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1.  平成21年5月期第1四半期の連結業績（平成20年5月21日～平成20年8月20日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年5月期第1四半期 5,698 △0.4 1,232 △15.7 1,338 △10.0 756 △10.0

20年5月期第1四半期 5,723 △4.9 1,461 △19.1 1,486 △20.8 840 △23.0

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

21年5月期第1四半期 19.39 ―

20年5月期第1四半期 20.67 ―

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

21年5月期第1四半期 32,970 30,023 91.1 769.71
20年5月期 33,549 29,796 88.8 763.90

（参考） 自己資本   21年5月期第1四半期  30,023百万円 20年5月期  29,796百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年5月期 ― 14.00 ― 12.00 26.00
21年5月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― 12.00 ― 13.00 25.00

3.  平成21年5月期の連結業績予想（平成20年5月21日～平成21年5月20日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 11,450 △0.5 2,440 △18.2 2,560 △16.3 1,470 △16.3 37.69
通期 23,280 2.5 5,183 △7.2 5,427 △5.1 3,180 △4.9 81.53

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年６月17日公表の業績予想の修正は行っておりません。 
２．本資料に記載している業績見通し等の将来に関する記述は、当社が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。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年5月期第1四半期  39,012,000株 20年5月期  39,012,000株

② 期末自己株式数 21年5月期第1四半期  5,871株 20年5月期  5,733株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年5月期第1四半期  39,006,225株 20年5月期第1四半期  40,646,580株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期における我が国経済は、サブプライムローン問題に端を発した世界的金融市場の混乱や原油価格・原

材料価格の高騰により、景気の減速感が強まり、一段と厳しい状態で推移いたしました。

　当社グループが属するスイッチング電源の国内市場におきましても、前年度から引き続き半導体製造装置や通信機

器分野での需要の弱含み、自動車販売台数の低下など下降局面が継続し設備投資の手控え傾向が一段と加速いたしま

した。

　海外市場では、アメリカでは戻し減税の効果で個人消費は増加しましたが限定的であり、金融市場の混乱や原油高

により景気の減速感は一段と厳しく、低調に推移いたしました。ヨーロッパにおいては、アメリカ・イギリス両国の

経済減速や原油高に加えてユーロ高と利上げが進み、ドイツ、フランス、イタリア、スペインなどでの景気減速が鮮

明になり、個人消費の低迷を受けて企業部門においても生産調整の動きが広がってまいりました。アジアにおいては、

中国では世界的な景気減速に加え、輸出抑制策や人民元高によりＧＤＰ成長率は鈍化しており、インドではインフレ

の影響により内需が鈍化しておりますが、高い成長率を維持いたしました。韓国ではインフレや株式相場の低迷によ

り個人消費が減速し、設備投資は大きく減速いたしました。

　このような情勢の中、国内営業においては、ディーラー販売力強化、重点顧客に対する提案能力・受注獲得能力向

上を狙った体質改善を図りつつ、新商品であるノイズフィルタおよび組込電源の拡販に引き続き注力してまいりまし

た。海外営業におきましては、新規引き合い獲得の増加と新規ユーザーの開拓に注力するとともに新拠点のインド・

バンガロールや中国・深圳、ヨーロッパではスウェーデン・ストックホルムにおいて営業活動を活発化させてまいり

ました。

　新製品につきましては、パワーモジュール型高効率ＤＣ－ＤＣコンバータ「ＤＢＳ７００シリーズ」、超小型・基

板単体シングル出力ＡＣ－ＤＣ電源「ＬＧＡシリーズ」を発売し出荷開始いたしました。

　生産面ではＴＱＭ（総合的品質管理）活動を継続展開し、不良低減に注力するとともに、環境問題にも引き続き取

り組んでまいりました。

　この結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、受注高は53億11百万円（前年同期比5.0％減）、売上高は56億98百

万円（同0.4％減）となり、経常利益13億38百万円（同10.0％減）、当四半期純利益７億56百万円（同10.0％減）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）

　ユニット電源におきましては、世界的な景気減速局面を受け、半導体製造装置、ＦＡ関連機器向けなど市場全般

が低迷し、売上高が前年同期に比べ減少いたしました。

　この結果、ユニット電源の売上高は36億15百万円（前年同期比7.4％減）となりました。

（オンボード電源）

　オンボード電源におきましては、中国を中心とした通信・情報関連機器向け電源と携帯基地局など通信機器用に、

パワーモジュール電源の引き合いが増加いたしました。

　この結果、オンボード電源の売上高は、20億35百万円（同13.6％増）となりました。

（ノイズフィルタ）

　市場投入した製品バリエーションの追加と拡販強化の取組みにより、市場に浸透しつつあり、売上高が前年同期

に比べ大きく増加いたしました。

　この結果、ノイズフィルタの売上高は47百万円（同86.6％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）

　円高、原油高の影響を受け、企業収益の悪化や需要減少を背景とした設備投資減速で景気は下降基調で推移し、

ＦＡ関連機器、半導体製造装置、通信機器向けなどが総じて生産調整に入り、電源の国内需要減少要因となりまし

た。

　前年度から引き続いてディーラー販売力強化策、新規顧客開拓、重点顧客の深堀活動などに取り組んでまいりま

したが、これらのマイナス要因を補えず国内売上高は減少いたしました。

　外部顧客に対する売上高は39億85百万円（前年同期比4.3％減）、営業利益は11億16百万円（同17.1％減）となり

ました。



（米国）

　アメリカの需要は下降してきており、ＦＡ関連機器、半導体製造装置、通信機器向けが減少いたしました。

　このような情勢の中で、ディーラーに対する密接なサポートとユーザーへのきめ細かな対応を行いつつ、新規引

き合いの増加と新規ユーザー獲得を重点課題として営業活動を展開してまいりました。

　この結果、外部顧客に対する売上高は６億51百万円（前年同期比6.3％減）、営業利益は32百万円（同29.3％減）

となりました。

（ドイツ）

　アメリカ・イギリス両国の経済減速や原油高に加えてユーロ高と利上げが進み、全体的に景気が減速してきてお

り、特にドイツ、イギリスでの需要が低迷してきております。

　このような情勢の中で、ヨーロッパ市場における販売ネットワークの整備とロンドン、ストックホルムオフィス

からの営業活動を活発化させ、ディーラーサポートを充実するとともに、新規ユーザーの増加に取り組んでまいり

ました。

　この結果、外部顧客に対する売上高は２億98百万円（前年同期比18.7％減）、営業利益は６百万円（同68.5％減）

となりました。

（香港）

　中国、インドでは引き続き需要は底固く、特に中国では通信機器向けの売上が著しく増加いたしました。

　このような情勢の中で、北京オフィスからは中国北東部、深圳オフィスからは中国南部への拡販推進と、インド

においてはバンガロールオフィスから営業活動を展開してまいりました。

　この結果、外部顧客に対する売上高は７億63百万円（前年同期比54.2％増）、営業利益は25百万円（同7.6％減）

となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

①財政状態の分析

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ５億78百万円（1.7％）減少し、329億70百万

円となりました。これは、主に債券の償還により有価証券及び投資有価証券の合計額５億50百万円（3.3％）減少し

たことによるものであります。

　当第１四半期連結会計期間末の負債合計につきましては、前連結会計年度末比８億５百万円（21.5％）減少し、

29億47百万円となりました。これは買掛金が前連結会計年度末比１億95百万円（18.6％）、未払金が前連結会計年

度末比１億86百万円（52.1％）及び未払法人税等が前連結会計年度末比４億６百万円（43.8％）がそれぞれ減少し

たことが主因であります。

　当第１四半期連結会計期間末の純資産につきましては、前連結会計年度末比２億26百万円（0.8％）増加し、300

億23百万円となりました。この結果、１株当たり純資産は769円71銭、自己資本比率は91.1％となりました。

②キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期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、45億５百万円となり、前

連結会計年度末に比べ２億18百万円増加いたしました。

（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５億79百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益13億40百万

円に加え、減価償却費２億40百万円を計上したものの、仕入債務の減少１億96百万円、法人税等の支払額８億77百

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）

　投資活動の結果得られた資金は40百万円となりました。これは投資有価証券の償還による収入４億円があった一

方で、有形固定資産の取得による支出３億40百万円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４億41百万円となりました。これは主に配当金の支払額であります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　通期の連結業績見通しにつきましては、売上高232億80百万円（前連結会計年度比2.5％増）、営業利益51億83百万

円（同7.2％減）、経常利益54億27百万円（同5.1％減）、当期純利益31億80百万円（同4.9％減）を予想しております。

　なお、平成20年６月17日に公表いたしました業績予想に変更はありません。



４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

　該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①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、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算出しております。

②有形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有形固定資産の減価償却費は、当連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して

算出しております。

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②たな棚卸資産の評価基準及び評価方法

　　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりま

したが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18

年７月５日）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法）により算出しております。

　　これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ6,109千円減少しております。

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面と取扱い」の適用

　　当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面と取扱い」

（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用しております。

　　これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年８月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年５月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,247,938 2,032,414

受取手形及び売掛金 7,211,476 7,277,260

有価証券 3,957,027 3,754,527

製品 683,338 699,827

原材料 888,899 900,567

仕掛品 47,320 47,059

貯蔵品 48,122 50,707

繰延税金資産 192,507 301,398

その他 124,371 155,577

貸倒引当金 △3,537 △4,851

流動資産合計 15,397,464 15,214,489

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,582,757 3,580,851

減価償却累計額 △2,054,782 △2,021,894

建物及び構築物（純額） 1,527,974 1,558,956

機械装置及び運搬具 4,688,851 4,653,778

減価償却累計額 △3,137,933 △3,030,393

機械装置及び運搬具（純額） 1,550,917 1,623,385

工具、器具及び備品 4,515,942 4,399,605

減価償却累計額 △3,921,240 △3,825,190

工具、器具及び備品（純額） 594,701 574,415

土地 1,192,963 1,192,963

建設仮勘定 11,588 11,453

有形固定資産合計 4,878,146 4,961,174

無形固定資産   

その他 42,653 42,094

無形固定資産合計 42,653 42,094

投資その他の資産   

投資有価証券 12,181,427 12,934,886

繰延税金資産 319,715 248,202

その他 151,266 148,404

投資その他の資産合計 12,652,408 13,331,493

固定資産合計 17,573,208 18,334,761

資産合計 32,970,673 33,549,250



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年８月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年５月20日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 857,578 1,053,109

未払金 171,185 357,348

未払法人税等 520,754 926,931

賞与引当金 158,193 284,675

役員賞与引当金 5,000 17,660

その他 434,053 325,736

流動負債合計 2,146,763 2,965,461

固定負債   

退職給付引当金 367,258 361,789

役員退職慰労引当金 428,000 420,300

その他 5,053 4,865

固定負債合計 800,311 786,954

負債合計 2,947,075 3,752,415

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,055,000 2,055,000

資本剰余金 2,288,350 2,288,350

利益剰余金 25,760,041 25,471,815

自己株式 △7,574 △7,440

株主資本合計 30,095,816 29,807,725

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12,190 112,863

為替換算調整勘定 △84,409 △123,753

評価・換算差額等合計 △72,219 △10,890

純資産合計 30,023,597 29,796,835

負債純資産合計 32,970,673 33,549,250



（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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月21日 
 至 平成20年８月20日) 

売上高 5,698,956

売上原価 3,706,270

売上総利益 1,992,685

販売費及び一般管理費 760,246

営業利益 1,232,439

営業外収益  

受取利息 45,907

受取配当金 15,643

為替差益 39,665

受取補償金 428

その他 4,236

営業外収益合計 105,881

経常利益 1,338,320

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,438

役員賞与引当金戻入益 1,805

特別利益合計 3,243

特別損失  

固定資産除却損 675

特別損失合計 675

税金等調整前四半期純利益 1,340,888

法人税、住民税及び事業税 478,531

法人税等調整額 106,055

法人税等合計 584,587

四半期純利益 756,300



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月21日 
 至 平成20年８月20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 1,340,888

減価償却費 240,795

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,469

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,700

賞与引当金の増減額（△は減少） △126,482

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △12,660

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,438

受取利息及び受取配当金 △61,550

為替差損益（△は益） △48,468

有形固定資産除却損 675

売上債権の増減額（△は増加） 99,274

たな卸資産の増減額（△は増加） 47,150

仕入債務の増減額（△は減少） △196,236

その他 89,093

小計 1,384,211

利息及び配当金の受取額 73,511

法人税等の支払額 △877,793

営業活動によるキャッシュ・フロー 579,928

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △340,758

投資有価証券の取得による支出 △15,748

投資有価証券の償還による収入 400,000

その他 △2,731

投資活動によるキャッシュ・フロー 40,761

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 △134

配当金の支払額 △441,219

財務活動によるキャッシュ・フロー △441,353

現金及び現金同等物に係る換算差額 38,689

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 218,026

現金及び現金同等物の期首残高 4,286,989

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,505,015



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（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

当第１四半期連結累計期間（自平成20年５月21日　至平成20年８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 3,985,170 651,133 298,792 763,859 5,698,956 － 5,698,956

(2)セグメント間の内部売上高 1,325,861 － － － 1,325,861 (1,325,861) －

計 5,311,032 651,133 298,792 763,859 7,024,818 (1,325,861) 5,698,956

営業利益 1,116,004 32,901 6,448 25,890 1,181,244 51,194 1,232,439

　（注）１．会計処理の方法の変更

（棚卸資産の評価基準及び評価方法）　

　「定性的情報・財務諸表等」４．（３）②に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の

評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用しております。この変更に伴い、

従来の方法によった場合に比べて、日本で営業利益が6,109千円減少しております。

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い）　

　「定性的情報・財務諸表等」４．（３）③に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸

表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）

を適用しております。この変更に伴う影響額は、軽微であります。

２．追加情報

（有形固定資産の耐用年数の変更）　

　当第１四半期連結会計期間より「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令」（財務

省令第32号　平成20年４月30日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、

日本で営業利益が17,571千円減少しております。

ｃ．海外売上高

当第１四半期連結累計期間（自平成20年５月21日　至平成20年８月20日）

  北米 ヨーロッパ アジア他 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 651,133 298,792 763,859 1,713,785

Ⅱ 連結売上高（千円）    5,698,956

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 11.4 5.3 13.4 30.1

　（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、ノルウェー、スウェーデン等

(3）アジア他………東アジア諸国、東南アジア諸国、インド、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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年５月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 5,723,388

Ⅱ　売上原価 3,491,295

売上総利益 2,232,092

Ⅲ　販売費及び一般管理費 770,101

営業利益 1,461,991

Ⅳ　営業外収益 67,237

　受取利息 47,935

　受取配当金 8,751

　不良損失補償金 3,854

　その他 6,696

Ⅴ　営業外費用 42,246

　為替差損 42,246

経常利益 1,486,983

Ⅵ　特別利益 557

　貸倒引当金戻入益 557

Ⅶ　特別損失 1,312

　固定資産売却損 736

　固定資産除却損 575

税金等調整前四半期純利益 1,486,228

法人税、住民税及び事業税 497,372

法人税等調整額　 148,522

四半期純利益 840,332



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年５月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

　税金等調整前四半期純利益 1,486,228

　減価償却費 179,159

　退職給付引当金の増減額（△は減少） △11,500

　役員退職給与引当金の増減額（△は減少） △40,800

　賞与引当金の増減額（△は減少） △113,900

　役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,240

　貸倒引当金の増減額（△は減少） △670

　受取利息及び受取配当金 △56,686

　為替差損益（△は益） 28,828

　有形固定資産売却損 736

　有形固定資産除却損 575

　売上債権の増減額（△は増加） △33,608

　たな卸資産の増減額（△は増加） 14,252

　仕入債務の増減額（△は減少） △3,304

　その他 95,781

小計 1,529,852

　利息及び配当金の受取額 51,781

　法人税等の支払額 △1,402,817

営業活動によるキャッシュ・フロー 178,816

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

　投資有価証券の取得による支出 △2,824,129

　投資有価証券の償還による収入 200,000

　有形固定資産の取得による支出 △181,752

　有形固定資産の売却による収入 63

　その他 2,487

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,803,329

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

　自己株式取得による支出 △169

　配当金の支払額 △586,723

財務活動によるキャッシュ・フロー △586,892

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,059

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（又は減少額） △3,219,464

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 7,180,545

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 3,961,080



（３）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

前年同四半期（平成20年５月期第１四半期）

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 4,166,014 694,677 367,483 495,212 5,723,388 － 5,723,388

 (2) セグメント間の内部売上高 1,152,524 － － － 1,152,524 (1,152,524) －

　計 5,318,538 694,677 367,483 495,212 6,875,912 (1,152,524) 5,723,388

営業費用 3,971,996 648,141 347,028 467,181 5,434,349 (1,172,952) 4,261,396

営業利益 1,346,541 46,536 20,455 28,030 1,441,563 20,428 1,461,991

ｃ．海外売上高

前年同四半期（平成20年５月期第１四半期）

 北米　 ヨーロッパ　 　アジア他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 694,677 367,483 495,212 1,557,374

Ⅱ　連結売上高（千円）    5,723,388

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 12.1 6.4 8.7 27.2

　（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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