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連結業績ハイライト

当第２四半期決算のポイント
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通信及び
半導体関連市場が好調に推移 照明機器事業の黒字化 体質強化に向けた

継続的改善の実施
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株主の皆様へ
　株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配

を賜り、厚く御礼申し上げます。

　平成28年９月30日をもちまして、第44期第２四半期連結累計期間（中間期）（平成28年４月１日

から平成28年９月30日まで）を終了いたしましたので、ここに「第44期中間事業のご報告」をお

届けし、事業の概況等につきましてご報告申し上げます。また、当期中間配当を従来予想の１株当た

り20円とすることにいたしました。

　今後とも変わらぬご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

平成28年12月

　当第２四半期連結累計期間における世界経済は、
米国においては雇用の回復が持続していることなど
から個人消費も堅調に推移し、欧州においては英国
のEU離脱問題による混乱はあったものの、おおむ
ね緩やかな景気の拡大傾向が続きました。一方、中
国においては、所得水準は継続的に向上し個人消費
やインフラ投資が堅調に推移しましたが、経済成長
率は前年と比較して低下しており全体としては景気
の先行きが不透明な状況で推移しました。
　国内経済においては、雇用や所得の伸びを背景に
持ち直しつつあるものの、急激な円高・株安や新興
国経済の成長率鈍化などによる設備投資意欲が減少
するなど、企業の業績見通しに対する不安感が現れ、
予断を許さない状況で推移しました。

当第２四半期の連結業績の概況

　このような経済情勢の中、当社グループにおいては
セラミック部品事業分野の差別化製品を応用した通信
関連市場や半導体製造装置向け製品が堅調に推移しま
した。照明機器事業分野では、収益性を重視した受注
活動の取り組みや費用の削減などにより大幅に改善し、
想定を超える結果となりました。
　以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は
15,160百万円（前年同期比4.1％増）、営業利益は
2,305百万円（前年同期比56.6％増）、経常利益は
2,027百万円（前年同期比40.1％増）、親会社株主に
帰属する四半期純利益は1,152百万円（前年同期比
35.2％増）となりました。

代表取締役社長
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セグメント別の概況と事業領域

セラミック部品事業

照明機器事業

　当事業セグメントにおきましては、通信関連市
場ならびに半導体製造装置向け製品などが堅調に
推移し、高付加価値製品による増収や費用削減効
果などにより、想定を上回る結果が得られ、前年
同期比増収増益となりました。

　当事業セグメントにおきましては、道路灯など
の公共関連照明のLED化需要の取り込みが進み、
費用の削減や前期に実施した体質強化の効果によ
り収益は大きく改善し、前年同期比増収となり黒
字に転換しました。

21,389

11,125

21,245

10,906

21,600
（予想）

11,048

平成27年
３月期

平成28年
３月期

平成29年
３月期

売上高構成比

　 第２四半期 　 通期 　 通期予想

売上高
（百万円）

72.9％

11,422

4,696

9,333

3,659

9,600
（予想）

4,111

平成27年
３月期

平成28年
３月期

平成29年
３月期

売上高構成比

　 第２四半期 　 通期 　 通期予想

売上高
（百万円）

27.1％

売上高 11,048百万円

売上高 4,111百万円



4

回路部品

照明機器事業

機構部品 高周波部品 EMC対策部品
電子回路の構成部品、パワー
モジュール等に求められる絶
縁性や放熱特性に優れたセラ
ミック材料を使用した各種回
路用セラミック基板。

道路・トンネル照明等の公共
事業や、エクステリア・イン
テリア用民間向けLED照明器
具とLEDモジュール。オフィ
ス都市景観など屋内外の照
明・インテリア計画。

耐磨耗性等の機械的強度に優
れ、当社の高精密加工技術に
より生み出されるセラミック
製品や、半導体製造装置向け
高純度・高精度石英ガラス製品。

携帯電話や光通信関連等の情
報通信機器向けセラミック素
材及び部品や、車載向けをは
じめとする高機能・高信頼性
セラミック多層回路基板。

ノイズ等の電磁波妨害からデ
ジタル機器を保護するための
部品や、自社セラミックを組
み合わせた耐熱性と信頼性を
高めた部品。

⃝窒化アルミニウム基板
⃝アルミナ基板
⃝アルミナジルコニア基板
⃝窒化ケイ素基板

⃝LED道路照明
⃝LEDトンネル照明
⃝LED歩道灯／防犯灯
⃝LED高天井照明
⃝LEDモジュール
⃝デザイン照明
⃝照明空間デザイン・設計
⃝高級家具・インテリア

⃝石英ガラス製品
⃝車載用マグネット製品
⃝医療用セラミック製品
⃝水栓用セラミック製品

⃝多層回路基板
⃝通信機器用薄膜回路基板
⃝アンテナモジュール基板
⃝マイクロ波部品

⃝チップバリスタ
⃝積層EMlフィルタ
⃝貫通EMIフィルタ
⃝ワイヤーボンディングコンデンサ

チップバリスタ窒化アルミニウム基板

照明空間デザイン LED道路照明 LEDモジュール

石英ガラス製品 多層回路基板

主な製品

主な製品

主な製品 主な製品 主な製品
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連結財務諸表
四半期連結貸借対照表
資産の部 前期末

平成28年３月31日
当第２四半期末
平成28年９月30日

流動資産 32,398 32,347

現金及び預金 15,380 16,024

受取手形及び売掛金及び電子記録債権 8,614 8,357

たな卸資産 7,287 7,113

その他 1,117 853

固定資産 16,152 15,409

有形固定資産 13,798 13,286

建物及び構築物 4,559 4,263

機械装置及び運搬具 4,913 4,288

土地 3,504 3,661

建設仮勘定 276 559

その他 546 516

無形固定資産 569 314

投資その他の資産 1,784 1,809

資産合計 48,550 47,756

　 （単位：百万円）

負債及び純資産の部 前期末
平成28年３月31日

当第２四半期末
平成28年９月30日

流動負債 6,318 5,875
支払手形及び買掛金 3,068 2,839
１年内返済予定の長期借入金 138 90
未払法人税等 590 694
その他 2,522 2,252

固定負債 531 461
長期借入金 115 ―
繰延税金負債 77 126
その他 339 334

負債合計 6,849 6,335
株主資本 42,201 43,125
資本金 8,647 8,647
資本剰余金 11,947 11,949
利益剰余金 21,654 22,572
自己株式 △47 △42

その他の包括利益累計額 △ 502 △ 1,704
その他有価証券評価差額金 53 62
為替換算調整勘定 △555 △1,766

新株予約権 2 ―
純資産合計 41,700 41,421
負債及び純資産合計 48,550 47,756

四半期連結損益計算書 （単位：百万円）

前第２四半期
平成27年４月 １ 日～
平成27年９月30日

当第２四半期
平成28年４月 １ 日～
平成28年９月30日

売上高 14,564 15,160
売上原価 9,468 9,444

売上総利益 5,096 5,716
販売費及び一般管理費 3,624 3,411

営業利益 1,472 2,305
営業外収益 92 82
営業外費用 117 360

経常利益 1,447 2,027
特別利益 4 0
特別損失 8 244

税金等調整前四半期純利益 1,443 1,783
法人税、住民税及び事業税 567 614
法人税等調整額 24 16
四半期純利益 852 1,152
非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △0 ―

親会社株主に帰属する四半期純利益 852 1,152

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
平成27年４月 １ 日～
平成27年９月30日

当第２四半期
平成28年４月 １ 日～
平成28年９月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,745 2,323

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 518 △ 440

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,044 △ 393

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 137 △ 270

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 46 1,220

現金及び現金同等物の期首残高 13,684 14,541

新規連結に伴う現金及び
現金同等物の増加額 7 ―

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,736 15,761

（注）記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。
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株式の状況／会社概要
株式の状況（平成28年９月30日現在）
▍発行可能株式総数 26,000,000株
▍発行済株式の総数 12,372,000株
▍単元株式数 100株
▍株主数 2,625名
▍大株主　※上位５名を掲載

会社概要（平成28年９月30日現在）
商 号 株式会社MARUWA

設立年月日 昭和48年４月５日

事 業 内 容 エレクトロニクス用セラミックス・産業用セラミックス・
電子部品及び照明機器の開発・製造・販売

資 本 金 86億4,672万円

従 業 員 数 1,740名（連結）

本 社 愛知県尾張旭市南本地ヶ原町三丁目83番地

工 場 土岐工場（岐阜県土岐市）
瀬戸工場（愛知県瀬戸市）
直江津工場・春日山工場（新潟県上越市）

営 業 拠 点 東京、愛知、大阪、福島、新潟、福岡、宮崎

国内子会社 株式会社MARUWA QUARTZ（福島県田村郡三春町）
　石英ガラス製品の製造

株式会社MARUWA CERAMIC（愛知県尾張旭市）
　セラミック製品の製造

株式会社MARUWA SHOMEI（東京都港区）
　照明機器の製造・販売

株式会社YAMAGIWA（東京都港区）
　照明器具の企画・開発・販売、
　照明・インテリア計画の実施及び
　照明・家具の輸入・販売

海 外 生産拠点 マレーシア、台湾、インド、イギリス
営業拠点 マレーシア、台湾、韓国、

中国（香港・上海）、イギリス、アメリカ

役員（平成28年９月30日現在）
代表取締役社長 神 　 戸 　 　 　 誠 取締役（社外） 面 　 出 　 　 　 薫 常 勤 監 査 役 熊 　 谷 　 　 　 均
取 締 役 林 　 　 　 春 　 行 取締役（社外） 飯 　 塚 　 千 恵 里 監査役（社外） 光 　 岡 　 正 　 彦
取 締 役 マニマランアントニ 監査役（社外） 松 　 本 　 茂 　 裕
取 締 役 内 　 田 　 　 　 彰
取 締 役 神 　 戸 　 俊 　 郎

株主名 持株数（株） 持株比率（％）

株式会社神戸アート 3,523,520 28.47

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 1,952,100 15.77

CBNY-GOVERNMENTOFNORWAY 548,600 4.43

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 355,700 2.87

HSBC-FUNDSERVICES,SPARX
ASSETMANAGEMENTCOLTD 342,800 2.77

▍所有者別株式分布

個人・その他 
2,051,455株

（16.58％）

自己株式
19,629株
（0.15％）

金融商品取引業者
64,617株
（0.52％）

外国法人
3,959,019株

（32.00％）

金融機関
2,665,500株

（21.55％）

その他国内法人
3,611,780株

（29.20％）

合計株数

12,372,000株



株主メモ／お知らせ

事業年度 ４月１日から翌年３月31日

定時株主総会 毎年６月

配当金受領株主確定日 剰余金の配当　３月31日
中間配当を実施する場合　９月30日

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社

連絡先 〒137-8081
東京都江東区東砂七丁目10番11号
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
電話　0120-232-711（通話料無料）

公告方法 電子公告の方法により行います。ただし、事故その
他のやむを得ない事由によって電子公告による公告
をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載
して行います。
公告掲載URL

（http://www.maruwa-g.com/ir/notification.html）

上場金融商品取引所 東京、名古屋、ロンドン、シンガポール

証券コード 5344

（ご注意）
１．株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、

口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなってお
ります。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿
管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取扱いできませんのでご注意ください。

２．未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいた
します。

３．特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三井住
友信託銀行が口座管理機関となっておりますので、下記特別口座管理機関
に、お問合せください。

特別口座管理機関 三井住友信託銀行株式会社

連絡先 〒100-0005
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社
電話　0120-782-031（通話料無料）

取次事務は、三井住友信託銀行株式会社の本店及び全国各支店で行ってお
ります。

株式会社MARUWA　IR室
〒488-0044
愛知県尾張旭市南本地ヶ原町三丁目83番地
電話　0561-51-0839

MARUWAWEBサイト内に、事業内容や
株主様へのお知らせなどを掲載しております。
ぜひご覧ください。

http://www.maruwa-g.com/ir/

MARUWAIR 検 索

株主様窓口

WEBサイトのご案内


