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１．平成18年11月中間期の連結業績（平成18年５月21日～平成18年11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11月中間期 12,213 18.1 3,626 24.8 3,760 22.2

17年11月中間期 10,342 3.6 2,905 6.5 3,078 12.8

18年５月期 21,741 6,382 6,557

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年11月中間期 2,189 21.6 53 87 － －

17年11月中間期 1,800 12.0 88 60 － －

18年５月期 3,859 189 91 － －

（注）①持分法投資損益 18年11月中間期 －百万円 17年11月中間期 －百万円 18年５月期 　－百万円

②期中平均株式数(連結) 18年11月中間期40,646,623株 17年11月中間期20,323,647株 18年５月期 20,323,534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、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間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11月中間期 32,848 28,537 86.9 702 09

17年11月中間期 29,286 25,456 86.9 1,252 55

18年５月期 31,368 27,076 86.3 1,332 27

（注）期末発行済株式数(連結) 18年11月中間期40,646,686株 17年11月中間期20,323,589株 18年５月期20,323,294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11月中間期 2,421 △2,211 △648 5,761

17年11月中間期 1,954 △727 △427 7,579

18年５月期 3,879 △3,859 △896 6,166

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 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．平成19年５月期の連結業績予想（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

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

※１. 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株の割合で株式を分割しております。そのため前連結会計年度に係る１株当たり中間（当期）
純利益及び１株当たり純資産は、当該株式分割が行われる前の数値で表示しております。

※２. 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含
んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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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

製品の販売及びサポートを行っております。

　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。

 
海 外 の 得 意 先 

北  米  地  域 ヨ ー ロ ッ パ 地 域 アジア（その他）地域 

製
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製
品
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製
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部
品
材
料
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品
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［ 当 社 ］ コーセル㈱  （製造・販売） 
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［非連結子会社］ 
 
コーセル上海電子有限公司 

製品の販売・販売手数料 
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製
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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・ワクワク・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単位の株式数を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。

　なお、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ヵ年）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、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（単独200億円）、売上高経常利益率（単独30％）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（自己資本利益率）、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６年振りに復活させました。

　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 当中間期の概況

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、アメリカ経済の減速や原油高に伴う原材料価格の上昇などの懸念が

ありましたが、企業収益の改善や需要の増加を背景にした設備投資の増加、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で推移いたしました。

　スイッチング電源の国内市場は、前年度からの好調さが継続しＦＡ関連機器向けが順調に推移し、当年度上期後

半には、ＦＡ関連分野の在庫調整の動きも出てきましたが、半導体製造装置、通信機器向けなど総じて堅調に推移

いたしました。 

　海外市場では、アメリカは景気の緩やかな下降が見られましたが、一部のＦＡ関連と通信機器業界向けの需要が

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引き続き計測器分野向けの需要が拡大い

たしました。アジアにおいては、中国の通信機器業界向けの需要が大きく増加いたしました。

　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・提案能力の向上を狙った体質改善を図る

とともに、新商品であるノイズフィルタと新製品の拡販を進め、重点ユーザーへの拡販に注力いたしました。海外

は販売ネットワークの拡充により、ディーラー販売力の向上、引き合い獲得の増加並びに新規ユーザーの開拓に注

力してまいりました。 

　新製品につきましては、前期に市場投入いたしましたＦＡ、通信・情報関連機器向けの「ＳＵシリーズ」のバリ

エーションの拡充を図ってまいりました。 

　生産面では生産能力の向上と納期対応に取り組むとともに、立山工場の増築に着手いたしました。

　また、一昨年から取り組んでいますＴＱＭ活動では、不良低減方法の改革を掲げ「各工程での品質の作り込み」

と「市場、工程で不良の出ない新製品の開発」を目標に取り組みを強化してまいりました。

　この結果、当中間期の連結業績につきましては、受注高は118億70百万円（前年同期比11.2％増）、売上高は122

億13百万円（同18.1％増）とそれぞれ過去最高となりました。

　海外売上高は31億48百万円（同26.9％増）、海外売上高比率は25.8％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37億60百万円（同22.2％増）、中間純利益は21億89百

万円（同21.6％増）と利益面でも過去最高となりました。

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82億91百万円（前年同期比17.2％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、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など

の売上げが堅調に推移いたしました。

　この結果、オンボード電源の売上高は38億96百万円（同19.4％増）となりました。

（ノイズフィルタ）

　前期より市場投入した製品でありますが、バリエーションの拡充と拡販の強化に取り組んでまいりました。

　この結果、ノイズフィルタの売上高は25百万円（同730.8％増）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）

　企業収益が過去最高となる中、設備投資が順調に推移し、ＦＡ関連機器、半導体製造装置、通信機器向けなどが

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90億64百万円（前年同期比15.3％増）、営業利益は33億60百万円（同23.0％増）とな

りました。
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（米　国）

　アメリカ経済が緩やかな下降局面にありましたが、一部のＦＡ関連機器、通信機器向けなどが拡大いたしました。

　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15億12百万円（同19.5％増）、営業利益は１億41百万円（同38.6％増）となりました。

（ドイツ）

　ドイツ、イギリスでは、前期に引き続き計測機器分野において需要が拡大いたしました。

　ヨーロッパ市場における販売ネットワークの整備のため、ロンドン（６月）とミュンヘン（８月）に営業オフィ

スを配置し、ディーラーへのサポート充実と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６億85百万円（同34.7％増）、営業利益は55百万円（同11.0％増）となりました。

（香　港）

　中国では、上海オフィスから中国ユーザーへの拡販を重点に営業活動を展開し、特に通信機器業界向けの需要が

拡大いたしました。また、北京（５月）にオフィスを設置し、営業活動を拡大してまいりました。

　外部顧客に対する売上高は９億51百万円（同34.6％増）、営業利益は54百万円（同34.9％増）となりました。

② 単独業績及び配当

　当中間期の単独業績につきましては、受注高は前中間期より11億42百万円（前年同期比11.4％）増加し112億６百

万円となり、売上高は17億25百万円（同17.6％）増加の115億６百万円と連結と同様、過去最高となりました。

　輸出高は、前期より５億23百万円（同27.3％）増加の24億42百万円となり、輸出比率は21.2％となりました。

　利益面におきましては、経常利益は35億93百万円（同21.7％増）となり、中間純利益は21億29百万円（同22.7％

増）となりました。

　なお、中間配当金につきましては、上期実績と通期見通しを勘案し、１株につき14円とすることを取締役会で決

議いたしました。

③ 通期の見通し

　経済環境としては、企業収益の改善は見られますが、設備投資や個人消費の動きから景気については、踊り場の

状況も一部に予想されております。

　さらに原油、原材料価格、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。

　当社が属するスイッチング電源市場は、設備投資の減速、在庫調整も予想され、不確実な要素も多く、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活動の取り組みを継続してまいります。

　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。

連結　通期業績予想（前期比） 単独　通期業績予想（前期比）

百万円 百万円

売上高 23,620 （ 8.6％） 22,300 （ 8.2％）

営業利益 6,750 （ 5.8％） 6,260 （ 5.8％）

経常利益 6,990 （ 6.6％） 6,680 （ 7.3％）

当期純利益 4,090 （ 6.0％） 3,940 （ 7.5％）

※為替レートにつきましては、１米ドル117円、１ユーロ149円と想定しております。

（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

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上高の増加により税金等調整前

中間純利益が37億96百万円（前年同期比23.8％増）に加え、投資有価証券の償還等の収入要因がありましたが、法人

税等の支払額16億82百万円（同55.7％増）、投資有価証券の取得、有形固定資産の取得等による支出があったことか

ら、当中間連結会計期間末の資金は前連結会計年度末に比べ４億４百万円減少し、57億61百万円となりました。

　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24億21百万円（同23.9％増）となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益

37億96百万円、減価償却費３億22百万円（同1.9％減）を計上したものの、一方で売上債権の増加１億43百万円（同

64.4％減）、法人税等の支払額16億82百万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22億11百万円（同204.1％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25億76百万円（同60.0％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６億33百万円（同121.7％増）が計上したことと、一方で投資有価証券の償還による収入10億円（同100.0％

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６億48百万円（同51.9％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17年５月期 平成18年５月期 平成19年５月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 86.7 86.9 86.9 86.3 86.9

時価ベースの自己資本比率（％） 190.1 205.1 261.6 319.4 245.5

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・カバレッジ・レシオは、該当連結会計期間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。

(3) 事業等のリスク

　本中間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、当中間連結会計期間末（平成18年11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％を「標
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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11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15.3％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、最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11月期において海外売上高が連結売上高の25.8％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環境規制について 

　地球環境保全に関する要請が高まる中、当社グループ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（電気電子機器に含まれる特定有害物質の使

用制限指令）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．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成17年11月20日）

当中間連結会計期間末
（平成18年11月20日）

対前中間期
比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年５月20日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金   2,955,134   2,613,482  △341,651  2,270,429  

２．受取手形及び
売掛金

※２  7,050,561   8,040,058  989,497  7,873,072  

３．有価証券   6,325,074   4,448,873  △1,876,200  5,695,785  

４．たな卸資産   1,351,772   1,385,806  34,034  1,462,589  

５．繰延税金資産   324,359   342,348  17,988  342,424  

６．その他   47,526   76,272  28,745  87,643  

貸倒引当金   △7,476   △9,677  △2,200  △10,287  

流動資産合計   18,046,952 61.6  16,897,165 51.4 △1,149,787  17,721,658 56.5

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１           

(1）建物及び構
築物

 2,963,929   2,983,547    2,971,739   

減価償却累
計額

 1,748,116 1,215,812  1,841,560 1,141,986  △73,826 1,799,065 1,172,674  

(2）機械装置及
び運搬具

 3,740,872   4,082,205    3,758,432   

減価償却累
計額

 2,428,145 1,312,726  2,541,659 1,540,545  227,819 2,415,888 1,342,544  

(3）工具器具及
び備品

 3,825,722   4,072,703    3,935,882   

減価償却累
計額

 3,260,543 565,179  3,459,919 612,784  47,604 3,357,825 578,056  

(4）土地   996,310   996,310  －  996,310  

(5）建設仮勘定   －   130,000  130,000  －  

有形固定資産
合計

  4,090,029 14.0  4,421,627 13.5 331,597  4,089,585 13.1

２．無形固定資産   43,514 0.1  43,759 0.1 245  43,192 0.1

３．投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

  6,854,816   11,154,518  4,299,701  9,215,600  

(2）繰延税金資
産

  151,935   180,471  28,535  148,152  

(3）その他   99,014   151,031  52,017  150,706  

投資その他の
資産合計

  7,105,766 24.3  11,486,021 35.0 4,380,254  9,514,459 30.3

固定資産合計   11,239,310 38.4  15,951,407 48.6 4,712,097  13,647,238 43.5

資産合計   29,286,263 100.0  32,848,573 100.0 3,562,310  31,368,896 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年11月20日）

当中間連結会計期間末
（平成18年11月20日）

対前中間期
比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年５月20日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金   885,301   937,414  52,112  860,212  

２．未払金   162,531   279,048  116,516  189,110  

３．未払法人税等   1,284,586   1,603,440  318,854  1,673,298  

４．賞与引当金   267,403   274,670  7,266  280,621  

５．役員賞与引当
金

  －   10,000  10,000  19,660  

６．その他   315,824   345,299  29,474  351,665  

流動負債合計   2,915,648 10.0  3,449,873 10.5 534,225  3,374,568 10.8

Ⅱ　固定負債            

１．退職給付引当
金

  508,591   434,963  △73,627  504,477  

２．役員退職給与
引当金

  402,000   421,500  19,500  409,400  

３．その他   3,610   4,488  877  4,305  

固定負債合計   914,202 3.1  860,952 2.6 △53,249  918,182 2.9

負債合計   3,829,850 13.1  4,310,826 13.1 480,975  4,292,751 13.7

            

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   2,055,000 7.0  － － △2,055,000  － －

Ⅱ　資本剰余金   2,288,350 7.8  － － △2,288,350  － －

Ⅲ　利益剰余金   21,733,221 74.2  － － △21,733,221  － －

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  354,361 1.2  － － △354,361  － －

Ⅴ　為替換算調整勘
定

  △79,335 △0.3  － － 79,335  － －

Ⅵ　自己株式   △895,184 △3.0  － － 895,184  － －

資本合計   25,456,412 86.9  － － △25,456,412  － －

負債資本合計   29,286,263 100.0  － － △29,286,263  － －

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   － －  2,055,000 6.2 2,055,000  2,055,000 6.5

２．資本剰余金   － －  2,288,522 7.0 2,288,522  2,288,478 7.3

３．利益剰余金   － －  24,863,737 75.7 24,863,737  23,324,639 74.4

４．自己株式   － －  △896,520 △2.7 △896,520  △896,683 △2.9

株主資本合計   － －  28,310,739 86.2 28,310,739  26,771,434 85.3

Ⅱ　評価・換算差額等            

１．その他有価証
券評価差額金

  － －  256,188 0.8 256,188  337,396 1.1

２．為替換算調整勘
定

  － －  △29,181 △0.1 △29,181  △32,685 △0.1

評価・換算差額
等合計

  － －  227,007 0.7 227,007  304,711 1.0

純資産合計   － －  28,537,747 86.9 28,537,747  27,076,145 86.3

負債純資産合計   － －  32,848,573 100.0 32,848,573  31,368,896 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年５月21日
至　平成18年５月20日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   10,342,435 100.0  12,213,500 100.0 1,871,065  21,741,102 100.0

Ⅱ　売上原価   6,167,153 59.6  7,042,189 57.7 875,036  12,768,740 58.7

売上総利益   4,175,282 40.4  5,171,311 42.3 996,028  8,972,361 41.3

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

※１  1,270,005 12.3  1,544,799 12.6 274,794  2,589,920 11.9

営業利益   2,905,276 28.1  3,626,511 29.7 721,234  6,382,441 29.4

Ⅳ　営業外収益            

１．受取利息  44,281   75,976    95,435   

２．受取配当金  6,116   7,481    10,010   

３．為替差益  99,457   42,575    28,637   

４．不良損失補償
金

 10,337   2,752    18,865   

５．その他  13,216 173,409 1.7 5,348 134,134 1.1 △39,274 22,493 175,442 0.8

Ⅴ　営業外費用            

１．その他  － － － － － － － 867 867 0.0

経常利益   3,078,685 29.8  3,760,645 30.8 681,960  6,557,017 30.2

Ⅵ　特別利益            

１．固定資産売却
益

※２ 42   43    43   

２．貸倒引当金戻
入益

 －   775    －   

３．退職給付制度
一部終了益

 －   41,018    －   

４．投資有価証券
売却益 

 9,899   －    32,394   

５．保険金収入  25,831 35,772 0.3 － 41,837 0.3 6,064 25,831 58,269 0.2

Ⅶ　特別損失            

１．固定資産売却
損

※３ 444   －    4,509   

２．固定資産除却
損

※４ 3,291   5,658    45,908   

３．投資有価証券
売却損 

 9,546   －    9,546   

４．たな卸資産廃
棄損 

 8,614   －    10,938   

５．役員弔慰金  25,831 47,728 0.4 － 5,658 0.0 △42,070 25,831 96,735 0.4

税金等調整前
中間(当期)純
利益

  3,066,729 29.7  3,796,824 31.1 730,094  6,518,551 30.0

法人税、住民
税及び事業税

 1,289,258   1,584,299    2,685,071   

法人税等調整
額

 △23,302 1,265,956 12.3 23,081 1,607,381 13.2 341,424 △26,152 2,658,918 12.2

中間（当期）
純利益

  1,800,773 17.4  2,189,443 17.9 388,670  3,859,633 17.8
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(3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年５月21日
至　平成17年11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　資本剰余金中間期末残高   2,288,350

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   20,377,026

Ⅱ　利益剰余金増加高    

１．中間純利益  1,800,773 1,800,773

Ⅲ　利益剰余金減少高    

１．配当金  426,797  

２．役員賞与  17,780  

（うち監査役分）  (2,200) 444,577

Ⅳ　利益剰余金中間期末残高   21,733,221
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中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自　平成18年５月21日　至　平成18年11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18年５月20日　残高（千円） 2,055,000 2,288,478 23,324,639 △896,683 26,771,434 337,396 △32,685

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △650,345  △650,345   

中間純利益   2,189,443  2,189,443   

自己株式の処分  43  163 207   

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

    － △81,207 3,504

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

－ 43 1,539,098 163 1,539,305 △81,207 3,504

平成18年11月20日　残高（千円） 2,055,000 2,288,522 24,863,737 △896,520 28,310,739 256,188 △29,181

連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（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　残高（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   

利益処分による役員賞与   △17,780  △17,780   

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   

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（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　残高（千円） 2,055,000 2,288,478 23,324,639 △896,683 26,771,434 337,396 △32,685
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(4) 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17年５月21日
至　平成17年11月20日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日)

対前中間期比

前連結会計年度の連結
キャッシュ・フロー計算書
(自　平成17年５月21日
至　平成18年５月20日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
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

 3,066,729 3,796,824 730,094 6,518,551

減価償却費  328,308 322,004 △6,304 699,639

退職給付引当金の増減額  967 △69,513 △70,480 △3,146

役員退職給与引当金の増減
額

 △22,700 12,100 34,800 △15,300

賞与引当金の増減額  22,612 △5,951 △28,563 35,829

役員賞与引当金の増減額  － △9,660 △9,660 19,660

貸倒引当金の増減額  409 △775 △1,184 3,210

受取利息及び受取配当金  △50,397 △83,457 △33,060 △105,445

為替差益  △95,135 △64,032 31,102 △41,314

投資有価証券売却益  △9,899 － 9,899 △32,394

投資有価証券売却損  9,546 － △9,546 9,546

投資有価証券償還差益  － △48 △48 －

有形固定資産売却益  △42 △43 △1 △43

有形固定資産売却損  444 － △444 4,509

有形固定資産除却損  3,291 5,658 2,366 45,908

売上債権の増加額  △401,326 △143,047 258,279 △1,222,765

たな卸資産の増減額  △37,836 89,408 127,244 △150,605

仕入債務の増加額  127,783 76,616 △51,166 102,448

役員賞与の支払額  △17,780 － 17,780 △17,780

その他  57,743 99,066 41,323 38,784

小計  2,982,718 4,025,148 1,042,430 5,889,293

利息及び配当金の受取額  52,560 78,628 26,067 100,862

法人税等の支払額  △1,080,555 △1,682,023 △601,467 △2,111,105

営業活動によるキャッシュ・
フロー

 1,954,723 2,421,753 467,029 3,879,049
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前中間連結会計期間

(自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日)

対前中間期比

前連結会計年度の連結
キャッシュ・フロー計算書
(自　平成17年５月21日
至　平成18年５月20日)

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（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

投資有価証券の取得による
支出

 △1,610,723 △2,576,374 △965,650 △4,516,738

投資有価証券の償還による
収入

 500,000 1,000,000 500,000 900,000

投資有価証券の売却による
収入 

 665,396 － △665,396 704,606

有形固定資産の取得による
支出

 △285,920 △633,925 △348,004 △631,057

有形固定資産の売却による
収入

 44 104 60 1,845

その他  3,957 △1,016 △4,974 1,824

投資活動によるキャッシュ・
フロー

 △727,246 △2,211,211 △1,483,965 △3,589,518

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  △396 － 396 △2,108

自己株式の売却による収入  － 207 207 342

配当金の支払額  △426,788 △649,154 △222,366 △894,469

財務活動によるキャッシュ・
フロー

 △427,184 △648,947 △221,762 △896,235

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

 83,500 34,022 △49,477 76,914

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額  883,793 △404,382 △1,288,175 △529,790

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

 6,696,040 6,166,249 △529,790 6,696,040

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期
末(期末)残高

※ 7,579,833 5,761,867 △1,817,966 6,166,249
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

前連結会計年度
（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）

(1）　　　　　同左 (1）　　　　　同左

 (2）非連結子会社の名称等 (2）　　　　　同左 (2）　　　　　同左

 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、中間純損益（持分に

見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、い

ずれも中間連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないた

めであります。

（連結の範囲から除いた理

由）

同左

（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。

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）は中間純損

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中間連結

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）は中間純損益（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

ら除いても中間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．連結子会社の中間決算日

（決算日）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、10月31日現在の中間決

算財務諸表で連結を行っております

が、中間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 　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。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

前連結会計年度
（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）重要な資産の評価基準及び評価

方法

(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)

①　有価証券

満期保有目的の債券

同左

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

…中間連結決算日の市場価

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

定）

その他有価証券

時価のあるもの

…中間連結決算日の市場価

格等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原

価は移動平均法により算

定）

その他有価証券

時価のあるもの

…連結決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

 時価のないもの 

…移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

 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。

②　たな卸資産

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

の方法

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。）

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

有形固定資産

①　同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

有形固定資産

①　同左

 …定額法   

 ②　その他の有形固定資産

…定率法

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

②　同左

　

 

②　同左

　

 

 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。

無形固定資産

同左

無形固定資産

同左

 (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。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(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

　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。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

同左

 ③　　　―――――

 

③　役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与に

充てるため、支給見込額の当中

間連結会計期間負担額を計上し

ております。

③　役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与に

充てるため、支給見込額に基づ

き計上しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

前連結会計年度
（自　平成17年５月21日
至　平成18年５月20日）

 ④　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、当中間連結会計期間末

において発生していると認めら

れる額を計上しております。

　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。

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、当中間連結会計期間末

において発生していると認めら

れる額を計上しております。

　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。

　過去勤務債務は、発生年度に

費用処理することにしておりま

す。

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。

  

 

 （追加情報）

　当社は、確定拠出年金法の施

行に伴い、平成18年８月に退職

一時金制度の一部について確定

拠出年金制度へ移行し「退職給

付制度間の移行等に関する会計

処理」（企業会計基準適用指針

第１号）を適用しておりま

す。

　本移行に伴う影響額は、特別

利益として41,018千円計上さ

れております。

 

 

 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

中間期末要支給額を計上してお

ります。

⑤　役員退職給与引当金

同左

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。

 (4）重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、中間連

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

会社の中間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

本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、中間連

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

会社の中間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

本邦通貨への換算の基準

　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）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等は、税抜方式を採用し

ております。

(5）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

同左

(5）その他連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

①　消費税等の会計処理

同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　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 同左
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中間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 

前中間連結会計期間

（自　平成17年５月21日

至　平成17年11月20日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年５月21日

至　平成18年11月20日）

前連結会計年度

（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）

 　当中間連結会計期間より、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。

 ──────

 

 （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」（企業会計基準第

４号　平成17年11月29日）を適用し、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。

────── ──────  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

  　当連結会計年度末より連結貸借対照表の表

示について「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号　

平成17年12月９日）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する企業会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成

17年12月９日）を適用しております。従来の

基準に基づいた資本の部の合計に相当する金

額は27,076,145千円であります。

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当

連結会計年度における連結貸借対照表の純資

産の部については、改正後の連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末

（平成17年11月20日）

当中間連結会計期間末

（平成18年11月20日）

前連結会計年度

（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 ※１　　　　　同左

※２　中間連結会計期間末日満期手形

　　　中間連結会計期間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、当中間連結

会計期間末日が金融機関の休日であった

ため、次の中間連結会計期間末日満期手

形が、中間連結会計期間末残高に含まれ

ております。

受取手形 20,566千円

──────

 

※２　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

計期間末残高に含まれております。

受取手形 18,230千円

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

前連結会計年度
（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。

※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。

※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    321,954千円

賞与引当金繰入額 69,120

退職給付費用 29,740

役員退職給与引当金

繰入額
10,000

減価償却費 24,769

給料    365,543千円

賞与引当金繰入額 73,042

役員賞与引当金繰入

額
10,000

退職給付費用 21,706

役員退職給与引当金

繰入額
12,100

減価償却費 30,645

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　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。

※２　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。

※２　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。

※３　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。

※３　　　　　　――――― ※３　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　固定資産除却損の内容は次のとおりで

あります。

※４　固定資産除却損の内容は次のとおりで

あります。

※４　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  1,905千円

工具器具及び備品 1,385

建物及び構築物       387千円

機械装置及び運搬具 3,988

工具器具及び備品 1,283

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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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自平成18年５月21日　至平成18年11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（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 20,592,000 20,592,000 － 41,184,000

合計 20,592,000 20,592,000 － 41,184,000

自己株式

普通株式 268,706 268,706 98 537,314

合計 268,706 268,706 98 537,314

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加20,592,000株は、株式分割による増加であります。

２．普通株式の自己株式の増加268,706株は、株式分割による増加であります。

３．普通株式の自己株式の減少98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

当該事項はありません。

３．配当に関する事項

（1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

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 650,345 32 平成18年５月20日 平成18年８月11日

（2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年12月13日

取締役会
普通株式 569,053 利益剰余金 14 平成18年11月20日 平成19年２月２日

－ 20 －



前連結会計年度（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（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 20,592,000 － － 20,592,000

合計 20,592,000 － － 20,592,000

自己株式

普通株式 268,291 479 64 268,706

合計 268,291 479 64 268,706

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加479株は、単元未満株式の買取による増加であります。

２．普通株式の自己株式の減少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

当該事項はありません。

３．配当に関する事項

（1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

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 21 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 23 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期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

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 650,345 利益剰余金 32 平成18年５月20日 平成18年８月11日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

前連結会計年度
（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中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

※　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11月20日現在） （平成18年11月20日現在） （平成18年５月20日現在）

 千円

現金及び預金勘定 2,955,134

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 4,924,699

現金及び現金同等物 7,579,833

 千円

現金及び預金勘定 2,613,482

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 3,448,384

現金及び現金同等物 5,761,867

 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

前中間連結会計期間末（平成17年11月20日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 
中間連結貸借対照表計
上額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1)国債・地方債等 2,498,905 2,508,320 9,414

(2)社債 4,401,165 4,419,310 18,144

(3)その他 － － －

合計 6,900,071 6,927,630 27,558

２．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

(1)株式 410,892 953,527 542,634

(2)債券    

国債・地方債等 － － －

社債 50,000 58,000 8,000

その他 － － －

(3)その他 178,894 222,823 43,929

合計 639,786 1,234,350 594,564

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間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

(2)その他有価証券  

ＭＭＦ 4,924,699

非上場株式 20,770
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当中間連結会計期間末（平成18年11月20日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 
中間連結貸借対照表計
上額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1)国債・地方債等 4,698,348 4,679,420 △18,928

(2)社債 5,105,434 5,082,720 △22,714

(3)その他 － － －

合計 9,803,783 9,762,140 △41,643

２．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

(1)株式 610,208 1,019,434 409,226

(2)債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 1,165,401 1,186,019 20,618

合計 1,775,609 2,205,454 429,845

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間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

(2)その他有価証券  

ＭＭＦ 3,448,384

非上場株式 45,770
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前連結会計年度末（平成18年５月20日現在）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 
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 4,098,584 4,051,190 △47,394

(2)社債 5,306,497 5,241,610 △64,887

(3)その他 － － －

合計 9,405,082 9,292,800 △112,282

２．その他有価証券で時価のあるもの

 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 461,434 994,836 533,402

(2)債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 162,180 194,878 32,697

合計 623,614 1,189,714 566,099

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 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

(2)その他有価証券  

ＭＭＦ 4,195,819

非上場株式 20,770

②　デリバティブ取引

前中間連結会計期間（自平成17年５月21日　至平成17年11月20日）、当中間連結会計期間（自平成18年５月21

日　至平成18年11月20日）及び前連結会計年度（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　ストック・オプション等

当該事項はありません。
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④　セグメント情報

ａ．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17年５月21日　至平成17年11月20日）、当中間連結会計期間（自平成18年５月21

日　至平成18年11月20日）及び前連結会計年度（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、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

前中間連結会計期間（自平成17年５月21日　至平成17年11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）

売上高        

(1)外部顧客に対する売上高 7,861,689 1,265,170 508,632 706,943 10,342,435 － 10,342,435

(2)セグメント間の内部売上高 1,919,076 － － － 1,919,076 (1,919,076) －

計 9,780,765 1,265,170 508,632 706,943 12,261,511 (1,919,076) 10,342,435

営業費用 7,047,887 1,162,941 458,781 666,673 9,336,283 (1,899,125) 7,437,158

営業利益 2,732,878 102,228 49,850 40,270 2,925,227 (19,951) 2,905,276

当中間連結会計期間（自平成18年５月21日　至平成18年11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）

売上高        

(1)外部顧客に対する売上高 9,064,510 1,512,495 685,131 951,364 12,213,500 － 12,213,500

(2)セグメント間の内部売上高 2,442,213 － － － 2,442,213 (2,442,213) －

計 11,506,723 1,512,495 685,131 951,364 14,655,714 (2,442,213) 12,213,500

営業費用 8,146,068 1,370,817 629,808 897,019 11,043,713 (2,456,724) 8,586,989

営業利益 3,360,655 141,677 55,322 54,344 3,612,000 14,511 3,626,511

前連結会計年度（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）

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
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ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自平成17年５月21日　至平成17年11月20日）

  北米 ヨーロッパ アジア他 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,265,170 508,632 706,943 2,480,745

Ⅱ 連結売上高（千円）    10,342,435

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 12.2 4.9 6.9 24.0

　（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、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。

当中間連結会計期間（自平成18年５月21日　至平成18年11月20日）

  北米 ヨーロッパ アジア他 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,512,495 685,131 951,364 3,148,990

Ⅱ 連結売上高（千円）    12,213,500

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 12.4 5.6 7.8 25.8

　（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、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、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。

前連結会計年度（自平成17年５月21日　至平成18年５月20日）

  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

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。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
(自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日)

前連結会計年度
(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      1,252円55銭

１株当たり中間純利益   88円60銭

１株当たり純資産額       702円09銭

１株当たり中間純利益    53円87銭

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株当たり中間純利

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。

同左 　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

　当社は、平成18年５月21日付で株式１株に

つき２株の株式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の１株当たり情報については、

それぞれ以下のとおりとなります。

前中間連結会計期間 前連結会計年度

１株当たり純資産

626円28銭

１株当たり純資産

666円14銭

１株当たり中間純利益

44円30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株当たり中間純利

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。

　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株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

(自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日)

前連結会計年度
(自　平成17年５月21日
至　平成18年５月20日)

中間（当期）純利益（千円） 1,800,773 2,189,443 3,859,633

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

（うち利益処分による役員賞与金） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 1,800,773 2,189,443 3,859,633

期中平均株式数（千株） 20,323 40,646 20,323

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況
 (1）生産実績  

事業部門

前中間連結会計期間
自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日

当中間連結会計期間
自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日

対前中間期比
前連結会計年度

自　平成17年５月21日
至　平成18年５月20日

金　額
（千円）

構成比
（％）

金　額
（千円）

構成比
（％）

増　減
（千円）

金　額
（千円）

構成比
（％）

ユニット電源 6,917,668 68.2 8,224,015 67.5 1,306,346 14,516,350 67.7

オンボード電源 3,228,794 31.8 3,938,378 32.3 709,584 6,922,411 32.3

ノイズフィルタ 3,078 0.0 25,244 0.2 22,165 11,981 0.0

合　　計 10,149,541 100.0 12,187,638 100.0 2,038,097 21,450,743 100.0

(2）受注状況

 　　　受注高  

事業部門

前中間連結会計期間
自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日

当中間連結会計期間
自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日

対前中間期比
前連結会計年度

自　平成17年５月21日
至　平成18年５月20日

金　額
（千円）

構成比
（％）

金　額
（千円）

構成比
（％）

増　減
（千円）

金　額
（千円）

構成比
（％）

ユニット電源 7,332,204 68.7 8,205,812 69.1 873,607 15,166,982 67.5

オンボード電源 3,343,297 31.3 3,639,441 30.7 296,144 7,301,668 32.5

ノイズフィルタ 3,625 0.0 24,936 0.2 21,310 13,071 0.0

合　　計 10,679,128 100.0 11,870,191 100.0 1,191,062 22,481,723 100.0

 　　　受注残高  

事業部門

前中間連結会計期間末
（平成17年11月20日現在）

当中間連結会計期間末
（平成18年11月20日現在）

対前中間期比
前連結会計年度末

（平成18年５月20日現在）

金　額
（千円）

構成比
（％）

金　額
（千円）

構成比
（％）

増　減
（千円）

金　額
（千円）

構成比
（％）

ユニット電源 1,171,363 60.2 1,221,226 60.9 49,862 1,307,115 55.6

オンボード電源 773,531 39.8 783,933 39.1 10,402 1,041,026 44.3

ノイズフィルタ 584 0.0 936 0.0 352 1,265 0.1

合　　計 1,945,479 100.0 2,006,097 100.0 60,617 2,349,407 100.0

 (3）販売実績  

事業部門

前中間連結会計期間
自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日

当中間連結会計期間
自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日

対前中間期比
前連結会計年度

自　平成17年５月21日
至　平成18年５月20日

金　額
（千円）

構成比
（％）

金　額
（千円）

構成比
（％）

増　減
（千円）

金　額
（千円）

構成比
（％）

ユニット電源 7,075,255 68.4 8,291,701 67.9 1,216,445 14,774,281 68.0

オンボード電源 3,264,137 31.6 3,896,534 31.9 632,396 6,955,013 32.0

ノイズフィルタ 3,041 0.0 25,264 0.2 22,223 11,806 0.0

合　　計 10,342,435 100.0 12,213,500 100.0 1,871,065 21,741,102 100.0

　（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。
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