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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第1四半期 4,764 ― 195 ― 265 ― 132 ―

20年3月期第1四半期 4,719 △3.3 359 △14.5 459 △18.1 272 △23.8

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

21年3月期第1四半期 12.25 ―

20年3月期第1四半期 25.12 25.03

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 32,127 28,007 87.2 2,606.88
20年3月期 32,850 27,774 84.5 2,571.59

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  28,007百万円 20年3月期  27,774百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 12.00 ― 12.00 24.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 14.00 ― 14.00 28.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期連結累計期間 9,700 △1.4 610 △21.4 700 △30.3 370 △34.7 34.26
通期 20,650 0.1 1,760 11.7 1,950 5.6 1,140 3.6 105.55

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注） 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※１ 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
績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
 
※２ 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  11,072,000株 20年3月期  11,072,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  328,440株 20年3月期  271,590株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  309,473株 20年3月期第1四半期  250,790株



定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

(1) 経営成績の概況 

 当第１四半期の日本経済は原油・原材料価格の高騰、米国経済の減速に伴う企業収益の減少や個人消費の低迷な

ど、減速傾向で推移しました。 

このような状況のもと、電子部品関連市況は年明け以降の在庫調整局面からの需要回復がみられたものの、半導体設

備関連では、受注低迷局面が続きました。 

 当第１四半期の売上高はセラミック部品事業の増収により、前年同期比0.9%増の4,764百万円となりました。営業

利益は前年同期比45.7%減の195百万円となりました。半導体設備市況の影響を受けるとともに、セラミック部品事業

において、新規量産製品の立ち上げに伴う費用負担等により、利益を圧迫した結果となりました。経常利益は前年同

期比42.2%減の265百万円、純利益は前年同期比51.5%減の132百万円となりました。 

(2) セグメント別の概況(連結) 

セラミック部品事業 

 売上高は前年同期比1.6%増の4,606百万円、営業利益は同35.4%減の385百万円となりました。新規量産製品の増収

効果はあるものの、立ち上げに伴う費用負担や、半導体設備市況の低迷が影響しました。 

セラミック部品事業 部門別の売上高推移(連結) 

回路部品部門 

 回路部品部門の売上高は、前年同期比10.4%増の1,868百万円となりました。 

新規量産に入った車載用途の窒化アルミニウム基板や大型基板の受注増が増収に貢献しました。 

機構部品部門 

 機構部品部門の売上高は、前年同期比12.1%減の1,164百万円となりました。 

石英ガラス製品は半導体設備市況の低迷の影響を受けました。 

高周波部品部門 

 高周波部品部門の売上高は、前年同期比2.6%増の487百万円となりました。 

薄膜製品が増収になるとともに、車載向けセラミック多層基板の量産移行が増収要因となりました。 

ＥＭＣ対策部品部門 

 ＥＭＣ対策部品部門の売上高は、前年同期比4.4%増の1,087百万円となりました。 

主な増収要因はRFID用途のフェライトシート製品の量産開始によるものです。 

照明機器事業 

 照明機器事業の売上高は、前年同期比15.9%減の157百万円、営業損失は63百万円となりました。 

従来照明については、引き続き減少傾向にありますが、ＬＥＤ照明の販売活動に注力しております。 



２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第1四半期末における連結の総資産は32,127百万円となり、前期末と比較して723百万円減少しました。主に流動

資産の減少によるもので、売上が期末に偏るという照明機器事業の体質を反映したものです。負債は主に流動負債の

減少により、前期末と比較して956百万円減少し4,120百万円となりました。純資産につきましては、為替換算調整勘

定の増加などにより、233百万円増加し、28,007百万円となりました。 

 当期間における新規の設備投資額は529百万円であり、減価償却の実施額は475百万円でした。  

 当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は5,425百万円となりました。 

 営業活動から得たキャッシュは税金等調整前四半期純利益244百万円、減価償却費475百万円等がありました。この

結果、キャッシュ・フローは366百万円となりました。 

 投資活動に使用したキャッシュは有形固定資産の取得による支出797百万円などにより、974百万円となりました。

 財務活動に使用したキャッシュは配当金の支払額108百万円の支出等により187百万円の支出となりました。 

 
前年同四半期 

平成20年３月期第１四半期

当四半期 

平成21年３月期第１四半期 

セラミック部品事業    

  売上高 4,532 4,606 

  営業利益 596 385 

照明機器事業    

  売上高 187 157 

  営業利益 △71 △63 

合計    

  売上高 4,719 4,764 

  営業利益 526 323 

消去又は全社    

  売上高 － － 

  営業利益 △167 △128 

連結    

  売上高 4,719 4,764 

  営業利益 359 195 

 

前期
（20年３月期）  

 当期 

(平成21年３月期)

１Ｑ   ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ  

回路部品 1,692 1,868 1,936 1,673 1,868 

機構部品 1,325 1,330 1,258 1,186 1,164 

高周波部品 474 492 500 456 487 

ＥＭＣ対策部品 1,041 1,064 1,138 1,046 1,087 

合計 4,532 4,755 4,832 4,361 4,606 



３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成21年3月期の連結業績につきましては、平成20年5月9日に公表いたしました連結業績予想に変更はありません。 

４．その他 

（１）期中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） 

 該当事項はありません。 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 一部の国内連結子会社において、当第１四半期連結会計期間末の一般債権の貸倒実績率等が前連結会計年度末

に算定したものと著しい変動がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高

を算定しております。 

２．たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地た

な卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについて正味売却価額を見積り、簿

価切下げを行う方法によっております。 

３．固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により算定し

ております。 

４．経過勘定項目の算定方法 

 合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっています。 

５．法人税等ならびに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度末以降に、経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において使用した将来の業績予測等を利用する方

法によっております。 

 重要性が乏しい連結子会社については、税金費用の計算にあたり、税引前四半期純利益に、前連結会計年度の

損益計算書における税効果会計適用後の法人税等の負担率を乗じて計算する方法によっております。 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

２．棚卸資産の評価に関する会計基準 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりました

が、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月

５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ589千円減少し、税金等調整前四半期純利益は、29,072千円減少

しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

３．「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 これにより、期首利益剰余金が146,745千円増加しております。なお、これによる損益に与える影響はありませ

ん。 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  5,705,616 ※1  6,263,135

受取手形及び売掛金 6,343,391 6,648,967

たな卸資産 4,397,571 4,137,202

商品 196,758 －

製品 1,224,615 －

原材料 1,144,408 －

仕掛品 1,529,304 －

貯蔵品 302,486 －

その他 364,244 649,951

貸倒引当金 △12,641 △2,160

流動資産合計 16,798,181 17,697,095

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※1  7,795,711 ※1  7,549,669

減価償却累計額 △3,446,884 △3,318,569

建物及び構築物（純額） 4,348,827 4,231,100

機械装置及び運搬具 12,446,915 11,965,997

減価償却累計額 △7,872,072 △7,493,017

機械装置及び運搬具（純額） 4,574,843 4,472,980

土地 ※1  3,347,162 ※1  3,215,441

建設仮勘定 527,573 422,880

その他 3,430,011 3,366,444

減価償却累計額 △2,825,437 △2,725,670

その他（純額） 604,574 640,774

有形固定資産合計 13,402,979 12,983,174

無形固定資産 230,425 225,412

投資その他の資産 ※2  1,695,380 ※2  1,944,501

固定資産合計 15,328,784 15,153,087

資産合計 32,126,965 32,850,183



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,507,420 1,707,995

短期借入金 ※1  4,684 ※1  4,684

未払法人税等 59,049 110,184

賞与引当金 207,486 356,892

役員賞与引当金 1,625 －

その他 1,683,875 2,088,249

流動負債合計 3,464,140 4,268,004

固定負債   

長期借入金 ※1  128,910 ※1  130,081

負ののれん ※3  91,611 ※3  112,343

その他 434,927 565,384

固定負債合計 655,448 807,808

負債合計 4,119,588 5,075,812

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,709,850 6,709,850

資本剰余金 9,746,778 9,746,778

利益剰余金 12,303,883 12,324,972

自己株式 △717,401 △639,355

株主資本合計 28,043,110 28,142,245

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △58,767 △72,310

為替換算調整勘定 22,832 △295,740

評価・換算差額等合計 △35,934 △368,051

少数株主持分 202 176

純資産合計 28,007,378 27,774,370

負債純資産合計 32,126,965 32,850,183



（２）四半期連結損益計算書 
 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 4,763,636

売上原価 3,591,225

売上総利益 1,172,411

販売費及び一般管理費 ※  977,541

営業利益 194,870

営業外収益  

受取利息 14,464

受取賃貸料 29,170

為替差益 7,789

負ののれん償却額 20,732

その他 18,838

営業外収益合計 90,993

営業外費用  

支払利息 1,493

投資不動産賃貸費用 13,018

その他 6,044

営業外費用合計 20,555

経常利益 265,308

特別利益  

固定資産売却益 11,729

特別利益合計 11,729

特別損失  

固定資産除売却損 4,541

たな卸資産評価損 28,483

特別損失合計 33,024

税金等調整前四半期純利益 244,013

法人税、住民税及び事業税 53,849

法人税等調整額 58,276

法人税等合計 112,125

少数株主利益 25

四半期純利益 131,863



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６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 244,013

減価償却費 475,220

負ののれん償却額 △20,732

貸倒引当金の増減額（△は減少） 39,923

固定資産除売却損益（△は益） △7,188

受取利息及び受取配当金 △16,923

為替差損益（△は益） 266

売上債権の増減額（△は増加） 383,971

たな卸資産の増減額（△は増加） △197,574

仕入債務の増減額（△は減少） △272,868

その他 △210,728

小計 417,378

利息及び配当金の受取額 19,789

利息の支払額 △1,276

法人税等の支払額 △69,704

営業活動によるキャッシュ・フロー 366,188

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △145,512

定期預金の払戻による収入 1,562

有形固定資産の取得による支出 △796,964

有形固定資産の売却による収入 30,147

投資有価証券の取得による支出 △51,471

無形固定資産の取得による支出 △5,920

その他 △5,378

投資活動によるキャッシュ・フロー △973,537

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △1,171

自己株式の取得による支出 △78,046

配当金の支払額 △107,930

財務活動によるキャッシュ・フロー △187,146

現金及び現金同等物に係る換算差額 63,344

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △731,151

現金及び現金同等物の期首残高 6,145,837

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 9,869

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  5,424,555



（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

３．会計処理の方法の変更 

 （たな卸資産の評価に関する会計基準） 

 【定性的情報・財務諸表】４．その他（３）に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資

産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用しております。この変更

に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益がセラミック部品事業で589千円減少しておりま

す。 

項目 
セラミック部
品事業(千円) 

照明機器事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 4,606,192 157,444 4,763,636 － 4,763,636 

(2）セグメント間の内部売上高

または振替高 
7,561 － 7,561 (7,561) － 

計 4,613,753 157,444 4,771,197 (7,561) 4,763,636 

営業利益又は営業損失 385,228 △62,550 322,677 (127,807) 194,870 

事業区分 主要製品 

セラミック部品事業 

回路部品（チップ抵抗器用セラミック基板等）、機構部品（石英ガラス製品

等）、高周波部品（BPF等）及びEMC対策部品（積層セラミックコンデンサ

等） 

照明機器事業 照明機器、情報表示装置等 



ｂ．所在地別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア……マレーシア、台湾、韓国、中国 

欧米………イギリス、アメリカ 

３．会計処理の方法の変更 

 （たな卸資産の評価に関する会計基準） 

 【定性的情報・財務諸表】４．その他（３）に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資

産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用しております。この変更

に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が日本で589千円減少しております。 

ｃ．海外売上高 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

アジア……マレーシア、台湾、韓国、中国 

欧州………ドイツ、イギリス 

その他……アメリカ 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

（６）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。 

項目 
日本 

（千円） 
アジア 
（千円） 

欧米 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 3,522,722 916,815 324,099 4,763,636 － 4,763,636 

(2）セグメント間の内部売上

高または振替高 
262,715 458,965 539 722,219 (722,219) － 

計 3,785,437 1,375,780 324,638 5,485,855 (722,219) 4,763,636 

営業利益 241,445 121,993 13,799 377,237 (182,367) 194,870 

  アジア 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,858,394 190,453 143,764 2,192,611 

Ⅱ 連結売上高（千円）       4,763,636 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
39.0 4.0 3.0 46.0 



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（要約）四半期連結損益計算書 

科目 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

  金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 4,719 

Ⅱ 売上原価 3,352 

売上総利益 1,367 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,008 

営業利益 359 

Ⅳ 営業外収益 130 

受取利息 17 

受取賃貸料 29 

負ののれんの償却額 51 

その他 33 

Ⅴ 営業外費用 30 

支払利息 1 

投資固定資産賃貸費用 13 

為替差損 10 

その他 6 

経常利益 459 

Ⅵ 特別利益 77 

固定資産売却益 45 

退職給付制度終了益 32 

投資有価証券売却益 0 

Ⅶ 特別損失 125 

固定資産除売却損 94 

その他 30 

税金等調整前四半期（当
期）純利益 411 

税金費用 139 

少数株主利益または損失
（△） 0 

四半期（当期）純利益 272 


	㈱ＭＡＲＵＷＡ（5344）平成21年３月期　第１四半期決算短信: ㈱ＭＡＲＵＷＡ（5344）平成21年３月期　第１四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -


