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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 3,067 △3.3 △18 ― 142 27.9 192 ―
25年3月期第1四半期 3,172 △8.7 △8 ― 111 ― 1 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 379百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △343百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 8.14 ―
25年3月期第1四半期 0.06 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 12,810 5,413 42.3
25年3月期 12,811 5,069 39.6
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  5,413百万円 25年3月期  5,069百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 1.50 1.50
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 2.00 ― 2.00 4.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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) 6,700 1.3 80 150.0 230 62.0 380 ― 16.09
通期 13,650 0.0 220 36.6 370 △5.9 510 244.6 21.60



(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   ：  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） 26年3月期1Q 24,745,848 株 25年3月期 24,745,848 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 1,132,029 株 25年3月期 1,131,891 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 23,613,866 株 25年3月期1Q 23,615,406 株
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当第1四半期連結累計期間のわが国経済は、積極的な経済政策の効果等により、円安・株高が進行し

緩やかな回復基調が見られました。中国や欧州等海外経済の下振れによる懸念はあるものの、景気回復

へ向かうことが期待されます。 

 印刷業界におきましては、企業の広告宣伝費に持ち直しのきざしが見られるものの、ＩＴ化の進展等

による印刷物需要の低迷と受注競争激化による単価下落により、厳しい経営環境が続いております。 

 このような環境の中、三浦印刷株式会社及び当社の子会社では、平成26年3月期より3ヵ年の新中期経

営計画「みんなの中計」をスタートし、新たな差別化要因の創出による収益源の確立と利益体質強化の

実現に向け、事業構造の再構築に取り組んでおります。 

 その結果、当第1四半期の売上高は30億6千7百万円（前年同期比3.3％減）、営業損失は1千8百万円

（前年同期は営業損失8百万円）、経常利益は役員退職慰労引当金戻入等の計上により1億4千2百万円

（前年同期比27.9％増）、四半期純利益は1億9千2百万円（前年同期は四半期純利益1百万円）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、中期経営計画の柱であるロジスティクスの強化に向け、工程の上流から下流までの一

貫受託による新規売上・利益の拡大を推進してまいりました。また、医薬部外品製造業許可（包装・表

示・保管）、化粧品製造業許可（包装・表示・保管）、食品営業許可（菓子製造業）を取得し、ロジス

ティクス機能のアセンブリ受注領域の拡充を進めるとともに、当期より導入いたしました収益モニタリ

ングシステムによる採算管理の徹底により、収益の拡大に取り組んでまいりました。 

 その結果、ロジスティクスと印刷の組み合わせ販売による売上は増加いたしましたが、印刷媒体の広

告費圧縮の影響があり、印刷事業の売上高は26億5千5百万円（前年同期比3.4％減）、営業損失は5千1

百万円（前年同期は営業損失2千6百万円）となりました。 

  

（駐車場事業） 

 駐車場事業では、インターネット情報チャネルを拡充し、新規駐車場事業地の開拓による売上拡大に

取り組むとともに、既存事業地のリニューアルや、遠隔通信管理システムの活用による事業地単位の積

極的な料金改定により、収益性の改善を進めてまいりました。また、ホームページのリニューアル、Ｓ

ＮＳの活用、各種媒体への広告出稿等による利用者への告知活動を推進してまいりました。 

 その結果、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の売上高は3億9千1百万円

（前年同期比3.0％減）、営業利益は2千2百万円（前年同期比100.0％増）となりました。 

  

（不動産賃貸事業） 

 不動産賃貸事業では、学生向けマンションの賃貸を行っており、売上高は2千万円（前年同期比4.8％

減）、営業利益は8百万円（前年同期比100.0％増）となりました。 

  

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
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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1百万円の減少となり、128億1千万円と

なりました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少、現金及び預金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3億4千4百万円の減少となり、73億9千7百万円となりました。

これは主に、支払手形及び買掛金、役員退職慰労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増加となり、54億1千3百万円となりまし

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増加等によるものであります。この結

果、自己資本比率は42.3%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、平成25年7月16日に公表いたしました通期連結業績予想は変

更しておりません。  

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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
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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25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,025 2,358

受取手形及び売掛金 2,901 2,361

有価証券 499 499

製品 45 38

仕掛品 167 194

原材料及び貯蔵品 72 51

その他 225 305

貸倒引当金 △8 △0

流動資産合計 5,929 5,809

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,820 1,809

その他 1,439 1,535

有形固定資産合計 3,259 3,345

無形固定資産 54 58

投資その他の資産

投資有価証券 2,754 2,799

その他 857 842

貸倒引当金 △44 △44

投資その他の資産合計 3,567 3,597

固定資産合計 6,881 7,000

資産合計 12,811 12,810

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,795 1,574

短期借入金 1,565 1,558

1年内償還予定の社債 1,245 1,245

未払法人税等 26 6

賞与引当金 21 31

その他 383 511

流動負債合計 5,036 4,928

固定負債

社債 150 150

長期借入金 2,039 1,919

繰延税金負債 126 121

役員退職慰労引当金 296 88

その他 92 189

固定負債合計 2,704 2,468

負債合計 7,741 7,397

純資産の部

株主資本

資本金 2,215 2,215

資本剰余金 2,229 2,229

利益剰余金 1,257 1,414

自己株式 △393 △393

株主資本合計 5,309 5,465

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △239 △52

その他の包括利益累計額合計 △239 △52

純資産合計 5,069 5,413

負債純資産合計 12,811 12,810
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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24年４月１日
 至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年６月30日)

売上高 3,172 3,067

売上原価 2,641 2,536

売上総利益 530 531

販売費及び一般管理費 538 550

営業損失（△） △8 △18

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 39 29

賞与引当金戻入額 101 －

役員退職慰労引当金戻入額 － 150

貸倒引当金戻入額 1 －

物品売却益 9 9

その他 1 0

営業外収益合計 154 189

営業外費用

支払利息 33 27

その他 1 1

営業外費用合計 35 28

経常利益 111 142

特別利益

有形固定資産売却益 53 －

投資有価証券売却益 － 50

固定資産売却益 2 －

特別利益合計 55 50

特別損失

固定資産除売却損 4 2

投資有価証券売却損 － 0

投資有価証券評価損 156 －

賃貸借契約解約損 － 1

特別損失合計 161 3

税金等調整前四半期純利益 4 188

法人税、住民税及び事業税 6 1

法人税等調整額 △3 △5

法人税等合計 3 △3

少数株主損益調整前四半期純利益 1 192

少数株主利益 － －

四半期純利益 1 192
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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24年４月１日
 至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1 192

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △345 186

その他の包括利益合計 △345 186

四半期包括利益 △343 379

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △343 379
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 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

（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）

（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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