
平成21年3月期 第2四半期決算短信 

平成20年11月7日

（百万円未満四捨五入）

上場会社名 株式会社 ＭＡＲＵＷＡ 上場取引所 東 名 

コード番号 5344 URL http://www.maruwa-g.com
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 神戸 誠

問合せ先責任者 （役職名） 経営企画室長 （氏名） 丹羽 邦人 TEL 0561-51-0839

四半期報告書提出予定日 平成20年11月13日 配当支払開始予定日 平成20年12月10日

1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第2四半期 9,841 ― 533 ― 719 ― 370 ―

20年3月期第2四半期 9,837 0.8 776 △5.6 1,004 △5.2 567 △10.2

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2四半期 34.40 ―

20年3月期第2四半期 52.40 52.25

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2四半期 31,379 27,566 87.9 2,565.84
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2四半期  27,566百万円 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 ― 14.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 19,450 △5.7 1,490 △5.5 1,580 △14.4 946 △14.0 88.05

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） 

(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
績は様々は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2四半期  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2四半期  328,490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2四半期  10,753,035株 20年3月期第2四半期  10,816,794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２四半期累計期間の日本経済は、原油価格の高騰やサブプライムローン問題に端を発した米国経済の悪化や円

高の影響により、個人消費の低下や企業収益の減少に伴う設備投資の冷え込みなどで景気は明らかに減速の方向に向

かってきています。

　当社グループの属する電子部品関連市場は半導体設備関連を除いて比較的底堅い需要はありましたが、米国におけ

る住宅市場や自動車の販売低迷や世界規模の金融不振による景気悪化の動きによる影響が強まってきています。

　このような状況の下、当グループは先行投資してきた新商品群の量産立ち上げに注力すると同時に、既存製品にお

いても積極的な販売活動を展開してまいりました。また市況の動向にも適切な対応をすばやく行ってまいりました。

　その結果、売上高はセラミック部品事業で半導体設備市況の低迷を受けましたが新規商品の増収もあり、前年同期

とほぼ同じ9,841百万円となりました。営業利益は前年同期比31.3％減の533百万円となりました。新規商品の量産立

ち上げにともなう費用負担等による利益の圧迫が主な要因となりました。経常利益は同28.4％減の719百万円、純利益

は同34.7％減の370百万円となりました。

(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1.4％増の9,412百万円、営業利益は同24.9％減の891百万円となりました。新規製品の増収効果

はありましたが、量産立ち上げに伴う費用負担や半導体設備市況の低迷による収益の圧迫がありました。

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

　回路部門の売上高は、前年同期比6.0％増の3,775百万円になりました。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、グレーズ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14.1％減の2,280百万円になりました。石英ガラス製品の半導体設備市況

の低迷が主な要因です。

高周波部品部門

　高周波部品部門の売り上げは、前年同期比5.2％増の1,016百万円になりました。薄膜回路製品が増収であった

のと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対策部品部門の売り上げは、前年同期比11.2%増の2,341百万円となりました。主な増収要因はフェライ

トシートの量産開始とチップバリスタの受注の増加です。

照明機器事業

　売上高は前年同期比22.1%減の429百万円、営業損失は109百万円となり、前年同期比21百万円改善しました。

　従来照明については引き続き減少傾向にありますが、ＬＥＤ照明は新商品の増強と拡販活動により順調に伸びてき

ています。



　（百万円）

前年同四半期

平成20年３月期第２四半期

当四半期

平成21年３月期第２四半期

セラミック部品事業

売上高 9,286 9,412

営業利益 1,186 891

照明機器事業

売上高 551 429

営業利益 △131 △109

合計

売上高 9,837 9,841

営業利益 1,055 782

消去又は全社

売上高 － －

営業利益 △279 △248

連結

売上高 9,837 9,841

営業利益 776 533

　（百万円）

前期

（20年３月期） 

 当期

(平成21年３月期)

１Ｑ  ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ ２Ｑ

回路部品 1,692 1,868 1,936 1,673 1,868 1,907

機構部品 1,325 1,330 1,258 1,186 1,164 1,116

高周波部品 474 492 500 456 487 529

ＥＭＣ対策部品 1,041 1,064 1,138 1,046 1,087 1,254

合計 4,532 4,755 4,832 4,361 4,606 4,806

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第２四半期末における連結の総資産は31,379百万円となり、前期末と比較して1,472百万円減少しました。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1,264百万円減少して3,812百万円となりました。純資産につきましては、為替換算調整

勘定の減少などにより208百万円減少し、27,566百万円となりました。

　当期間における新規の設備投資額は786百万円であり、減価償却の実施額は970百万円でした。　

　当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は5,798百万円となりました。

　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689百万円、減価償却費970百万円などがありました。こ

の結果、キャッシュフローは1,258百万円となりました。

　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1,210百万円などにより、1,379百万円となりまし

た。

　財務活動に使用したキャッシュは配当金の支払額130百万円の支出などにより210百万円になりました。



３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第２四半期連結累計期間（６ヶ月）の実績はほぼ予想通りに推移しましたが、下期の業績見通しについては、世界

経済の金融不安による予想以上のユーロ大幅安などの円高傾向により、一部製品において収益面での影響が予想されま

す。現在、顧客と価格面での見直しを交渉中ですが、効果は来期からとなります。このため、平成20年５月９日に公表

した業績予想数値を以下のとおり修正いたします。

（通期）

 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

前回発表予想（Ａ） 20,650 1,760 1,950 1,140 105 55

今回修正予想（Ｂ） 19,450 1,490 1,580 946 88 05

増減額（Ｂ－Ａ） △1,200 △270 △370 △194  　－

増減率（％） △5.8 △15.3 △19.0 △17.0  －　

前期実績 20,635 1,576 1,846 1,100 101 80

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２四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

　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、主として移動平均法による原価法によっておりました

が、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、主として移動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、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ468千円減少し、税金等調整前四半

期純利益は、28,951千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

　　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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 6,083,113 6,263,135

受取手形及び売掛金 6,022,899 6,648,967

たな卸資産 4,167,781 4,137,202

商品 175,445 190,786

製品 1,230,400 1,162,767

原材料 1,063,051 969,209

仕掛品 1,363,882 1,547,666

貯蔵品 335,003 266,773

その他 473,362 649,951

貸倒引当金 △13,167 △2,160

流動資産合計 16,733,988 17,697,095

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,663,738 7,549,669

減価償却累計額 △3,473,177 △3,318,569

建物及び構築物（純額） 4,190,561 4,231,100

機械装置及び運搬具 12,315,030 11,965,997

減価償却累計額 △7,868,382 △7,493,017

機械装置及び運搬具（純額） 4,446,648 4,472,980

土地 3,313,010 3,215,441

建設仮勘定 309,175 422,880

その他 3,267,315 3,366,444

減価償却累計額 △2,732,179 △2,725,670

その他（純額） 535,136 640,774

有形固定資産合計 12,794,530 12,983,174

無形固定資産 210,090 225,412

投資その他の資産 ※1  1,639,900 ※1  1,944,501

固定資産合計 14,644,520 15,153,087

資産合計 31,378,509 32,850,183



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 1,191,959 1,707,995

短期借入金 4,684 4,684

未払法人税等 210,037 110,184

賞与引当金 378,267 356,892

役員賞与引当金 3,250 －

その他 1,315,216 2,088,249

流動負債合計 3,103,413 4,268,004

固定負債   

長期借入金 127,235 130,081

負ののれん ※2  70,879 ※2  112,343

その他 510,652 565,384

固定負債合計 708,767 807,808

負債合計 3,812,180 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 12,541,935 12,324,972

自己株式 △717,466 △639,355

株主資本合計 28,281,097 28,142,245

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △77,592 △72,310

為替換算調整勘定 △637,379 △295,740

評価・換算差額等合計 △714,970 △368,051

少数株主持分 202 176

純資産合計 27,566,329 27,774,370

負債純資産合計 31,378,509 32,850,183



（２）【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 9,841,450

売上原価 7,465,205

売上総利益 2,376,244

販売費及び一般管理費 ※  1,843,026

営業利益 533,218

営業外収益  

受取利息 26,673

受取賃貸料 57,717

為替差益 71,361

負ののれん償却額 41,464

その他 33,129

営業外収益合計 230,343

営業外費用  

支払利息 2,425

投資不動産賃貸費用 28,000

その他 14,563

営業外費用合計 44,987

経常利益 718,574

特別利益  

固定資産売却益 27,216

特別利益合計 27,216

特別損失  

固定資産除売却損 17,391

たな卸資産評価損 28,483

災害による損失 10,552

特別損失合計 56,426

税金等調整前四半期純利益 689,364

法人税、住民税及び事業税 216,729

法人税等調整額 102,692

法人税等合計 319,422

少数株主利益 27

四半期純利益 369,914



（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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利益 689,364

減価償却費 970,360

負ののれん償却額 △41,464

貸倒引当金の増減額（△は減少） 39,868

投資有価証券売却損益（△は益） 3,006

固定資産除売却損益（△は益） △9,824

受取利息及び受取配当金 △30,634

為替差損益（△は益） 1,709

売上債権の増減額（△は増加） 559,693

たな卸資産の増減額（△は増加） △58,914

仕入債務の増減額（△は減少） △511,054

その他 △307,457

小計 1,304,651

利息及び配当金の受取額 32,149

利息の支払額 △1,942

法人税等の支払額 △76,660

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,258,198

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 △196,656

定期預金の払戻による収入 22,335

有形固定資産の取得による支出 △1,209,618

有形固定資産の売却による収入 56,302

投資有価証券の取得による支出 △53,155

投資有価証券の売却による収入 21,351

無形固定資産の取得による支出 △6,370

その他 △13,099

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,378,910

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 △2,342

自己株式の取得による支出 △78,111

配当金の支払額 △129,533

財務活動によるキャッシュ・フロー △209,986

現金及び現金同等物に係る換算差額 △26,840

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △357,537

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 ※  5,798,169



　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。

（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

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

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 9,412,296 429,154 9,841,450 － 9,841,450

(2）セグメント間の内部売上高ま

たは振替高
11,670 － 11,670 (11,670) －

計 9,423,966 429,154 9,853,120 (11,670) 9,841,450

営業利益又は営業損失 890,643 △109,124 781,519 (248,301) 533,218

　（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

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

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、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、当第２四半期連結累計期間の営業利益がセラミック部品事業で

468千円減少しております。



〔所在地別セグメント情報〕

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

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 7,195,982 1,930,359 715,109 9,841,450 － 9,841,450

(2）セグメント間の内部売上高

または振替高
616,846 853,232 1,182 1,471,259 (1,471,259) －

計 7,812,827 2,783,591 716,290 11,312,709 (1,471,259) 9,841,450

営業利益 536,851 264,019 35,727 836,597 (303,379) 533,218

　（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、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、当第２四半期連結累計期間の営業利益が日本で468千円減少して

おります。

〔海外売上高〕

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

 アジア 欧州 その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 3,881,865 431,736 296,711 4,610,311

Ⅱ　連結売上高（千円） 9,841,450

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
39.4 4.4 3.0 46.8

　（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。



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

 
前中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  9,837,200 100.0

Ⅱ　売上原価  7,011,427 71.3

売上総利益  2,825,773 28.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費  2,049,818 20.8

営業利益  775,955 7.9

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 38,007   

２．受取賃貸料 54,620   

３．為替差益 10,831   

４．負ののれん償却額 101,065   

５．その他 60,862 265,384 2.7

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 1,430   

２．為替差損 －   

３．投資固定資産賃貸費用 27,466   

４．売上割引 4,374   

５．その他 4,390 37,659 0.4

経常利益  1,003,680 10.2

Ⅵ　特別利益    

１．固定資産売却益 18,974   

２．退職給付制度終了益 30,288   

３．投資有価証券売却益 3,075 52,337 0.5

Ⅶ　特別損失    

１．固定資産除売却損 193,286   

２．投資有価証券売却損 1,375   

３．関係会社減資為替差損 －   

４．割増退職金 －   

５．減損損失 －   

６．災害損失 4,583   

７．その他 － 199,244 2.0

税金等調整前中間（当期）
純利益

 856,773 8.7

法人税、住民税及び事業税 251,928   

法人税等調整額 37,924 289,851 2.9

少数株主利益又は少数株主
損失（△）

 73 0.0

中間（当期）純利益  566,848 5.8

    



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

 
前中間連結会計期間

(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日) 

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間（当期）純利益 856,773

減価償却費 893,625

のれん償却額 －

負ののれん償却額 △101,065

貸倒引当金の増減額 27,304

退職給付引当金の増減額 －

投資有価証券売却損益 △1,700

固定資産除売却損 193,286

受取利息及び受取配当金 △39,659

為替差損益 1,841

売上債権の増減額 1,286,528

たな卸資産の増減額 △569,343

仕入債務の増減額 △1,016,309

その他 △73,818

小計 1,457,463

利息及び配当金の受取額 38,999

利息の支払額 △1,093

法人税等の支払額 △306,317

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,189,053

Ⅱ　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 △120,587

 定期預金の払戻による収入 629,320

有形固定資産の取得による支出 △1,443,821

有形固定資産の売却による収入 157,102

投資有価証券の取得による支出 △29,763

投資有価証券の売却による収入 31,643

子会社株式及び出資金取得による支出 △21,220

連結範囲の変更を伴う子会社株式取得による
支出

－

貸付金による支出 △147,727

貸付金の回収による収入 120,796

保証金の預入による支出 △49,598

無形固定資産の増加額 △3,806

その他 △8,728

投資活動によるキャッシュ・フロー △886,389

Ⅲ　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 △51,272

自己株式の売却による収入 3,315

自己株式申込証拠金収入 －

自己株式の取得による支出 △86,565

配当金の支払額 △130,190

財務活動によるキャッシュ・フロー △264,712

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,863

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 28,089

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 5,939,037

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 59,172

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 6,026,298

  



（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

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 9,286,354 550,846 9,837,200 － 9,837,200

(2）セグメント間の内部売上高ま

たは振替高
11,217 22 11,238 (11,238) －

計 9,297,571 550,868 9,848,439 (11,238) 9,837,200

営業費用 8,111,707 681,468 8,793,174 268,071 9,061,245

営業利益又は営業損失 1,185,864 △130,600 1,055,264 (279,309) 775,955

 

〔所在地別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

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 7,367,319 1,757,023 712,859 9,837,200 － 9,837,200

(2）セグメント間の内部売上高

または振替高
636,849 687,059 2,670 1,326,578 (1,326,578) －

計 8,004,168 2,444,082 715,529 11,163,778 (1,326,578) 9,837,200

営業費用 7,243,522 2,104,662 692,516 10,040,700 (979,455) 9,061,245

営業利益 760,646 339,420 23,012 1,123,078 (347,123) 775,955

 

〔海外売上高〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 アジア 欧州 その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 3,708,168 392,721 328,973 4,429,861

Ⅱ　連結売上高（千円） 9,837,200

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
37.7 4.0 3.3 45.0

６．その他の情報

　該当事項はありません。
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