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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 6,613 △8.9 32 ― 142 ― △816 ―
24年3月期第2四半期 7,257 △8.1 △78 ― △105 ― △356 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △530百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △610百万円 （―％）

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2四半期 △34.57 ―
24年3月期第2四半期 △15.09 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 13,088 4,082 31.2
24年3月期 13,945 4,613 33.1
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  4,082百万円 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  ：  有  
※配当予想の修正については、本日（平成24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。 

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 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 2.00 2.00

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、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 △5.9 200 ― 300 ― △700 ― △29.64



(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）「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2Q 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2Q 1,130,619 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2Q 23,615,344 株 24年3月期2Q 23,615,596 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要を背景に緩やかな回復基

調にあるものの、欧州債務危機による世界経済の後退や円高の長期化等により、依然として先行き不透明な

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よる印刷物需要の低迷と、競争激化による受注単価下

落の影響により、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、大幅な組織人事改革による新体制のもと、新規得意先開拓の強化を図り、売上拡大を進めると

ともに、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、事業構造を抜本的に変革するた

め、コンサルタントを導入し、将来に向けた売上拡大策及び収益強化策の策定を進めてまいりました。 

 印刷事業におきましては、営業面では、新規開拓特化部門を補強するとともに、マーケティング部門と企

画・制作部門の統合及びＩＴ部門の集約を行い、新規売上の拡大に注力してまいりました。また、前期末よ

り販売を開始しました「ＡＲmailサービス」（ＡＲ技術を応用した当社オリジナルのサービス）に廉価版の

新パッケージを投入し、紙媒体との相乗効果訴求による販路拡大を進めてまいりました。 

 製造面では、中・小口案件における短納期・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、デジタル印刷とオフセット印刷のハイブリッドワークフローの構築に取

り組んでまいりました。また、ロジスティクス機能強化の一環として、船橋工場内のアッセンブリ作業スペ

ースを拡大し、アッセンブリ作業の内製化を推進してまいりました。さらに、市場競争力をもう一段高める

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図るとともに、採算管理体制の強化を進めてまい

りました。 

 駐車場事業におきましては、優良事業地開拓を推進すると同時に、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の活用を促進し、稼動状況に合わせたき

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を進め、収益力強化を図ってまいりました。 

 以上のような施策に取り組んでまいりましたが、当第２四半期累計期間の売上高は66億１千３百万円とな

り前年同期に比べ8.9％の減収となりました。 

 利益面では、営業利益３千２百万円（前年同期は営業損失７千８百万円）、経常利益は１億４千２百万円

（前年同期は経常損失１億５百万円）、また四半期純損失につきましては、株式市場の低迷に伴う投資有価

証券評価損10億３百万円を特別損失に計上したことにより、８億１千６百万円（前年同期は四半期純損失３

億５千６百万円）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、印刷物需要の低迷と受注単価の更なる下落により、売上

高が減少し、売上高57億５千６百万円（前年同期比8.8％減）、営業損失３千万円（前年同期は営業損失１億

２千５百万円）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、不採算事業地からの撤退

や優良事業地の開拓などによる収益力強化により、売上高８億１千７百万円（前年同期比9.5％減）、営業利

益４千７百万円（前年同期比20.5％増）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４千２百万円（前年同期比2.3％減）、営業利益１千１百万

円（前年同期比175.0％増）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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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８億５千７百万円の減少となり、130

億８千８百万円となりました。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３億２千７百万円の減少となり、90億５百万円となりました。

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５億３千１百万円の減少となり、40億８千２百万円となりま

した。これは主に利益剰余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31.2%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２億１千６百万円

の増加となり、23億５千７百万円となりました。 

（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、７千万円の収入となりました。 

これは主に税金等調整前四半期純損失及び投資有価証券評価損の計上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、６千万円の収入となりました。 

これは主に有形固定資産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、８千５百万円の収入となりました。 

これは主に短期借入れ及び長期借入れによる収入によるものであります。  

  

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24年10月26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。 

  

（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
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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、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２四半期連結累計期間の影響額は軽微であります。 

  

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
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３．四半期連結財務諸表
（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２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,040 1,657

受取手形及び売掛金 2,924 2,962

有価証券 100 699

製品 54 54

仕掛品 186 248

原材料及び貯蔵品 55 60

その他 291 205

貸倒引当金 △8 △7

流動資産合計 5,643 5,880

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,971 1,885

その他 1,767 1,579

有形固定資産合計 3,738 3,465

無形固定資産 66 79

投資その他の資産

投資有価証券 3,641 2,823

その他 899 883

貸倒引当金 △44 △44

投資その他の資産合計 4,496 3,662

固定資産合計 8,301 7,208

資産合計 13,945 13,088

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,807 1,825

短期借入金 2,351 2,398

1年内償還予定の社債 75 75

未払法人税等 15 17

賞与引当金 115 22

その他 638 353

流動負債合計 5,002 4,691

固定負債

社債 1,395 1,357

長期借入金 2,228 2,314

繰延税金負債 141 135

役員退職慰労引当金 461 413

その他 103 93

固定負債合計 4,330 4,313

負債合計 9,332 9,005

純資産の部

株主資本

資本金 2,215 2,215

資本剰余金 2,230 2,229

利益剰余金 1,108 291

自己株式 △393 △393

株主資本合計 5,160 4,343

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △547 △261

その他の包括利益累計額合計 △547 △261

純資産合計 4,613 4,082

負債純資産合計 13,945 13,088
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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23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

売上高 7,257 6,613

売上原価 5,995 5,506

売上総利益 1,261 1,107

販売費及び一般管理費 1,339 1,075

営業利益又は営業損失（△） △78 32

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 41 42

賞与引当金戻入額 － 101

貸倒引当金戻入額 － 0

物品売却益 25 18

その他 6 14

営業外収益合計 74 180

営業外費用

支払利息 92 65

その他 9 3

営業外費用合計 101 69

経常利益又は経常損失（△） △105 142

特別利益

有形固定資産売却益 5 53

投資有価証券売却益 26 －

固定資産売却益 － 2

特別利益合計 32 55

特別損失

固定資産除売却損 23 7

投資有価証券評価損 262 1,003

賃貸借契約解約損 0 －

特別損失合計 286 1,010

税金等調整前四半期純損失（△） △359 △811

法人税、住民税及び事業税 4 11

法人税等調整額 △7 △6

法人税等合計 △3 4

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △356 △816

少数株主利益 － －

四半期純損失（△） △356 △816
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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23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △356 △816

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △253 285

その他の包括利益合計 △253 285

四半期包括利益 △610 △530

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △610 △530
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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23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24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損失（△） △359 △811

減価償却費 199 175

投資有価証券評価損益（△は益） 262 1,003

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） △0 △92

受取利息及び受取配当金 △42 △43

支払利息 92 65

売上債権の増減額（△は増加） △194 △38

たな卸資産の増減額（△は増加） △171 △66

仕入債務の増減額（△は減少） 5 18

その他 86 △108

小計 △122 100

利息及び配当金の受取額 42 44

利息の支払額 △95 △73

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △8 △1

営業活動によるキャッシュ・フロー △183 70

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △494 △227

有形固定資産の売却による収入 19 205

無形固定資産の取得による支出 △21 △25

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

投資有価証券の売却による収入 124 101

その他 39 8

投資活動によるキャッシュ・フロー △334 60

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 － 1,200

長期借入れによる収入 － 400

長期借入金の返済による支出 △1,458 △1,467

社債の償還による支出 △300 △37

自己株式の売却による収入 － 0

自己株式の取得による支出 △0 △0

その他 △8 △9

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,766 85

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） △2,284 216

現金及び現金同等物の期首残高 4,449 2,140

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,165 2,357
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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