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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 2,952 △38.0 △72 ― 2 △99.3 △22 ―

21年3月期第1四半期 4,764 ― 195 ― 265 ― 132 ―

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

22年3月期第1四半期 △2.04 ―

21年3月期第1四半期 12.25 ―

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

22年3月期第1四半期 28,097 25,372 90.3 2,366.18
21年3月期 28,749 25,283 87.9 2,358.54

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  25,372百万円 21年3月期  25,283百万円

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

21年3月期 ― 14.00 ― 14.00 28.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

14.00 ― 14.00 28.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

5,400 △45.1 50 △90.6 80 △88.9 30 △91.9 2.80

通期 12,400 △25.7 460 ― 510 ― 270 ― 25.19
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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  

(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） 

※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、
実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 11,072,000株 21年3月期  11,072,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  349,120株 21年3月期  351,820株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 10,721,030株 21年3月期第1四半期 10,762,527株
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(1）経営成績の概況 

 当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、昨年秋以降大きく落ち込んだ半導体市場や自動車市場向け製

品の需要が在庫調整の進捗により、下げ止まりから多少増加傾向に転じてきたものの、前期第１四半期連結会計期

間と比較すると低水準にとどまりました。また、世界経済全体でも、中国では景気刺激策により早期回復は見られ

るものの、米国・欧州はいまだに景気低迷が続いています。 

 このような状況のもと、当グループの属する電子部品関連市況は、中国を始めとするアジアでデジタル機器を中

心とした需要回復やハイブリッドカーなどの環境関連市場の伸びにより、セラミック部品事業の売上は今期に入り

月を追うごとに前期第４四半期を上回る回復を見せてきています。その結果、売上高は2,952百万円（前年同期比

38.0%減）となりました。利益面に関しても、昨年来実施しているグループ拠点統廃合、経費の抑制や在庫削減に

よる収益基盤の再構築の効果により、前期第４四半期と比較し改善することができました。利益面に関しても、昨

年来実施しているグループ拠点統廃合、経費の抑制や在庫削減による収益基盤の再構築の効果により、前期第４四

半期と比較し改善することができました。その結果、営業損失は72百万円（前年同期は営業利益195百万円）とな

りました。この損失は当初より見込んでおりました照明機器事業の売上・利益が第４四半期に集中するという特殊

要因によるものです。経常利益は２百万円（前年同期比99.3%減）、四半期純損失は22百万円（前年同期は四半期

純利益132百万円）となりました。 

 当期第２四半期の業績については、収益改善効果が定着し、照明機器事業の特殊要因を勘案しても６月より単月

黒字化が達成されており、当第１四半期に比べて増益となり当初計画は達成できる見込みです。 

  

(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40.3%減の2,748百万円、営業利益は同74.0%減の100百万円となりました。 

 前期第４四半期と比較しますと、売上・営業利益ともに改善してきました。当第１四半期は前期第３四半期に取

った大幅な減産体制から、受注の回復に合わせた増産体制へ切り替えたことによる、経費の圧迫が多少利益に影響

しましたが、当第２四半期以降には増益となる見込みです。 

  

回路部品部門 

 回路部品部門の売上高は、前年同期比35.7%減の1,201百万円となりました。 

 前期第４四半期と比較し47.6%増となり、これは中国を始めとするアジアのチップ抵抗器用アルミナ基板の受

注回復と、国内のハイブリッドカー向けパワーモジュール用基板が好調に推移したものです。 

機構部品部門 

 機構部品部門の売上高は、前年同期比59.5%減の471百万円になり、前期第４四半期と比較しても0.3%減となり

ました。半導体市況の回復で受注の底打ち感はありましたが、半導体設備市場の低迷により売上回復までには至

りませんでした。 

高周波部品部門 

 高周波部品部門の売上高は、前年同期比16.8%減の405百万円となりました。 

 中国での３Ｇ携帯電話市場の需要が増えたことなどにより、前期第４四半期と比較し14.1%増となりました。 

ＥＭＣ対策部品部門 

 ＥＭＣ対策部品部門の売上高は、前年同期比38.3%減の671百万円となりました。 

 前期第４四半期と比較して23.1%増となり、これは中国、韓国を始めとするアジアでのデジタル機器の需要回

復により受注は徐々に回復してきたものです。 

照明機器事業 

  照明機器事業の売上高は、前年同期比29.7%増の204百万円、営業損失は41百万円となりました。 

 LED照明機器は公共関係を中心に引き合い、受注ともに増加傾向にあり、引き続きLED照明新商品開発と販売拡

販に注力しています。 

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
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（百万円）  

（百万円）

  

  
前期 当期

平成21年３月期第１四半期 平成22年３月期第１四半期 

セラミック部品事業     

  売上高  4,606  2,748

  営業利益又は営業損失（△）  385  100

照明機器事業     

  売上高  157  204

  営業利益又は営業損失（△） △63  △41

合計     

  売上高  4,764  2,952

  営業利益又は営業損失（△）  323  59

消去又は全社     

  売上高 －  －

  営業利益又は営業損失（△） △128  △131

連結     

  売上高  4,764  2,952

  営業利益又は営業損失（△）  195  △72

  

 前期 

（21年３月期）  

 当期 

（22年３月期） 

１Ｑ   ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ １Ｑ  

回路部品 1,868 1,907 1,239 813 1,201

機構部品 1,164 1,116 865 473 471

高周波部品 487 529 506 355 405

ＥＭＣ対策部品 1,087 1,254 708 545 671

合計 4,606 4,806 3,318 2,186 2,748
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 当第１四半期末における連結の総資産は28,097百万円となり、前期末と比較して2.3%減少しました。主に流動資産

の減少によるもので、リードタイム改善による在庫圧縮により棚卸資産は前期末から更に290百万円減少しました。

負債は主に買掛金等の減少により、前期末と比較して740百万円減少し2,725百万円となりました。純資産につきまし

ては、配当金支払いによる利益剰余金の減少によるものもありましたが88百万円増加し、25,372百万円になりまし

た。この結果、自己資本比率は90.3%となっています。 

 当期間における新規の設備投資額は245百万円であり、減価償却の実施額は396百万円でした。  

  

 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7,563百万円となりました。 

 営業活動から得たキャッシュは934百万円となり、前年同期比568百万円の増加となりました。キャッシュ増加の主

な要因は売上債権の減少によるものです。 

 投資活動に使用したキャッシュは342百万円となり、前年同期比632百万円の減少となりました。主な要因は有形固

定資産の取得による支出397百万円などによるものです。 

 財務活動に使用したキャッシュは147百万円となり、前年同期比40百万円の減少となりました。主な使途は配当金

の支払による利益剰余金の減少による150百万円などによるものです。 

  

  

平成22年３月期の連結業績につきましては、平成21年５月８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。   

  

  

該当事項はありません。   

  

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。 

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。  

  

該当事項はありません。 

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

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）

（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

（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
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,035,776 7,504,853

受取手形及び売掛金 3,460,792 4,303,500

商品及び製品 963,399 1,104,704

仕掛品 778,084 746,378

原材料及び貯蔵品 1,036,686 1,217,491

繰延税金資産 144,128 156,960

その他 245,421 264,772

貸倒引当金 △6,636 △7,988

流動資産合計 14,657,649 15,290,669

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,420,127 7,369,973

減価償却累計額 △3,663,759 △3,574,195

建物及び構築物（純額） 3,756,369 3,795,778

機械装置及び運搬具 12,103,534 11,944,458

減価償却累計額 △8,275,679 △7,994,801

機械装置及び運搬具（純額） 3,827,855 3,949,657

土地 3,176,710 3,160,439

建設仮勘定 489,099 443,258

その他 2,792,898 2,826,350

減価償却累計額 △2,463,057 △2,466,708

その他（純額） 329,841 359,643

有形固定資産合計 11,579,873 11,708,775

無形固定資産 185,088 185,657

投資その他の資産 1,674,327 1,564,004

固定資産合計 13,439,288 13,458,436

資産合計 28,096,938 28,749,105
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 955,125 1,351,589

短期借入金 4,684 4,684

未払法人税等 33,993 30,480

賞与引当金 154,281 241,244

役員賞与引当金 1,563 3,750

設備関係支払手形 237,211 389,991

その他 707,184 789,259

流動負債合計 2,094,041 2,810,997

固定負債   

長期借入金 124,226 125,397

繰延税金負債 194,308 191,072

負ののれん 43,396 57,861

その他 268,711 279,797

固定負債合計 630,640 654,127

負債合計 2,724,681 3,465,124

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 11,078,286 11,252,053

自己株式 △735,717 △741,515

株主資本合計 26,799,196 26,967,167

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △93,023 △200,860

為替換算調整勘定 △1,333,917 △1,482,326

評価・換算差額等合計 △1,426,940 △1,683,186

純資産合計 25,372,256 25,283,981

負債純資産合計 28,096,938 28,749,105
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 4,763,636 2,952,406

売上原価 3,591,225 2,297,894

売上総利益 1,172,411 654,512

販売費及び一般管理費 977,541 726,451

営業利益又は営業損失（△） 194,870 △71,938

営業外収益   

受取利息 14,464 12,999

受取賃貸料 29,170 30,278

負ののれん償却額 20,732 14,465

為替差益 7,789 20,033

その他 18,838 12,951

営業外収益合計 90,993 90,726

営業外費用   

支払利息 1,493 562

投資不動産賃貸費用 13,018 12,151

その他 6,044 4,248

営業外費用合計 20,555 16,961

経常利益 265,308 1,827

特別利益   

固定資産売却益 11,729 2,200

投資有価証券売却益 － 30,068

その他 － 2,064

特別利益合計 11,729 34,333

特別損失   

固定資産除売却損 4,541 15,373

早期割増退職金 － 14,291

たな卸資産評価損 28,483 －

投資有価証券売却損 － 20,153

特別損失合計 33,024 49,817

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（△）

244,013 △13,657

法人税、住民税及び事業税 53,849 11,028

法人税等調整額 58,276 △2,784

法人税等合計 112,125 8,243

少数株主利益 25 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 131,863 △21,901
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

244,013 △13,657

減価償却費 475,220 396,427

負ののれん償却額 △20,732 △14,465

貸倒引当金の増減額（△は減少） 39,923 △1,938

投資有価証券売却損益（△は益） － △9,915

固定資産除売却損益（△は益） △7,188 13,173

受取利息及び受取配当金 △16,923 △14,526

為替差損益（△は益） 266 △14,248

売上債権の増減額（△は増加） 383,971 859,673

たな卸資産の増減額（△は増加） △197,574 302,597

仕入債務の増減額（△は減少） △272,868 △411,642

その他 △210,728 △164,137

小計 417,378 927,342

利息及び配当金の受取額 19,789 15,227

利息の支払額 △1,276 △353

法人税等の支払額 △69,704 △8,074

営業活動によるキャッシュ・フロー 366,188 934,142

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 △18,186

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 △396,591

有形固定資産の売却による収入 30,147 48,551

投資有価証券の取得による支出 △51,471 △118,115

投資有価証券の売却による収入 － 143,842

無形固定資産の取得による支出 △5,920 △940

その他 △5,378 △164

投資活動によるキャッシュ・フロー △973,537 △341,603

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 △1,171

自己株式の売却による収入 － 4,116

自己株式の取得による支出 △78,046 △103

配当金の支払額 △107,930 △150,083

財務活動によるキャッシュ・フロー △187,146 △147,241

現金及び現金同等物に係る換算差額 63,344 55,888

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △731,151 501,186

現金及び現金同等物の期首残高 6,145,837 7,062,226

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 7,563,411
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 該当事項はありません。 

  

前第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） 

    「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」２．(1)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。 

４．追加情報 

 （有形固定資産の耐用年数の変更） 

    当社の機械装置については、従来、耐用年数を５～12年としておりましたが、平成20年度の法人税法の

   改正を契機に見直しを行い、当第１四半期連結会計期間より２～９年に変更しました。これにより、営業

   利益がセラミック部品事業で16,602千円、照明機器事業で98千円それぞれ減少しております。  

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

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 

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  2,748,238  204,169  2,952,406  －  2,952,406

(2）セグメント間の内部売上高

または振替高 
 5,736  62  5,798  (5,798)  －

計  2,753,974  204,230  2,958,204  (5,798)  2,952,406

営業利益又は営業損失  100,204  △41,044  59,160  (131,098)  △71,938

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 

10

㈱MARUWA(5344)　平成22年３月期　第１四半期決算短信



前第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） 

    「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」２．(1)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。 

４．追加情報 

 （有形固定資産の耐用年数の変更） 

    当社の機械装置については、従来、耐用年数を５～12年としておりましたが、平成20年度の法人税法の

   改正を契機に見直しを行い、当第１四半期連結会計期間より２～９年に変更しました。これにより、営業

   利益が日本で16,700千円減少しております。  

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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 

〔所在地別セグメント情報〕

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

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  2,355,335  486,699  110,373  2,952,406  －  2,952,406

(2）セグメント間の内部売上

高または振替高 
 140,418  176,329  2,333  319,081 (319,081)  －

計  2,495,753  663,028  112,706  3,271,487 (319,081)  2,952,406

営業利益  125,364  △52,393  △8,982  63,990 (135,928)  △71,938
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前第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。  

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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。 

 該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。  

  

  

〔海外売上高〕

  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

  アジア 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  993,477  188,952  94,337  1,276,766

Ⅱ 連結売上高（千円）        2,952,406

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 33.6  6.4  3.2  43.2

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報

12

㈱MARUWA(5344)　平成22年３月期　第１四半期決算短信


	短信表紙.0906pdf.pdf
	短信本文0906.pdf
	短信財務諸表0906.pdf
	短信本文0906.pdf



