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平成18年５月期  決算短信（連結）  平成18年６月14日

上場会社名   上場取引所    東 

コード番号  ６９０５  本社所在都道府県 富山県 

（ＵＲＬ http://www.cosel.co.jp/） 

代  表  者  役職名 代表取締役社長   氏名 町野 利道  

問合せ先責任者  役職名 常務取締役     氏名 種谷 幹郎    ＴＥＬ（076）432-8149 

決算取締役会開催日    平成18年６月14日  

米国会計基準採用の有無  無  

 

１．18年５月期の連結業績（平成17年５月21日～平成18年５月20日） 

(1) 連結経営成績 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 売 上 高       営 業 利 益       経 常 利 益       

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

18年５月期 21,741 13.2 6,382 24.6 6,557 26.2 

17年５月期 19,209 8.2 5,121 12.2 5,194 11.7 
 

 当期純利益 
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

自 己 資 本 
当期純利益率 

総 資 産
経常利益率

売 上 高
経常利益率

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

18年５月期 3,859 25.4 189 91 － － 15.2 22.3 30.2 

17年５月期 3,078 14.5 150 58 － － 13.6 19.7 27.0 

（注）①持分法投資損益   18年５月期   －百万円    17年５月期   －百万円   
   ②期中平均株式数   18年５月期 20,323,534株    17年５月期 20,323,996株 
   ③会計処理の方法の変更   無 
   ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。 

 

(2) 連結財政状態 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 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 

18年５月期 31,368 27,076 86.3 1,332 27 

17年５月期 27,444 23,856 86.9 1,172 94 

（注）期末発行済株式数（連結）   18年５月期 20,323,294株    17年５月期 20,323,709株 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 
 百万円 百万円 百万円 百万円 

18年５月期 3,879 △3,589 △896 6,166 

17年５月期 4,210 △2,746 △874 6,696 

 
(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 
  連結子会社  ６社     持分法適用非連結子会社数  －社     持分法適用関連会社数  －社 

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
  連結 （新規）  －社   （除外）  －社     持分法（新規）  －社   （除外）  －社 

 

２．19年５月期の業績予想（平成18年５月21日～平成19年５月20日） 

  売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

中間期 11,760 3,380 1,960 

通 期 23,620 6,990 4,090 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  100円62銭 
※ 平成18年３月31日開催の取締役会決議により、平成18年５月20日現在の株主に対し平成18年５月21日付をもって、普通

株式１株につき２株の割合で株式分割しております。 
  なお、１株当たり予想当期純利益（通期）は、当該株式分割後の発行済株式により算出しております。 
  また、上記予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後

様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
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１．企業集団の状況        

 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（コーセル㈱）及び子会社８社で構成されており、直流安定化

電源の製造・販売を主たる事業としております。事業部門と当社取扱製品の関連では、直流安定化電源を機器に取り

付けする形態によりユニット電源（据置型タイプ）とオンボード電源（プリント基板実装型タイプ）に区分し、ノイ

ズフィルタ事業と併せて３事業部門で事業活動を展開しております。 

 事業部門と当社グループの各会社の関連につきましては、連結子会社 大洋電子工業㈱、エルコー高岡㈱がユニッ

ト電源の組立・加工を行っており、連結子会社 トランサーブ㈱はユニット電源及びオンボード電源に使用する部品

（トランス）の製造及びノイズフィルタの組立・加工を行っております。 

 なお、非連結子会社 天津エルコー電子有限公司は、連結子会社 トランサーブ㈱が出資し、トランスの組立・加工

を行っており、その製品は全てトランサーブ㈱に納入されております。 

 また、連結子会社 コーセルＵ.Ｓ.Ａ.INC.（米国）、コーセルヨーロッパGmbH（ドイツ）並びにコーセルアジアLTD.

（香港）は、ユニット電源、オンボード電源並びにノイズフィルタの販売を行っております。 

 なお、非連結子会社 コーセル上海電子有限公司は、連結子会社 コーセルアジアLTD.が出資し、中国における当社

製品の販売・サポートを行っております。 

 前期まで関連会社であった天津コーセル電子有限公司は、清算手続きが結了しております。 

 当社グループの状況を事業系統図に示すと次のとおりであります。 
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２．経 営 方 針      

（1）経営の基本方針 

 当社は、「品質至上を核に社会の信頼に応える」を経営理念として掲げ、直流安定化電源装置の開発・製造・販

売を通じて、今後益々発展、高度化するエレクトロニクス社会に積極的に貢献していく企業でありたいと考えてお

ります。 

 そして、社会に対しては誠意のある企業、社内においては誠意のある人財を育て、安心・いきいき・わくわく・

楽しく働ける会社を目指してまいります。 

 厳しいマーケット競争を乗り越えるために、製品ラインナップの充実を図り、システム・インテグレーションに

よる新しい顧客満足度の獲得と付加価値の増大を図ってまいります。 

 

（2）利益配分に関する基本方針 

 当社は、利益配分につきましては、経営の重要政策と認識し、収益力の拡充を図りながら配当性向30％を目処に

業績に連動した配当を行っております。 

 今後も、配当性向を勘案しながら業績連動型の配当を実施してまいります。 

 また、内部留保金につきましては、新製品開発及び研究開発投資や生産関連設備投資、自己株式の取得、業容拡

大に向けた財務体質の強化などに充当していく所存であります。 

 

（3）投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等 

 当社は、株式の証券市場における流通の活性化と投資家層の拡大を図るため、平成10年１月開催の臨時株主総会

の承認を経て、１単元の株式数を1,000株から100株に変更しており、今後、さらなる引き下げは当面考えておりま

せん。 

 また、平成18年５月21日付にて、１株を２株に株式分割しております。 

  

 

（4）目標とする経営指標及び会社の対処すべき課題 

 当社は、平成17年度から第４次中期経営方針（平成20年５月期迄の３ヶ年）をスタートさせました。ビジョンと

して「シングルＰＰＭ品質でお客様の信頼を得る」を掲げ、第38期（平成19年５月期）に「売上高200億円、売上高

経常利益率30％以上」を確実に達成するとともに、さらなる飛躍を目指して全社をあげて取り組んでおります。 

 お陰様で売上高、売上高経常利益率の数値目標は、第37期（平成18年５月期）に一年前倒しで達成することができ

ました。引き続き、着実な成長を実現していきたいと考えております。 

 この間、経営指標として、ＲＯＥ（純資産利益率）、ＲＯＡ（総資産利益率）が安定的に二桁を維持することを目

指しております。 

 また、組織面では当社の今後の成長ステップのエンジン的役割を果たす研究部を復活（６年振り）させました。 

 そして、小型化、高効率化、低価格化のマーケットニーズに対応した新製品開発力の向上への取り組みを引き続き

強化してまいります。 

 また、経営理念である「品質至上」への回帰を図り、ＴＱＭ（総合的品質管理）活動の実践を強化するとともに、

シングルＰＰＭ品質の達成を通じて、より強い企業体質を構築してまいります。 

 

 

（5）親会社等に関する事項 

 当社は、親会社等を有しておりません。 

 

 

（6）その他、会社の経営上の重要な事項 

 該当事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 

(1) 経営成績 

① 当期の概況 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善や需要の増加を背景にした設備投資の拡大、雇用所得環

境の改善による個人消費の拡がりにより、景気は緩やかな回復基調を示しました。 

 スイッチング電源の国内市場は、前下期からの調整局面が終了し、ＦＡ関連機器向け需要が堅調な動きを見せは

じめるとともに、ＩＴ関連分野の在庫調整が一段落したこともあり、今上期後半から、半導体製造装置、通信機器

向けをはじめとして、幅広い産業分野で需要が拡大し、高水準の受注状況が続きました。 

 海外市場では、アメリカの景気に支えられ、特にＦＡ関連と通信機器業界の需要が拡大いたしました。ヨーロッ

パにおいてはドイツ、イギリスを中心として特に計測器分野、アジアにおいては、中国、韓国における通信機器業

界向けの需要がそれぞれ拡大いたしました。 

 このような情勢の中で、当社グループは、営業面では、国内は受注獲得・提案能力向上を狙った体質改善に取り

組みながら、新商品の拡販を進めるとともに重点ユーザーへの拡販に注力し、海外は、販売ネットワークの再構築

により、ディーラー販売力の向上、引き合い獲得の増加ならびに新規ユーザーの開拓に注力してまいりました。 

 新製品開発につきましては、前期に市場投入した、ＦＡ関連機器、通信・情報関連機器向けの「ＳＵシリーズ」

のバリエーション拡充を図り、また、ＦＡ関連機器向けの「ＰＢＡシリーズ」に低容量タイプのバリエーションを

追加しました。さらに、当期に市場投入を開始した新分野であるノイズフィルタのバリエーション拡充を図ってま

いりました。 

 生産面では、受注の増加に対応した生産能力の増強と納期対応に全社一丸となって取り組んでまいりました。ま

た、前期にスタートしたＴＱＭ（総合的品質管理）活動を展開して、不良低減に注力するとともに、環境問題に対

応した製品のＲｏＨＳ指令（電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限指令）への対応にも引き続き取り組

み、対象機種全ての対応を完了いたしました。 

 

 この結果、当連結会計年度の連結業績につきましては、受注高は224億81百万円（前連結会計年度比17.5％増）、

売上高は217億41百万円（同13.2％増）とそれぞれ過去 高となりました。 

 海外売上高は52億78百万円（同26.0％増）、海外売上高比率は24.3％となりました。 

 利益面におきましては、売上高の増加に伴い、経常利益は65億57百万円（同26.2％増）、当期純利益は38億59百

万円（同25.4％増）と過去 高となりました。 

 

 

ａ. 事業部門別の業績は次のとおりであります。 

 （ユニット電源） 

 半導体製造装置、ＦＡ関連機器向けなど市場全般の回復に加え、ＦＡ関連機器向け電源（新製品）が売上げ

増加に寄与いたしました。 

 この結果、ユニット電源の売上高は147億74百万円（前連結会計年度比15.1％増）となりました。 

 （オンボード電源） 

 通信・情報関連機器向け電源と携帯基地局など通信機器や半導体製造装置向け主体のパワーモジュール電源

が売上げ増加に寄与いたしました。 

 この結果、オンボード電源の売上高は69億55百万円（同9.2％増）となりました。 

 （ノイズフィルタ） 

 当期より市場投入した製品でありますが、バリエーションが不十分な状況なこともあり、売上高は計画に達

しませんでした。 

 この結果、ノイズフィルタの売上高は11百万円となりました。 

 

 

ｂ. 所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 （日 本） 

 企業収益の改善やＩＴ関連分野の在庫調整の終了により、設備投資が回復・拡大局面に入り、ＦＡ関連機器、

半導体製造装置、通信機器向けなど需要が堅調に推移いたしました。 

 このような情勢の中で、受注獲得・提案営業力の強化により、重点ユーザー、新製品の拡販を重点に営業活

動を展開してまいりました。 

 外部顧客に対する売上高は164億62百万円（前連結会計年度比8.3％増）、営業利益は60億19百万円（同23.5％

増）となりました。 

 

 



 
 
 
 

-  - 5

 （米 国） 

 好調なアメリカ経済に支えられ、ＦＡ関連機器、通信機器向けなど拡大基調で推移いたしました。 

 このような中で、ディーラーへの密接なサポートとユーザーへのきめ細かい対応で、新規引き合いの増加と

新規ユーザー獲得を重点に営業活動を展開してまいりました。 

 外部顧客に対する売上高は26億６百万円（同19.4％増）、営業利益は１億94百万円（同25.9％増）となりまし

た。 

 （ドイツ） 

 ドイツ、イギリスの堅調な需要の拡大の中で、特に計測機器分野において活発な動きが見られました。 

 ヨーロッパ市場における販売ネットワークの整備により、ディーラーへのサポートを充実し、新規ユーザー

の増加に取り組んでまいりました。 

 外部顧客に対する売上高は11億13百万円（同65.6％増）、営業利益は１億11百万円（同97.9％増）となりまし

た。 

 （香 港） 

 中国、韓国、インドで大きな需要の拡大が見られ、特に通信機器業界を中心に需要の拡大が見られました。 

 このような中で、上海オフィスからの中国マーケットへの拡販と、韓国、インドでは新製品の拡販を重点に

営業活動を展開してまいりました。 

 外部顧客に対する売上高は15億58百万円（同34.6％増）、営業利益は78百万円（同27.8％増）となりました。 

 

 

② 単独業績及び配当 

 当期の単独業績につきましては、受注高は前期より30億９百万円（前期比16.5％）増加し212億39百万円となり、

売上高は22億85百万円（同12.5％）増加の206億13百万円と連結と同様、過去 高となりました。 

 輸出高は、前期より８億41百万円（同25.4％）増加の41億50百万円となり、輸出比率は20.1％となりました。 

 利益面におきましては、経常利益は62億23百万円（同24.7％増）となり、当期純利益は36億65百万円（同26.9％

増）と過去 高になりました。 

 当期の利益配当金につきましては、期末配当を１株につき32円とさせていただく予定であります。 

 これにより、１株当たり年間配当金は、中間配当23円と合わせ、前期より12円増配の55円となり、配当性向は

30.5％、純資産配当率は4.5％となります。 

 

 

③ 次期の見通し 

 経済環境としては、企業収益の改善、設備投資の拡大、個人消費の拡大から景気は引き続き、回復基調で推移す

るものと考えられます。 
 しかしながら原油や原材料価格の上昇、為替の動向など不透明な要素があり、予断の許さない状況が続くものと

考えられます。 
 当社グループが属するスイッチング電源市場も、今後設備投資に牽引され堅調に推移することが予想されますが、

不確実な要素も強く、価格競争は一段と激しさを増していくものと考えております。 
 このような状況の中、当社グループは経営理念である「品質至上」の原点に立ち戻り、不良低減、品質管理体制

の再構築を図るべくＴＱＭ（総合的品質管理）の取り組みを継続して進めてまいります。 
 平成19年５月期の業績見通しにつきましては、次のとおり予想しております。（前年同期比増減率） 

 中 間 期 通  期 

業績予想（連結） 
売上高 
営業利益 
経常利益 
当期純利益 

百万円
11,760 
3,310 
3,380 
1,960 

（ 13.7％） 
（ 13.9％） 
（  9.8％） 
（  8.8％） 

百万円 
23,620 
6,840 
6,990 
4,090 

（  8.6％） 
（  7.2％） 
（  6.6％） 
（  6.0％） 

業績予想（単独） 
売上高 
営業利益 
経常利益 
当期純利益 

 
11,150 
3,110 
3,320 
1,960 

（ 14.0％） 
（ 15.9％） 
（ 12.4％） 
（ 12.9％） 

22,300 
6,370 
6,680 
3,940 

（  8.2％） 
（  7.7％） 
（  7.3％） 
（  7.5％） 

（業績予測に関する注意事項について） 
 本短信に掲載されている業績予想につきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますが、需要動向などの業況
の変化、各種通貨間の為替レート変動、株式市況変動など、多分に不確定要素を含んでおります。従いまして、実際の業績は、内
外環境変化などにより業績予想と乖離することもありえますので、ご承知おきいただきますようお願いいたします。 
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(2) 財政状態 

 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上高増加により税金

等調整前当期純利益が65億18百万円（前年同期比26.9％増）に加え、投資有価証券の償還、投資有価証券の売却等

の収入要因がありましたが、法人税等の支払額21億11百万円（同1.0％増）、売上債権の増加及び投資有価証券の取

得、有形固定資産の取得等の支出要因があったことから、当連結会計年度末の資金は前連結会計年度に比べ５億29

百万円減少し、61億66百万円となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は38億79百万円（同7.9％減）となりました。これは主に、税金等調整前当期純

利益65億18百万円に加え、減価償却費６億99百万円（同6.8％減）を計上したものの、一方で売上債権の増加12

億22百万円、法人税等の支払額21億11百万円があったことを反映したものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は35億89百万円（同30.7％増）となりました。これは主に、投資有価証券の取

得による支出45億16百万円（同105.2％増）と生産設備の増強・更新や新製品開発に伴う金型製作等の有形固定

資産の取得による支出６億31百万円（同41.7％減）があったことと、一方で投資有価証券の償還による収入９

億円（同72.9％増）、投資有価証券の売却による収入７億４百万円（同1,407.3％増）があったことを反映した

ものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は８億96百万円（同2.5％増）となりました。これは、主に配当金の支払額であ

ります。 
 
 当企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは、以下のとおりであります。 
 

 平成14年５月期 平成15年５月期 平成16年５月期 平成17年５月期 平成18年５月期

自己資本比率（％） 86.1 84.6 85.0 86.9 86.3 

時価ベースの自己資本
比率（％） 

233.6 197.8 258.5 205.1 319.4 

債務償還年数（年） － － － － － 

インタレスト・カバレッ
ジ・レシオ 

－ － － － － 

自己資本比率：自己資本／総資産 
時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 
※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 
※ 債務償還年数及びインタレスト・ガバレッジ・レシオは、当該連結会計年度において有利子負債、利払いがあ

りませんので記載しておりません。 
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(3) 事業等のリスク 
 本決算短信に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能
性のある事項には、以下のようなものがあります。 
 なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末（平成18年５月20日）現在において当社グループが
判断したものであります。 
 
① 事業内容の特徴について 

 スイッチング電源は、搭載される電子機器の出力や形状に合わせて設計開発される「特注品」と電源の構成
部品や基本回路を共有化し、あらかじめ標準化された汎用性のある「標準品」に区分されます。スイッチング
電源市場において「標準品」は短納期であること及びコストメリットがあること等の要因から「特注品」から
の需要シフトが徐々に進む傾向にあり、社団法人電子情報技術産業協会の調査（「スイッチング電源の現状と動
向2004」）によると、平成15年度におけるスイッチング電源市場全体に占める「標準品」の比率は約２割と見込
んでおります。当社グループでは、多品種少量生産体制による「標準品」の製造販売に事業を集中しており、
連結売上高の99.6％を「標準品」が占めております。 
 当社グループでは、一部海外子会社での直接販売を除いて、各支店・営業所がユーザーに対する技術提案等
を行う一方、ユーザーが多岐に亘るため、「標準品」は殆ど全て電子部品商社等の販売代理店を経由する販売形
態を採っております。平成18年５月期において、電子部品商社大手の株式会社リョーサンへの販売額が当社グ
ループの連結売上高の14.9％を占めておりますが、実際には同社を経由して多様なユーザーに製品が販売され
ております。 

 
② 民間設備投資等の影響について 

 当社グループが製造販売するスイッチング電源は、ＦＡ・制御機器、放送・通信機器、コンピューター機器
及び医療機器等の幅広い分野の産業用機器に採用されております。また、当社グループの製品は特定用途への
偏重がないことから、特定業界の景況動向による影響は受けにくい傾向にありますが、産業全体として見た場
合、民間設備投資の動向等が、電源市場及び当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

 
③ 価格低下について 

 当社グループが属する電源市場におきましては、技術進歩、調達部品の低価格化、価格競争等により、製品
の販売価格が低下傾向にあります。さらに、 近は大手ユーザーが集中購買に伴う値下げ要請を行うことが多
いため、他電源メーカーとの価格競争が激化しております。 
 当社グループでは、販売価格の低下に対して、コスト削減、新製品の投入等により利益確保に努めておりま
すが、今後も価格競争の激化等が継続し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

 
④ 新技術、新製品開発について 

 当社グループが事業を展開している市場には国内外を含め、多くの競合する企業グループがあり、厳しい新
技術、新製品開発競争が続いており、将来に向けてこの状況はより一層激しいものとなることが予想されます。 
 また、エレクトロニクスの分野は技術革新が激しく、新技術による製品開発とその将来需要を予測すること
は容易ではありませんし、当社グループが革新的技術による魅力的新製品をタイムリーに開発、供給できると
は限りません。万一、技術革新に遅れをとった場合や需要予測に大きな見込み違いが生じた場合、当社グルー
プの業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。 

 
⑤ 為替変動の影響について 

 当社グループでは、当社と海外子会社並びに海外子会社間の取引を外貨建てで行っており、為替変動により
当社グループの製品の海外市場における競争力、輸出採算、業績等が影響を受ける可能性があります。 
 また、当社グループでは、平成18年５月期において海外売上高が連結売上高の24.3％を占めております。当
社グループでは海外からの受注拡大に努めているほか、ユーザーが生産拠点を国内から海外に移し部品の現地
調達を進めているため、今後、海外売上の比率がさらに高くなる可能性があります。 

 
⑥ 製品の品質について 

 当社グループは主たる工場及びグループ各社で品質管理及び品質保証のための国際規格（ＩＳＯ９００１）
の認証を取得し、設計段階から品質の作り込みを行ない、より高い製品品質、サービスの提供をしております。 
 しかしながら、全ての製品、サービスについて不良欠陥が発生しないという保証はなく、将来に大きな市場
クレーム、製造物責任賠償などが発生した場合には、多額の回収コストや賠償費用の発生または販売の減少等
により当社グループの業績と財務状況に大きな影響を及ぼす可能性があります。 

 
⑦ 環境規制ついて 

 地球環境保全に関する要請が高まる中、当社は環境に関する国際規格（ＩＳＯ１４００１）の認証を取得す
るとともに、鉛フリーはんだの採用を含む欧州でのＲｏＨＳ指令対応や大手ユーザーのグリーン調達への対応
などに積極的に取り組んでおります。 
 しかしながら、これらの社会的な要請に対応した製品をタイムリーに市場に投入できない場合や、規制がよ
り厳しくなり、これら規制に対応するため多額の投資が余儀なくされるような場合には、当社グループの業績
に影響を及ぼす可能性があります。 
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４．連結財務諸表等 

(1) 連結貸借対照表 

  前連結会計年度 
（平成17年５月20日） 

当連結会計年度 
（平成18年５月20日） 

対前年比

区分 注記 
番号 金額（千円） 

構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減 
（千円）

（資産の部）    

 Ⅰ 流動資産   

 １.現金及び預金  1,942,035 2,270,429 328,394

 ２.受取手形及び売掛金 ※５ 6,608,055 7,873,072 1,265,017

 ３.有価証券  5,954,533 5,695,785 △258,747

 ４.たな卸資産  1,285,515 1,462,589 177,074

 ５.繰延税金資産  278,969 342,424 63,455

 ６.その他  101,040 87,643 △13,396

   貸倒引当金  △6,782 △10,287 △3,505

  流動資産合計  16,163,367 58.9 17,721,658 56.5 1,558,291

 Ⅱ 固定資産   

 １.有形固定資産 ※１  

  (1) 建物及び構築物  2,959,980 2,971,739  

    減価償却累計額  1,697,028 1,262,951 1,799,065 1,172,674 △90,277

  (2) 機械装置及び運搬具  3,712,379 3,758,432  

    減価償却累計額  2,301,334 1,411,044 2,415,888 1,342,544 △68,500

  (3) 工具器具及び備品  3,724,621 3,935,882  

    減価償却累計額  3,152,158 572,462 3,357,825 578,056 5,593

  (4) 土地  996,310 996,310 －

   有形固定資産合計  4,242,770 15.4 4,089,585 13.1 △153,184

 ２.無形固定資産  44,259 0.2 43,192 0.1 △1,066

 ３.投資その他の資産   

  (1) 投資有価証券  6,588,597 9,215,600 2,627,002

  (2) 繰延税金資産  302,700 148,152 △154,548

  (3) その他 ※２ 103,264 150,706 47,442

  投資その他の資産合計   6,994,563 25.5 9,514,459 30.3 2,519,896

  固定資産合計  11,281,593 41.1 13,647,238 43.5 2,365,645

  資産合計  27,444,960 100.0 31,368,896 100.0 3,923,936
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  前連結会計年度 
（平成17年５月20日） 

当連結会計年度 
（平成18年５月20日） 

対前年比

区分 注記 
番号 金額（千円） 

構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減 
（千円）

（負債の部）    

 Ⅰ 流動負債   

 １.買掛金  755,894 860,212 104,318

 ２.未払金  264,026 189,110 △74,916

 ３.未払法人税等  1,055,679 1,673,298 617,618

 ４.賞与引当金  244,791 280,621 35,829

 ５.役員賞与引当金  － 19,660 19,660

 ６.その他  332,347 351,665 19,318

  流動負債合計  2,652,739 9.7 3,374,568 10.8 721,828

 Ⅱ 固定負債   

 １.退職給付引当金  507,624 504,477 △3,146

 ２.役員退職給与引当金  424,700 409,400 △15,300

 ３.その他  3,556 4,305 748

  固定負債合計  935,880 3.4 918,182 2.9 △17,697

  負債合計  3,588,620 13.1 4,292,751 13.7 704,130

（資本の部）    

 Ⅰ 資本金 ※３ 2,055,000 7.5 － － △2,055,000

 Ⅱ 資本剰余金  2,288,350 8.3 － － △2,288,350

 Ⅲ 利益剰余金  20,377,026 74.3 － － △20,377,026

 Ⅳ その他有価証券評価差額金  163,097 0.6 － － △163,097

 Ⅴ 為替換算調整勘定  △132,345 △0.5 － － 132,345

 Ⅵ 自己株式 ※４ △894,788 △3.3 － － 894,788

  資本合計  23,856,339 86.9 － － △23,856,339

  負債及び資本合計  27,444,960 100.0 － － △27,444,960

（純資産の部）    

 Ⅰ 株主資本   

 １.資本金 ※３ 2,055,000 2,055,000

 ２.資本剰余金  2,288,478 2,288,478

 ３.利益剰余金  23,324,639 23,324,639

 ４.自己株式 ※４ △896,683 △896,683

   株主資本合計  26,771,434 85.3 26,771,434

 Ⅱ 評価・換算差額等   

 １.その他有価証券評価差額金  337,396 337,396

 ２.為替換算調整勘定  △32,685 △32,685

   評価・換算差額等合計  304,711 1.0 304,711

  純資産合計  27,076,145 86.3 27,076,145

  負債及び純資産合計  31,368,896 100.0 31,368,896
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(2) 連結損益計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日） 

対前年比

区分 注記 
番号 金額（千円） 

百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

増減 
（千円）

 Ⅰ 売上高  19,209,078 100.0 21,741,102 100.0 2,532,024

 Ⅱ 売上原価 ※２ 11,615,357 60.5 12,768,740 58.7 1,153,382

   売上総利益  7,593,720 39.5 8,972,361 41.3 1,378,641

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 2,472,366 12.8 2,589,920 11.9 117,553

   営業利益  5,121,353 26.7 6,382,441 29.4 1,261,088

 Ⅳ 営業外収益   

 １.受取利息  72,058 95,435  

 ２.受取配当金  6,964 10,010  

 ３.為替差益  － 28,637  

 ４.不良損失補償金  44,445 18,865  

 ５.その他  25,906 149,375 0.7 22,493 175,442 0.8 26,067

 Ⅴ 営業外費用   

 １.為替差損  76,075 －  

 ２.その他  － 76,075 0.4 867 867 0.0 △75,208

   経常利益  5,194,653 27.0 6,557,017 30.2 1,362,363

 Ⅵ 特別利益   

 １.固定資産売却益 ※３ 188 43  

 ２.投資有価証券売却益  － 32,394  

 ３.保険金収入  － 25,831  

 ４.貸倒引当金戻入益  23,953 －  

 ５.償却済債権取立益  22,454 46,596 0.2 － 58,269 0.2 11,673

 Ⅶ 特別損失   

 １.固定資産売却損 ※４ 166 4,509  

 ２.固定資産除却損 ※５ 69,076 45,908  

 ３.投資有価証券売却損  3,190 9,546  

 ４.たな卸資産廃棄損  33,644 10,938  

 ５.役員弔慰金  － 106,077 0.5 25,831 96,735 0.4 △9,342

  税金等調整前当期純利益  5,135,171 26.7 6,518,551 30.0 1,383,379

  法人税、住民税及び事業税  1,986,889 2,685,071  

  法人税等調整額   70,056 2,056,946 10.7 △26,152 2,658,918 12.2 601,972

  当期純利益  3,078,225 16.0 3,859,633 17.8 781,407
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(3) 連結剰余金計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日） 

  

区分 注記 
番号 金額（千円）   

（資本剰余金の部）   

 Ⅰ 資本剰余金期首残高  2,288,350  

 Ⅱ 資本剰余金期末残高  2,288,350  

   

（利益剰余金の部）   

 Ⅰ 利益剰余金期首残高  18,190,208  

 Ⅱ 利益剰余金増加高   

 １.当期純利益  3,078,225 3,078,225  

 Ⅲ 利益剰余金減少高   

 １.配当金  873,938  

 ２.役員賞与  17,470  

  （うち監査役分）  (1,900) 891,408  

 Ⅳ 利益剰余金期末残高  20,377,026  

   
 

 
(4) 連結株主資本等変動計算書 

  当連結会計年度（自 平成17年５月21日 至 平成18年５月20日） 

株主資本 評価・換算差額等  

資本金 
資 本 
剰余金 

利 益 
剰余金 

自己株式 
株主資本 
合  計 

その他有 
価証券評 
価差額金 

為替換算 
調整勘定 

平成17年５月20日現在 
（千円） 

2,055,000 2,288,350 20,377,026 △894,788 23,825,587 163,097 △132,345

連結会計年度中の変動額   

 剰余金の配当  △894,240 △894,240 

 当期純利益  3,859,633 3,859,633 

 自己株式の取得  △2,108 △2,108 

 自己株式の処分  128 213 342 

 役員賞与の支給  △17,780 △17,780 

 株主資本以外の項目の 
 当期変動額（純額） 

 － 174,298 99,660

連結会計年度中の変動額
合計（千円） 

－ 128 2,947,612 △1,895 2,945,846 174,298 99,660

平成18年５月20日現在 
（千円） 

2,055,000 2,288,478 23,324,639 △896,683 26,771,434 337,396 △32,685
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(5) 連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日）

当連結会計年度 
（自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日） 

対前年比 

区分 注記 
番号 金額（千円） 金額（千円） 

増減 
（千円） 

 Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

   税金等調整前当期純利益  5,135,171 6,518,551 1,383,379

   減価償却費  750,986 699,639 △51,347

   退職給付引当金の減少額  △2,006 △3,146 △1,140

   役員退職給与引当金の増減額  19,200 △15,300 △34,500

   賞与引当金の増加額  6,324 35,829 29,504

   役員賞与引当金の増加額  － 19,660 19,660

   貸倒引当金の増減額  △120,629 3,210 123,840

   受取利息及び受取配当金  △79,023 △105,445 △26,422

   為替差損益  50,835 △41,314 △92,149

   投資有価証券売却益  － △32,394 △32,394

   投資有価証券売却損  3,190 9,546 6,356

   有形固定資産売却益  △188 △43 145

   償却済債権取立益  △22,454 － 22,454

   有形固定資産売却損  166 4,509 4,343

   有形固定資産除却損  69,076 45,908 △23,168

   売上債権の増減額  194,330 △1,222,765 △1,417,095

   たな卸資産の増減額  112,061 △150,605 △262,666

   仕入債務の増加額  5,117 102,448 97,330

   役員賞与の支払額  △17,470 △17,780 △310

   その他  115,290 38,784 △76,506

     小計  6,219,979 5,889,293 △330,686

   利息及び配当金の受取額  80,508 100,862 20,353

   法人税等の支払額  △2,089,570 △2,111,105 △21,534

  営業活動によるキャッシュ・フロー  4,210,917 3,879,049 △331,867
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前連結会計年度 

（自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日）

当連結会計年度 
（自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日） 

対前年比 

区分 注記 
番号 金額（千円） 金額（千円） 

増減 
（千円） 

 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  － △50,000 △50,000

   投資有価証券の取得による支出  △2,201,593 △4,516,738 △2,315,144

   投資有価証券の償還による収入  520,570 900,000 379,429

   投資有価証券の売却による収入  46,745 704,606 657,861

   有形固定資産の取得による支出  △1,082,299 △631,057 451,242

   有形固定資産の売却による収入  2,210 1,845 △365

   無形固定資産の取得による支出  △38,082 － 38,082

   その他  5,783 1,824 △3,958

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △2,746,665 △3,589,518 △842,853

 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

   自己株式の取得による支出  △1,648 △2,108 △460

   自己株式の売却による収入  － 342 342

   配当金の支払額  △872,881 △894,469 △21,588

  財務活動によるキャッシュ・フロー  △874,529 △896,235 △21,706

 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △25,957 76,914 102,871

 Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  563,765 △529,790 △1,093,555

 Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  6,132,275 6,696,040 563,765

 Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 6,696,040 6,166,249 △529,790
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日） 

 １.連結の範囲に関する事項 （1）連結子会社の数  ６社 
   主要な連結子会社の名称 
   トランサーブ㈱ 
   大洋電子工業㈱ 
   エルコー高岡㈱ 
   コーセルU.S.A.INC.（在外子会社）
   コーセルヨーロッパGmbH（在外子
   会社） 
   コーセルアジアLTD.（在外子会社）
（2）非連結子会社の名称等 
   非連結子会社 
    天津エルコー電子有限公司（在外
    子会社） 
    コーセル上海電子有限公司（在
    外子会社） 
   （連結の範囲から除いた理由） 
    非連結子会社はいずれも小規模
   であり、合計の総資産、売上高、
   当期純損益（持分に見合う額）及
   び利益剰余金（持分に見合う額）
   等は、いずれも連結財務諸表に重
   要な影響を及ぼしていないためで
   あります。 

（1）連結子会社の数  ６社 
   主要な連結子会社の名称 

同左 
 
 
 
 
 
 
（2）非連結子会社の名称等 
   非連結子会社 

同左 
 
 
 
   （連結の範囲から除いた理由） 

同左 

 ２.持分法の適用に関する事項  非連結子会社２社（天津エルコー電子
有限公司、コーセル上海電子有限公司）
及び関連会社１社（天津コーセル電子有
限公司）は当期純損益（持分に見合う額）
及び利益剰余金（持分に見合う額）等か
らみて、持分法の対象から除いても連結
財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、か
つ全体としても重要性がないため、持分
法の適用範囲から除外しております。 

 非連結子会社２社（天津エルコー電子
有限公司、コーセル上海電子有限公司）
は当期純損益（持分に見合う額）及び利
益剰余金（持分に見合う額）等からみて、
持分法の対象から除いても連結財務諸表
に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体と
しても重要性がないため、持分法の適用
範囲から除外しております。 

 ３.連結子会社の事業年度等に 
  関する事項 

 コーセルU.S.A.INC.、コーセルヨーロ
ッパGmbH並びにコーセルアジアLTD.は、
４月30日現在の決算財務諸表で連結を行
っておりますが、連結決算日との間に生
じた重要な取引については、連結上必要
な調整を行っております。 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日） 

 ４.会計処理基準に関する事項 (1）重要な資産の評価基準及び評価方法
 ① 有価証券 
   満期保有目的の債券 
    …………償却原価法（定額法）
   その他有価証券 
    時価のあるもの 
    ………決算日の市場価格等に基
       づく時価法（評価差額は
       全部資本直入法により処
       理し、売却原価は移動平
       均法により算出） 
    時価のないもの 
    ………移動平均法による原価法
 ② たな卸資産 
   主として移動平均法による原価法
  により評価しております。 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法
 ① 有価証券 
   満期保有目的の債券 

同左 
   その他有価証券 
    時価のあるもの 

同左 
 
 
 
 
    時価のないもの 

同左 
 ② たな卸資産 

同左 
 

 (2）重要な減価償却資産の減価償却方法
  有形固定資産 
 ① 平成10年４月１日以降取得の建物
  （建物附属設備を除く。） 
   ………定額法 
 ② その他の有形固定資産 
   ………定率法 
   なお、主な耐用年数は次のとおり
  であります。 
   建物及び構築物   ３～50年 
   機械装置及び運搬具 ４～17年 
  無形固定資産 
   自社利用のソフトウェアについて
  は、社内における見込利用可能期間
  に基づく定額法、それ以外の無形固
  定資産については、定額法を採用し
  ております。 

(2）重要な減価償却資産の減価償却方法
  有形固定資産 
 ① 平成10年４月１日以降取得の建物
  （建物附属設備を除く。） 

同左 
 ② その他の有形固定資産 

同左 
   なお、主な耐用年数は次のとおり
  であります。 

同左 
 
  無形固定資産 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日） 

 (3）重要な引当金の計上基準 
 ① 貸倒引当金 
   債権の貸倒れによる損失に備える
  ため、一般債権については貸倒実績
  率により、貸倒懸念債権等特定の債
  権については個別に回収可能性を検
  討し、回収不能見込額を計上してお
  ります。 
 ② 賞与引当金 
   当社及び国内連結子会社は、従業
  員に対して支給する賞与の支出に充
  てるため、支給見込額に基づき計上
  しております。 
 ③     ――――― 
 
 
 
 ④ 退職給付引当金 
   当社及び国内連結子会社は、退職
  金制度を有しており、従業員の退職
  給付に備えるため、当連結会計年度
  末における退職給付債務及び年金資
  産の見込額に基づき計上しておりま
  す。 
   数理計算上の差異は、翌連結会計
  年度に費用処理することにしており
  ます。 
 ⑤ 役員退職給与引当金 
   役員に支給する退職金の支払いに
  備えるため、内規に基づく期末要支
  給額を計上しております。 

(3）重要な引当金の計上基準 
 ① 貸倒引当金 

同左 
 
 
 
 
 
 ② 賞与引当金 

同左 
 
 
 
 ③ 役員賞与引当金 
   役員に対して支給する賞与の支出
  に充てるため、支給見込額に基づき
  計上しております。 
 ④ 退職給付引当金 

同左 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ⑤ 役員退職給与引当金 

同左 
 

 (4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦
 通貨への換算基準 
  外貨建金銭債権債務は、連結決算日
 の直物為替相場により円貨に換算し、
 換算差額は損益として処理しておりま
 す。なお、在外子会社の資産及び負債
 は、在外子会社の決算日の直物為替相
 場により円貨に換算し、収益及び費用
 は在外子会社の期中平均相場により円
 貨に換算し、換算差額は資本の部にお
 ける為替換算調整勘定に含めて計上し
 ております。 

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦
 通貨への換算基準 
  外貨建金銭債権債務は、連結決算日
 の直物為替相場により円貨に換算し、
 換算差額は損益として処理しておりま
 す。なお、在外子会社の資産及び負債
 は、在外子会社の決算日の直物為替相
 場により円貨に換算し、収益及び費用
 は在外子会社の期中平均相場により円
 貨に換算し、換算差額は純資産の部に
 おける評価・換算差額等の「為替換算
 調整勘定」に含めて計上しております。

 (5）その他連結財務諸表作成のための重
 要な事項 
 ① 消費税の会計処理 
   消費税等は、税抜方式を採用して
  おります。 

(5）その他連結財務諸表作成のための重
 要な事項 
 ① 消費税の会計処理 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日） 

 ５.連結子会社の資産及び負債 
  の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につ
いては、全面時価評価法を採用しており
ます。 

同左 

 ６.利益処分項目等の取扱いに 
  関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利益
処分について連結会計年度中に確定した
利益処分に基づいて作成しております。

――――― 

 ７.連結キャッシュ・フロー計 
  算書に関する資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書におけ
る資金（現金及び現金同等物）は、手許
現金、随時引き出し可能な預金及び容易
に換金可能であり、かつ価値の変動につ
いて僅少なリスクしか負わない取得日か
ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短期
投資からなっております。 

同左 

 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前連結会計年度 
（自 平成16年５月21日 

至 平成17年５月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日） 

――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 
 当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準
（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見
書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固
定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用しており
ます。これによる損益に与える影響はありません。 

――――― （役員賞与引当金に関する会計基準） 
 役員賞与は、従来、株主総会の利益処分案決議により
未処分利益の減少として会計処理しておりましたが、当
連結会計年度より「役員賞与に関する会計基準」（企業
会計基準委員会 平成17年11月29日）に基づき、発生し
た期間の費用として処理することとしております。 
 この結果、従来の方法と比較して、営業利益、経常利
益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ19,660千円減
少しております。 

 

追加情報 

前連結会計年度 
（自 平成16年５月21日 

至 平成17年５月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日） 

（法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上
の表示方法） 
 「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第
９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日
以降に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入さ
れたことに伴い、「法人事業税における外形標準課税部分
の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」（平成
16年２月13日企業会計基準委員会 実務対応報告第12号）
に従い法人事業税の付加価値割及び資本割については、販
売費及び一般管理費として処理しております。 
 この結果、販売費及び一般管理費が40,000千円増加し、
営業利益及び経常利益並びに税金等調整前当期純利益は
同額減少しております。 

――――― 
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注記事項 
（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成17年５月20日） 

当連結会計年度 
（平成18年５月20日） 

※１ 

   

国庫補助金等により、有形固定資産の取得価額から
控除されている圧縮記帳額は、土地55,025千円であ
ります。 

※１ 同左 

※２ 非連結子会社及び関連会社に対する資産 
 投資その他の資産「その他」   53,369千円

※２ 非連結子会社に対する資産 
 投資その他の資産「その他」   53,369千円 

※３ 当社の発行済株式総数は、普通株式20,592,000株で
あります。 

 ――――― 

※４ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式268,291
株であります。 

 ――――― 

※５ ――――― ※５ 連結会計年度末日満期手形 
 連結会計年度末日満期手形の会計処理について
は、手形交換日をもって決済処理しております。 
 なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であ
ったため、次の連結会計年度末日満期手形が、連結
会計年度末残高に含まれております。 
    受取手形     18,230千円 

 
（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年５月21日 

至 平成17年５月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日） 

※１ 

   

販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額
は次のとおりであります。 
 給料            658,140千円 
 賞与引当金繰入額       63,994 
 退職給付費用         60,043 
 役員退職給与引当金繰入額   19,200 
 減価償却費          57,988  

※１
  

販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額
は次のとおりであります。 
 給料            657,046千円 
 賞与引当金繰入額       70,840 
 役員賞与引当金繰入額     19,660 
 退職給付費用         58,865 
 役員退職給与引当金繰入額   17,400 
 減価償却費          54,023  

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発
費                5,304千円 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発
費                5,029千円 

※３ 固定資産売却益は、機械装置及び運搬具の売却によ
るものであります。 

※３ 固定資産売却益は、工具器具及び備品の売却による
ものであります。 

※４ 固定資産売却損は、機械装置及び運搬具の売却によ
るものであります。 

※４ 固定資産売却損は、機械装置及び運搬具の売却によ
るものであります。 

※５ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
 建物及び構築物        27,599千円 
 機械装置及び運搬具      32,485 
 工具器具及び備品        8,990 
 無形固定資産            1 

※５ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 
 機械装置及び運搬具      39,441千円 
 工具器具及び備品        6,467 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

 当連結会計年度（自平成17年５月21日 至平成18年５月20日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前連結会計 
年度末株式数 

当期増加株式数 当期減少株式数
当連結会計 
年度末株式数 

摘 要 

発行済株式      

 普通株式 20,592,000株 ― ― 20,592,000株  

合計 20,592,000株 ― ― 20,592,000株  

自己株式      

 普通株式 268,291株 479株 64株 268,706株 注 

合計 268,291株 479株 64株 268,706株  

（注）普通株式の自己株式の増加479株は、単元未満株式の買取による増加であり、減少64株は、単元未満株式の
買増請求による売渡であります。 

 

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   該当なし 

 

 ３．配当に関する事項 

  (1) 配当金の支払 

 
決議 

株式の種類 配当金の総額 
１株当たり 
配当額 

基準日 効力発生日 

平成17年８月11日 
定時株主総会 

普通株式 426,797千円 21円 平成17年５月20日 平成17年８月12日 

平成17年12月14日 
取締役会 

普通株式 467,442千円 23円 平成17年11月20日 平成18年２月３日 

  (2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

    次のとおり、決議を予定しております。 

 
決議予定 

株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額 

基準日 効力発生日 

平成18年８月10日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 650,345千円 32円 平成18年５月20日 平成18年８月11日

 

 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年５月21日 

至 平成17年５月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に
 掲記されている科目の金額との関係 

（平成17年５月20日現在）
 千円
現金及び預金勘定 1,942,035 
預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △300,000 
有価証券勘定のうちＭＭＦ 5,054,004 

現金及び現金同等物 6,696,040 
 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に
 掲記されている科目の金額との関係 

（平成18年５月20日現在）
 千円
現金及び預金勘定 2,270,429 
預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △300,000 
有価証券勘定のうちＭＭＦ 4,195,819 

現金及び現金同等物 6,166,249 
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① 有価証券 

  有価証券 

  １ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

前連結会計年度（平成17年５月20日） 当連結会計年度（平成18年５月20日） 

 種類 連結貸借対
照表計上額 
（千円） 

時価 
（千円） 

差額 
（千円）

連結貸借対
照表計上額 
（千円） 

時価 
（千円） 

差額 
（千円） 

(1)国債・地方債等 1,998,964 2,022,020 23,055 799,906 800,720 813

(2)社債 3,702,108 3,749,430 47,321 1,400,793 1,408,310 7,516

(3)その他 － － － － － －

時価が連結
貸借対照表
計上額を超
えるもの 小計 5,701,073 5,771,450 70,376 2,200,699 2,209,030 8,330

(1)国債・地方債等 － － － 3,298,678 3,250,470 △48,208

(2)社債 100,000 99,890 △110 3,905,704 3,833,300 △72,404

(3)その他 － － － － － －

時価が連結
貸借対照表
計上額を超
えないもの 小計 100,000 99,890 △110 7,204,382 7,083,770 △120,612

合計 5,801,073 5,871,340 70,266 9,405,082 9,292,800 △112,282

 

  ２ その他有価証券で時価のあるもの 

前連結会計年度（平成17年５月20日） 当連結会計年度（平成18年５月20日） 

 種類 
取得原価 
（千円） 

連結貸借対
照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円）

取得原価 
（千円） 

連結貸借対
照表計上額 
（千円） 

差額 
（千円）

(1)株式 367,220 643,956 276,735 420,541 957,988 537,446

(2)債券  

 ①国債・地方債等 － － － － － －

 ②社債 50,000 50,175 175 － － －

 ③その他 － － － － － －

(3)その他 572,027 598,051 26,024 50,009 92,312 42,303

連結貸借対
照表計上額
が取得原価
を超えるも
の 

小計 989,247 1,292,183 302,935 470,551 1,050,300 579,749

(1)株式 43,371 38,860 △4,511 40,892 36,848 △4,044

(2)債券  

 ①国債・地方債等 － － － － － －

 ②社債 － － － － － －

 ③その他 － － － － － －

(3)その他 261,920 237,149 △24,771 112,171 102,565 △9,605

連結貸借対
照表計上額
が取得原価
を超えない
もの 

小計 305,292 276,009 △29,283 153,063 139,413 △13,649

合計 1,294,540 1,568,193 273,652 623,614 1,189,714 566,099

 

  ３ 前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

前連結会計年度 
（自 平成16年５月21日 

至 平成17年５月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日） 

売却額 
(千円) 

売却益の合計額 
(千円) 

売却損の合計額 
(千円) 

売却額 
(千円) 

売却益の合計額 
(千円) 

売却損の合計額 
(千円) 

46,745 － 3,190 704,606 32,394 9,546

 

  ４ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

前連結会計年度（平成17年５月20日） 当連結会計年度（平成18年５月20日） 

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 

(1) 満期保有目的の債券   

  非上場外国債券 100,000 100,000 

(2) その他有価証券   

  ＭＭＦ 5,054,004 4,195,819 

  非上場株式（店頭売買株式を除く） 19,860 20,770 
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  ５ その他有価証券のうち満期のあるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

前連結会計年度（平成17年５月20日） 当連結会計年度（平成18年５月20日）  

１年以内
（千円）

１年超 
５年以内 
（千円） 

５年超 
10年以内
（千円）

10年超 
（千円）

１年以内
（千円）

１年超 
５年以内 
（千円） 

５年超 
10年以内
（千円）

10年超 
（千円）

１.債券         

 (1)国債・地方債等 － 2,000,000 － － 500,000 3,400,000 200,000 －

 (2)社債 900,000 2,950,000 － － 1,000,000 4,200,000 100,000 －

 (3)その他 － 100,000 － － － 100,000 － －

合計 900,000 5,050,000 － － 1,500,000 7,700,000 300,000 －

 

 

  ② デリバティブ取引 

     前連結会計年度（自 平成16年５月21日 至 平成17年５月20日）及び当連結会計年度（自 平成17年５月21日 

    至 平成18年５月20日） 

     当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

 

  ③ 退職給付 

    １ 採用している退職給付制度の概要 

      当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として適格退職年金制度、退職一時金制度及び厚生年金基金 

     制度（総合設立型）を設けております。 

      また、一部の海外連結子会社は確定拠出型の年金制度を設けております。 

 

    ２ 退職給付債務に関する事項 

 前連結会計年度 

（平成17年５月20日） 

当連結会計年度 

（平成18年５月20日） 

(1) 退職給付債務  △1,257,055千円   △1,317,180千円  

(2) 年金資産  727,598千円   857,397千円  

(3) 未積立退職給付債務 (1)＋(2)  △529,456千円   △459,782千円  

(4) 未認識数理計算上の差異  21,832千円   △44,694千円  

(5) 退職給付引当金 (3)＋(4)  △507,624千円   △504,477千円  

      （注）１．国内の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用しております。 

         ２．厚生年金基金制度（総合設立型）を含めておりません。なお、掛金拠出割合により計算した年金 

          資産は、前連結会計年度末816,307千円、当連結会計年度末1,029,927千円であります。 

 

    ３ 退職給付費用に関する事項 

 前連結会計年度 
（自 平成16年５月21日 

至 平成17年５月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日） 

退職給付費用  193,072千円   201,796千円  

（1）勤務費用  153,611千円   159,785千円  

（2）利息費用  20,263千円   19,706千円  

（3）期待運用収益  △4,580千円   △5,456千円  

（4）数理計算上の差異の費用処理額  23,778千円   21,832千円  

（5）その他  －千円   5,928千円  

      （注）１．厚生年金基金制度に対する拠出額は、「(1)勤務費用」に計上しております。 

         ２．簡便法を採用している国内連結子会社の退職給付費用は「(1)勤務費用」に計上しております。 

         ３．前連結会計年度における確定拠出型年金制度への拠出額は「(1)勤務費用」に、当連結会計年度 

          は、「(5)その他」に計上しております。 
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    ４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 前連結会計年度 
（平成17年５月20日） 

当連結会計年度 
（平成18年５月20日） 

（1）割引率  1.60％   1.60％  

（2）期待運用収益率  0.75％   0.75％  

（3）退職給付見込額の期間配分方法  期間定額基準   期間定額基準  

（4）数理計算上の差異の処理年数  １年   １年  

      （注）数理計算上の差異につきましては、翌連結会計年度に費用処理することにしております。 

 

  ④ 税効果会計 

前連結会計年度 
（自 平成16年５月21日 

至 平成17年５月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
  の内訳 

（平成17年５月20日現在）
流動資産「繰延税金資産」 千円
 賞与引当金 99,077 
 未払事業税 70,415 
 たな卸資産の未実現利益 49,881 
 未払金 20,369 
 一括償却資産 19,745 
 未払費用 12,272 
 貸倒引当金 1,318 
 その他 8,954 

   繰延税金資産小計 282,034 

 評価性引当額 △2,622 

   繰延税金資産合計 279,411 

流動負債「繰延税金負債」  
 未収事業税 △442 

  繰延税金資産純額 278,969 

固定資産「繰延税金資産」  
 退職給付引当金 204,261 
 役員退職給与引当金 171,578 
 投資有価証券評価損 36,823 
 ソフトウェア償却超過額 36,441 
 その他有価証券評価差額金 11,831 
 一括償却資産 10,342 
 繰越欠損金 6,667 
 その他 2,474 

   繰延税金資産小計 480,421 
 評価性引当額 △11,579 

   繰延税金資産合計 468,841 

固定負債「繰延税金負債」  
 その他有価証券評価差額金 △122,386 
 子会社留保利益に係る繰延税金負債 △43,754 

   繰延税金負債合計 △166,140 

   繰延税金資産純額 302,700 
 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
  の内訳 

（平成18年５月20日現在）
流動資産「繰延税金資産」 千円
 未払事業税 122,347 
 賞与引当金 113,555 
 たな卸資産の未実現利益 60,669 
 一括償却資産 20,403 
 未払費用 14,313 
 未払金 6,456 
 貸倒引当金 1,498 
 その他 3,180 

   繰延税金資産合計 342,424 

固定資産「繰延税金資産」  
 退職給付引当金 203,226 
 役員退職給与引当金 165,397 
 ソフトウェア償却超過額 31,299 
 投資有価証券評価損 25,147 
 一括償却資産 10,392 
 その他有価証券評価差額金 5,515 
 その他 2,478 

   繰延税金資産合計 443,458 
固定負債「繰延税金負債」  
 その他有価証券評価差額金 △234,218 
 子会社留保利益に係る繰延税金負債 △61,086 

   繰延税金負債合計 △295,305 

   繰延税金資産純額 148,152 
 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
 率の差異の内訳 
  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 
 担率の差異が、法定実効税率の100分の５以下である 
 ため、記載を省略しております。 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
 率の差異の内訳 

同左 
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  ⑤ セグメント情報 

   ａ．事業の種類別セグメント情報 

     当社グループは、直流安定化電源の製造・販売を主たる事業としている専門メーカーであります。当該事業以 
    外に事業の種類がないため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

   ｂ．所在地別セグメント情報 

     近２連結会計年度の所在地別セグメント情報は、次のとおりであります。 

      前連結会計年度（自 平成16年５月21日 至 平成17年５月20日） 

 
日本 

（千円） 
米国 

（千円）
ドイツ 
（千円）

香港 
（千円）

計 
（千円） 

消去又は
全社 

（千円）
連結 

（千円）

Ⅰ 売上高及び営業利益   

 売上高   

（1）外部顧客に対する売上高 15,196,712 2,182,182 672,510 1,157,672 19,209,078 － 19,209,078

（2）セグメント間の内部売上高 3,132,045 － － － 3,132,045 (3,132,405) －

計 18,328,757 2,182,182 672,510 1,157,672 22,341,123 (3,132,045) 19,209,078

 営業費用 13,456,152 2,027,502 616,009 1,096,205 17,195,869 (3,108,144) 14,087,724

 営業利益 4,872,605 154,680 56,500 61,467 5,145,254 (23,900) 5,121,353

Ⅱ 資産 26,625,262 1,066,425 403,142 608,064 28,702,894 (1,257,934) 27,444,960

      当連結会計年度（自 平成17年５月21日 至 平成18年５月20日） 

 
日本 

（千円） 
米国 

（千円）
ドイツ 
（千円）

香港 
（千円）

計 
（千円） 

消去又は
全社 

（千円）
連結 

（千円）

Ⅰ 売上高及び営業利益   

 売上高   

（1）外部顧客に対する売上高 16,462,965 2,606,316 1,113,427 1,558,393 21,741,102 － 21,741,102

（2）セグメント間の内部売上高 4,150,922 － － － 4,150,922 (4,150,922) －

計 20,613,887 2,606,316 1,113,427 1,558,393 25,892,024 (4,150,922) 21,741,102

 営業費用 14,594,198 2,411,606 1,001,619 1,479,837 19,487,261 (4,128,601) 15,358,660

 営業利益 6,019,688 194,710 111,807 78,556 6,404,762 (22,320) 6,382,441

Ⅱ 資産 30,228,068 1,307,080 623,425 818,695 32,977,268 (1,608,372) 31,368,896

 

   ｃ．海外売上高 

     近２連結会計年度の海外売上高は、次のとおりであります。 

 北米 ヨーロッパ アジア他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 2,182,182 850,182 1,157,672 4,190,037

Ⅱ 連結売上高（千円）  19,209,078

前連結会計年度 

(自平成16年５月21日 

至平成17年５月20日） 
Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 11.4 4.4 6.0 21.8

     （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 
        ２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 
         (1) 北米 …………… 米国、カナダ 
         (2) ヨーロッパ …… ドイツ、イギリス 
         (3) アジア他 ……… 東アジア諸国、東南アジア諸国、オーストラリア 
        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。 

 北米 ヨーロッパ アジア他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 2,606,316 1,113,427 1,558,393 5,278,136

Ⅱ 連結売上高（千円）  21,741,102

当連結会計年度 

(自平成17年５月21日 

至平成18年５月20日） 
Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 12.0 5.1 7.2 24.3

     （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 
        ２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 
         (1) 北米 …………… 米国、カナダ 
         (2) ヨーロッパ …… ドイツ、イギリス、フランス、スイス、オーストリア等 
         (3) アジア他 ……… 東アジア諸国、東南アジア諸国、オーストラリア等 
        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 関連当事者との取引 

    該当事項はありません。 
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 （１株当たり情報） 

前連結会計年度 
（自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日） 

１株当たり純資産額          1,172円94銭 

１株当たり当期純利益          150円58銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、
希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。 

１株当たり純資産額          1,332円27銭 

１株当たり当期純利益          189円91銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、
潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  （注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前連結会計年度 
（自 平成16年５月21日 

至 平成17年５月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日） 

当期純利益（千円） 3,078,225 3,859,633 

普通株式に帰属しない金額（千円） 17,780 － 

（うち利益処分による役員賞与金） (17,780) － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 3,060,445 3,859,633 

期中平均株式数（株） 20,323,996 20,323,534 

希薄化効果を有しないため、潜在株式
調整後１株当たり当期純利益の算定に
含めなかった潜在株式の概要 

旧商法第210条ノ２号２項の規定に基
づく自己株式取得方式によるストック
オプション（株式の数155,100株） 

――――― 

 

（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
（自 平成16年５月21日 
至 平成17年５月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日） 

――――――  平成18年３月31日開催の当社取締役会の決議に基づき、次

のように株式分割による新株式を発行しております。 

１．平成18年５月21日付をもって普通株式１株につき２株に

 分割します。 

（1）分割により増加する株式数 

   普通株式   20,592,000株 

（2）分割方法 

   平成18年５月20日 終の株主名簿及び実質株主名簿に
  記載又は記録された株主の所有株式数を、１株につき２
  株の割合をもって分割します。 

２．配当起算日 

  平成18年５月21日 

３．発行可能株式総数の増加 

  上記株式分割に伴い、会社法第184条第２項（旧商法第
 218条第２項）の規定に基づき、平成18年５月21日付をも
 って定款第５条を変更し、発行可能株式総数を40,000,000
 株増加し、80,000,000株としました。 

  当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前 
 事業年度における１株当たり情報及び当期首に行われた 
 と仮定した場合の当事業年度における１株当たり情報は、
 それぞれ以下のとおりとなります。 

前連結会計年度 当連結会計年度 

１株当たり純資産 

       586円47銭 

１株当たり当期純利益 

        75円29銭 

 なお、潜在株式調整後１株当
たり当期純利益については、希
薄化効果を有している潜在株
式が存在しないため記載して
おりません。 

１株当たり純資産 

       666円14銭 

１株当たり当期純利益 

        94円95銭 

 なお、潜在株式調整後１株当
たり当期純利益については、潜
在株式が存在しないため記載
しておりません。 
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５．生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

前連結会計年度 
（自 平成16年５月21日 

至 平成17年５月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日） 

対前年比 
事業部門 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 増減（千円） 
 ユニット電源 12,649,187 66.6 14,516,350 67.7 1,867,162 

 オンボード電源 6,346,151 33.4 6,922,411 32.3 576,260 

 ノイズフィルタ － － 11,981 0.0 11,981 

合計 18,995,338 100.0 21,450,743 100.0 2,455,404 

 
 
(2) 受注状況 

  受注高 

前連結会計年度 
（自 平成16年５月21日 

至 平成17年５月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日） 

対前年比 
事業部門 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 増減（千円） 
 ユニット電源 12,798,615 66.9 15,166,982 67.5 2,368,367 

 オンボード電源 6,338,031 33.1 7,301,668 32.5 963,637 

 ノイズフィルタ － － 13,071 0.0 13,071 

合計 19,136,646 100.0 22,481,723 100.0 3,345,076 

   受注残高 

前連結会計年度 
（平成17年５月20日） 

当連結会計年度 
（平成18年５月20日） 

対前年比 
事業部門 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 増減（千円） 
 ユニット電源 914,414 56.8 1,307,115 55.6 392,700 

 オンボード電源 694,371 43.2 1,041,026 44.3 346,655 

 ノイズフィルタ － － 1,265 0.1 1,265 

合計 1,608,786 100.0 2,349,407 100.0 740,620 

 
 
(3) 販売実績 

前連結会計年度 
（自 平成16年５月21日 

至 平成17年５月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年５月21日 
至 平成18年５月20日） 

対前年比 
事業部門 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 増減（千円） 
 ユニット電源 12,839,195 66.8 14,774,281 68.0 1,935,086 

 オンボード電源 6,369,882 33.2 6,955,013 32.0 585,131 

 ノイズフィルタ － － 11,806 0.0 11,806 

合計 19,209,078 100.0 21,741,102 100.0 2,532,024 

（注）金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

 
 
 
 
 


