
  

  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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代表者          （役職名） 代表取締役社長 （氏名）神戸 誠 
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  （百万円未満四捨五入）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  4,587  55.4  634  －  699  －  375  －

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

  
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 

23年３月期第１四半期  34  90  －      

22年３月期第１四半期  △2  04  －      

  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 

23年３月期第１四半期  30,241  26,506  87.6  2,464  31

22年３月期  30,689  26,560  86.5  2,470  94

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 26,491百万円 22年３月期 26,551百万円

  
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 

22年３月期              14 00           14 00  28  00

23年３月期            

23年３月期（予想）  15 00           15 00  30  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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）  7,660  15.9  720  361.8  790  254.8  460  158.6  42  81

通期  17,000  10.4  1,780  38.1  1,900  37.3  1,150  4.1  107  02



４．その他（詳細は、【添付資料】P.３「その他」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規     － 社 （  ）                、除外     － 社  （  ） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（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報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きは終了しておりません。 

  

※  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。   

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 11,072,000株 22年３月期 11,072,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 321,950株 22年３月期 326,770株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 10,747,094株 22年３月期１Ｑ 10,721,030株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

２．その他の情報 ……………………………………………………………………………………………………………  3

（１）重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………………………………………  3

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………………………………………  3

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………………………………………  3

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 ……………………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（２）四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………  6

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  7

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  8

（５）セグメント情報 ……………………………………………………………………………………………………  8

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  9

㈱MARUWA  （5344）　平成23年3月期　第１四半期決算短信

1



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第1四半期連結累計期間（平成22年４月１日－平成22年６月30日）の世界経済は、欧州の財政問題という懸念

材料はあったものの、中国をはじめとする新興国での製造業が堅調なことや、各国政府による継続した経済刺激策

の効果による内需拡大などを背景に、当初見込まれた以上の回復がみられました。またこれに伴い、国内経済も順

調な回復をみせております。しかしながら、雇用情勢、所得環境の悪化、個人消費の低迷によるデフレの進行、円

高など景況感については不透明感が続いております。 

 このような経済環境の中、当社グループの属する電子部品関連市場は、中国をはじめとするアジアを中心とした

パソコン、薄型テレビなどに代表されるデジタル機器の需要回復、半導体需要回復による半導体設備投資の活発

化、そして国内のハイブリッド車やＬＥＤ照明機器をはじめとした環境関連市場の拡大などにより予想を上回る活

況を呈しております。 

 このような状況のもと、当社におきましても電子部品やセラミック基板、半導体製造装置に使用される石英ガラ

ス製品の受注が予想以上に好調に推移し、セラミック部品事業の売上は前第４四半期を上回る回復をみせてきてお

ります。その結果、連結売上高は4,587百万円（前年同期比55.4%増）となりました。利益面に関しましても、一昨

年来から実施してきましたグループを挙げての収益体質改善施策の効果により売上の増加による収益向上効果を上

回る大幅な改善を図ることができました。以上のことから、連結営業利益は634百万円（前年同期は営業損失72百

万円）となりました。経常利益は699百万円（前年同期は経常利益2百万円）、四半期純利益は375百万円（前年同

期は四半期純損失22百万円）となりました。 

  

セグメントの概況（連結） 

セラミック部品事業 

 売上高は前年同期比58.7%増の4,360百万円となりました。市場環境は好調に推移してきており、売上高は前期水

準を上回る回復をみせてきております。 

当事業におけるセラミック基板、ＥＭＣ対策部品および薄膜回路製品は、中国をはじめとするアジアにおける

デジタル家電を中心とした需要の回復に合わせ、受注は堅調であります。特に、ハイブリッドカー向けを含めたパ

ワーモジュール用基板等が好調に推移しました。また、石英ガラス製品も半導体市場や半導体設備市況の回復によ

り、需要は堅調であります。 

営業利益は前年同期比685%増の785百万円となりました。既存品の生産性向上、コスト削減対策が功を奏したこ

とや付加価値の高い新製品の寄与により、予想を上回る回復をみせております。 

  

照明機器事業 

 照明機器事業の売上高は、前年同期比11.8%増の228百万円、営業損失は前年同期に比し25百万円改善し、16百万

円になりました。これは、ＬＥＤ照明機器が公共関係を中心に引き合い、受注ともに増加傾向で推移したことによ

ります。引き続きＬＥＤ照明機器の新商品開発と拡販に注力してまいります。 

  

  （百万円）  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

  
前期 当期 

平成22年３月期第１四半期 平成23年３月期第１四半期 

セラミック部品事業     
  売上高  2,748  4,360

  営業利益又は営業損失（△）  100  785

照明機器事業     
  売上高  204  228

  営業利益又は営業損失（△）  △41  △16

合計     
  売上高  2,952  4,587

  営業利益又は営業損失（△）  59  769

消去又は全社     
  売上高  －  －

  営業利益又は営業損失（△）  △131  △135

連結     
  売上高  2,952  4,587

  営業利益又は営業損失（△）  △72  634

㈱MARUWA  （5344）　平成23年3月期　第１四半期決算短信

2



（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 百万円となり、前期末と比較して1.5%減少しました。主な要因

は、設備投資の抑制により建設仮勘定が133百万円減少したことによるものです。 

 負債は 百万円となり、前期末と比較して9.5%減少しました。主に、賞与引当金の減少によるものです。 

 純資産は、 百万円となり、前期末と比較して0.2%減少しました。主に、為替換算調整勘定の減少によるも

のです。 

 この結果、自己資本比率は87.6%となっております。 

 当第１四半期連結会計期間末の現金および現金同等物の残高は、 百万円となりました。 

  営業活動から得られたキャッシュは、85百万円となり、前年同期比849百万円の減少となりました。キャッシュ

減少の主な要因は、売上債権の増加によるものです。 

 投資活動に使用したキャッシュは311百万円となり、前年同期比31百万円の増加となりました。キャッシュ増加

の主な要因は、有形固定資産の取得による支出の減少によるものです。 

 財務活動に使用したキャッシュは142百万円となり、前年同期比5百万円の増加となりました。キャッシュ増加の

主な要因は、新株予約権の行使に伴う自己株式の売却による収入の増加によるものです。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の第2四半期および通期業績予想につきましては、現時点では、平成22年4月27日に発表した業績

予想を修正せず据え置いております。なお、業績予想を見直す必要が生じた場合には、速やかに開示する予定で

す。  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年３月31日)

及び、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日)を適用し

ております。 

 これによる四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。  

  

 （４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。   

30,241

3,735

26,506

8,385

２．その他の情報
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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：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,923,968 9,305,246

受取手形及び売掛金 5,412,922 5,313,824

商品及び製品 940,492 809,331

仕掛品 821,935 886,526

原材料及び貯蔵品 1,159,267 1,032,374

繰延税金資産 222,791 293,711

その他 182,064 113,611

貸倒引当金 △11,064 △11,841

流動資産合計 17,652,375 17,742,782

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,829,302 7,861,202

減価償却累計額 △3,964,157 △3,920,237

建物及び構築物（純額） 3,865,145 3,940,966

機械装置及び運搬具 12,454,564 12,453,446

減価償却累計額 △9,002,018 △8,965,529

機械装置及び運搬具（純額） 3,452,546 3,487,917

土地 3,154,238 3,160,812

建設仮勘定 181,518 314,306

その他 2,867,154 2,891,160

減価償却累計額 △2,582,802 △2,611,232

その他（純額） 284,352 279,929

有形固定資産合計 10,937,799 11,183,930

無形固定資産 220,521 232,522

投資その他の資産 1,430,356 1,529,528

固定資産合計 12,588,676 12,945,979

資産合計 30,241,051 30,688,761
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,573,160 1,726,940

短期借入金 4,684 4,684

未払法人税等 137,237 264,551

賞与引当金 157,810 313,644

役員賞与引当金 2,563 10,750

設備関係支払手形 368,656 352,046

その他 973,890 918,243

流動負債合計 3,218,001 3,590,858

固定負債   

長期借入金 119,542 120,713

繰延税金負債 138,254 157,908

その他 259,500 258,859

固定負債合計 517,296 537,480

負債合計 3,735,297 4,128,338

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 12,275,143 12,051,332

自己株式 △678,453 △688,625

株主資本合計 28,053,319 27,819,335

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △58,120 △128,455

為替換算調整勘定 △1,503,790 △1,140,079

評価・換算差額等合計 △1,561,910 △1,268,535

新株予約権 14,164 9,443

少数株主持分 181 179

純資産合計 26,505,755 26,560,423

負債純資産合計 30,241,051 30,688,761
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 2,952,406 4,587,441

売上原価 2,297,894 3,033,637

売上総利益 654,512 1,553,804

販売費及び一般管理費 726,451 919,607

営業利益又は営業損失（△） △71,938 634,198

営業外収益   

受取利息 12,999 9,056

受取賃貸料 30,278 28,707

負ののれん償却額 14,465 －

為替差益 20,033 26,959

その他 12,951 16,328

営業外収益合計 90,726 81,051

営業外費用   

支払利息 562 698

投資不動産賃貸費用 12,151 11,673

その他 4,248 3,509

営業外費用合計 16,961 15,880

経常利益 1,827 699,369

特別利益   

固定資産売却益 2,200 73

投資有価証券売却益 30,068 2,487

貸倒引当金戻入額 2,064 1,746

特別利益合計 34,333 4,305

特別損失   

固定資産除売却損 15,373 8,567

早期割増退職金 14,291 －

投資有価証券評価損 － 136,623

投資有価証券売却損 20,153 2,996

その他 － 1,944

特別損失合計 49,817 150,130

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（△）

△13,657 553,544

法人税、住民税及び事業税 11,028 120,933

法人税等調整額 △2,784 57,585

法人税等合計 8,243 178,518

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△21,901 375,026

少数株主利益 － 2

四半期純利益又は四半期純損失（△） △21,901 375,024
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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（△）

△13,657 553,544

減価償却費 396,427 370,194

負ののれん償却額 △14,465 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,938 △1,746

投資有価証券売却損益（△は益） △9,915 509

投資有価証券評価損益（△は益） － 136,623

固定資産除売却損益（△は益） 13,173 8,494

受取利息及び受取配当金 △14,526 △10,493

為替差損益（△は益） △14,248 6,639

売上債権の増減額（△は増加） 859,673 △166,948

たな卸資産の増減額（△は増加） 302,597 △243,231

仕入債務の増減額（△は減少） △411,642 △125,938

その他 △164,137 △160,709

小計 927,342 366,940

利息及び配当金の受取額 15,227 12,844

利息の支払額 △353 △938

法人税等の支払額 △8,074 △260,896

営業活動によるキャッシュ・フロー 934,142 117,949

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 △18,186 △136,867

有形固定資産の取得による支出 △396,591 △251,071

有形固定資産の売却による収入 48,551 △15,829

投資有価証券の取得による支出 △118,115 △48,050

投資有価証券の売却による収入 143,842 70,319

無形固定資産の取得による支出 △940 △860

その他 △164 1,470

投資活動によるキャッシュ・フロー △341,603 △380,887

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 9,545

自己株式の取得による支出 △103 △153

配当金の支払額 △150,083 △150,433

財務活動によるキャッシュ・フロー △147,241 △142,212

現金及び現金同等物に係る換算差額 55,888 △73,218

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 501,186 △478,368

現金及び現金同等物の期首残高 7,062,226 8,863,590

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,563,411 8,385,222
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該当事項はありません。  

  

事業の種類別セグメント情報 

 前第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） 

    

１．報告セグメントの概要 

  

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の

配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、本社に製品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は、取り扱う製品・サービスについて国内及び海

外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社は、事業本部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「セラミック部

品事業」及び「照明機器事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「セラミック部品事業」は、電子部品やセラミック基板、半導体製造装置に使用される石英ガラス製品等を生産し

ております。「照明機器事業」は、従来照明のほかLEDを使用した照明器具を生産・販売しております。 

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

（注）１．セグメント利益の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれております。全

社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売管理費及び一般管理費であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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 
 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

  （単位：千円）

  

報告セグメント 

調整額(注)１ 
四半期連結損益
計算書計上額

(注)２ 
セラミック部品

事業 
照明機器事業 計 

売上高           

外部顧客への売上高  4,359,607  227,834 4,587,441  －  4,587,441

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 2,800  2,518  5,318  (5,318)  －

計  4,362,406  230,353  4,592,759  (5,318)  4,587,441

セグメント利益  799,306  △15,762  783,544  (149,346)  634,198
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３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

該当事項はありません。 

  

（のれんの金額の重要な変動） 

該当事項はありません。 

  

（重要な負ののれん発生益） 

該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。 

該当事項はありません。  

  

（６）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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