの中計」の最終年度として、新商品等の付加価値提

案による受注拡大と製販一体体制による内製極大化に取り組むとともに、ロケーションの抜本的見直しや人員の最適

化、組織改編等を行い、本格的な業績改善を目指してまいりました。

　その結果、当第１四半期の売上高は28億３千９百万円（前年同期比8.9％減）、営業利益は５千５百万円（前年同期

は営業損失６千９百万円）、経常利益は５千９百万円（前年同期は経常損失６千万円）、親会社株主に帰属する四半期

純利益は５千９百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失１億６千７百万円）となりました。

　なお、当第１四半期連結会計期間より会計方針の変更を行っており、遡及処理後の数値で前四半期連結累計期間と

の比較を行っております。

　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、お客様の販促活動をワンストップで支援する「販促支援ウェブツール Cross Channel Package

Solution CAN!」（略称：ミウラの缶）をリリースし、キャンペーンソリューション営業による受注拡大を推進してま

いりました。また、全社構造改革に加え、製販一体体制の進化、内製化の強化等の施策を講じており、その効果が

徐々に表れるとともに、部門別採算管理の促進を図る等収益改善に努めてまいりました。

　その結果、印刷事業の売上高は24億４千３百万円（前年同期比9.9％減）、営業利益は１千８百万円（前年同期は営

業損失７千８百万円）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を活用した事業地毎の

料金改定に加え、不採算事業地の収益改善や、事業地移転によるコスト削減に取り組んでまいりました。

　その結果、駐車場事業の売上高は３億７千１百万円（前年同期比2.9％減）、営業利益は１千９百万円（前年同期は

営業損失２百万円）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２千４百万円（前年同期比20.0%増）、

営業利益は１千５百万円（前年同期比50.0％増）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

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１億４千４百万円の減少となり、128億８千９百万

円となりました。これは主に、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３億３千６百万円の減少となり、61億８千３百万円となりました。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１億９千２百万円の増加となり、67億６百万円となりました。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52.0%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

　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27年５月12日の「平成27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。

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

（企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基準」

（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25

年９月13日）等を、当第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から

非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期

間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

（物品売却益に係る会計方針の変更）

従来より印刷物の製造過程で生ずる作業くずを営業外収益の物品売却益に計上しておりましたが、当第１四半

期連結会計期間より製造原価より控除することといたしました。この変更は、作業くずの売却額の金額的重要性

が増し、これを契機に原価管理の手法を見直し、当該原価管理の見直しに対応して製造原価より控除する方法に

変更したものであります。

　当該会計方針の変更は遡及適用され、前第１四半期連結会計期間及び前連結会計年度については遡及適用後の

四半期連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。

　この結果、遡及適用を行う前と比べて、前第1四半期連結会計期間の売上原価が17百万円減少し、売上総利益

が同額増加、営業損失が同額減少しておりますが、経常利益、税金等調整前四半期純損失への影響はありませ

ん。また、従来の方法によった場合と比較して製造原価計算に与える影響が小さいことから、過年度の差額をす

べて売上原価に含めて処理しています。そのため、前連結会計年度の期首の純資産への累積的影響額はありませ

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27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,031 4,246

受取手形及び売掛金 2,308 1,995

製品 27 27

仕掛品 195 166

原材料及び貯蔵品 55 51

その他 233 222

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 6,852 6,709

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,826 1,788

その他 1,459 1,480

有形固定資産合計 3,286 3,269

無形固定資産 57 65

投資その他の資産

投資有価証券 2,555 2,569

その他 417 411

貸倒引当金 △135 △135

投資その他の資産合計 2,837 2,845

固定資産合計 6,181 6,180

資産合計 13,033 12,889

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,495 1,390

短期借入金 2,600 2,602

1年内償還予定の社債 75 75

未払法人税等 16 8

賞与引当金 47 37

その他 616 449

流動負債合計 4,850 4,562

固定負債

長期借入金 992 900

役員退職慰労引当金 99 98

退職給付に係る負債 155 136

その他 421 484

固定負債合計 1,668 1,620

負債合計 6,519 6,183
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６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 1,326 1,386

自己株式 △12 △12

株主資本合計 6,377 6,437

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 409 528

退職給付に係る調整累計額 △273 △259

その他の包括利益累計額合計 136 269

純資産合計 6,514 6,706

負債純資産合計 13,033 12,889
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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26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

売上高 3,115 2,839

売上原価 2,642 2,306

売上総利益 473 533

販売費及び一般管理費 542 477

営業利益又は営業損失（△） △69 55

営業外収益

受取配当金 27 22

その他 2 0

営業外収益合計 29 23

営業外費用

支払利息 17 10

支払手数料 1 5

その他 0 2

営業外費用合計 20 19

経常利益又は経常損失（△） △60 59

特別利益

有形固定資産売却益 - 2

投資有価証券売却益 15 25

特別利益合計 15 27

特別損失

固定資産除売却損 3 12

投資有価証券売却損 4 9

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 106 -

賃貸借契約解約損 0 0

特別損失合計 114 22

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（△）

△159 65

法人税、住民税及び事業税 6 2

法人税等調整額 1 2

法人税等合計 7 5

四半期純利益又は四半期純損失（△） △167 59

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会
社株主に帰属する四半期純損失（△）

△167 59
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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26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △167 59

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 29 118

退職給付に係る調整額 22 14

その他の包括利益合計 51 132

四半期包括利益 △115 192

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △115 192

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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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。

　
（重要な後発事象）

（連結子会社の吸収合併）

当社は、平成27年７月１日を効力発生日として、当社の連結子会社であるミウラテック株式会社を吸収合併いたし

ました。

１． 取引の概要

(1) 結合当事企業の名称及びその事業内容（平成27年６月30日現在）

結合当事企業の名称 ミウラテック株式会社

事業の内容 印刷物の製本、加工及び物流

(2) 企業結合日

平成27年７月1日

　

(3)企業結合の法的形式

当社を存続会社とする吸収合併方式であります。

(注)本合併は、当社においては会社法第796条第2項に基づく簡易合併であり、ミウラテック株式会社においては

会社法第784条第1項に基づく略式合併であるため、いずれも合併契約承認株主総会を開催いたしません。

　

(4)結合後企業の名称

三浦印刷株式会社

(5)その他取引の概要に関する事項

当社グループ全体の経営資源の有効活用及び経営の効率化を図り、経営基盤の強化を目的としております。

２． 実施する会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業

分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表分）に基づき、共通支配下

の取引として会計処理を実施いたします。
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　（固定資産の譲渡）

当社は、平成27年７月10日開催の取締役会において、当社の事業用不動産を一部売却することを決議いたしまし

た。

　１． 取引の概要

（1）売却の理由

従前より事業の用に供していた当社が所有する建物の一部機能を本社へ集約したことにより、当該事業用不動

産の有効活用策として売却することといたしました。

（2）売却資産の内容

　 契約締結日 平成27年７月10日

　 物件引渡日 平成27年10月31日（予定）

　 譲渡物件 東京都墨田区両国二丁目14番３

　 土地（地積 339.93㎡）

　 建物（床面積 1,308.72㎡）

　 譲渡価額 372百万円

　 帳簿価額 120百万円

　 譲渡先概要 不動産の売買・仲介事業

　 当社との関係 資本関係・人的関係・取引関係はありません。

　 また、当社の関連当事者には該当いたしません。

２． 当該事象の損益に与える影響

当該固定資産の譲渡に伴い、平成28年３月期において固定資産売却益約240百万円（譲渡に係る費用等の見込額を

控除した概算額）を計上する見込みです。
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