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1.  平成21年5月期第3四半期の連結業績（平成20年5月21日～平成21年2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3四半期 14,444 ― 2,584 ― 2,745 ― 1,546 ―

20年5月期第3四半期 16,984 △4.6 4,323 △17.8 4,467 △18.0 2,595 △18.1

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3四半期 39.67 ―

20年5月期第3四半期 64.00 ―

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3四半期 31,857 29,786 93.5 767.16
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3四半期  29,786百万円 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 ― 12.00 ― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― ――― ――― 8.00 20.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

通期 17,090 △24.7 2,340 △58.1 2,500 △56.3 1,440 △57.0 36.95

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、５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、５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．本資料に掲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。 
２．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。  

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3四半期  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3四半期  184,527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3四半期  38,975,448株 20年5月期第3四半期  40,552,568株
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 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国発の金融不安から企業業績・収益の悪化が急激に表面化

し、設備投資の縮小や延期が相次いで発表される状況にいたりました。また、主要ユーザーの多くが赤字決算の見込

みを発表するなど一段と縮小・減速の景況となりました。 

 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は、世界経済の急激な減速の影響を受けて、通信

機器関連の一部と医療機器関係を除く、全ての業界で急激な減速局面に入りました。特に自動車産業をはじめとする

基幹産業の業績低迷の影響を受けました。 

 海外市場では、米国では金融市場の危機的な混乱が実体経済にも波及し、急激に深刻な景気後退局面となり、世界

的な経済危機をもたらしました。個人消費は急激に落ち込み、在庫過剰感から生産は減少し、企業の設備投資は縮小

されております。ヨーロッパにおいては、ユーロ圏内で深刻な景気後退となり、急激なユーロ安が進みました。個人

消費の低迷を受けて産業界においても生産調整の動きが広まり、特に通信機器、制御機器業界で大きな減速となりま

した。アジアにおいては、中国では世界的な景気減速により輸出が大きく減少し、在庫の過剰感から生産調整が進み

ました。通信業界は好調を維持しているものの、全般的に大きな後退局面となりました。インドでは高金利の影響で

内需・外需ともに大きく低下し成長ペースは鈍化を続けております。韓国ではウォン安や株式相場の低迷による深刻

な経済低迷となり、個人消費、機械設備投資とも大きく減速いたしました。アジア圏内では特に輸出依存率が高い

国々で深刻な経済状態にあり、グローバル金融危機の影響を大きく受けております。 

 このような情勢の中で当社グループは、国内営業におきましては、ディーラーの販売力強化、顧客への提案能力向

上を狙った体質改善を図りつつ、ノイズフィルタと新製品のＬＧＡシリーズの拡販を進めるとともに新規顧客開拓、

重点顧客の深堀活動に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、前年度新しく開設したインド・バンガロールや中国・深圳、ヨーロッパでは新たに開設し

たスウェーデン・ストックホルムとフランス・パリにおいて営業活動を活発化させてまいりました。また、海外のユ

ーザー技術サポート体制の強化として、米国・ボストンとドイツ・フランクフルトに技術者を配置し、迅速な対応が

できるように取り組んでまいりました。 

 新製品開発につきましては、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。さらにノイズフィル

タ事業の第三段製品として「ＴＡＣ／ＴＢＣシリーズ」の２タイプを開発・販売開始いたしました。 

生産面では、ＴＱＭ（総合的品質管理）活動を継続展開し、部品不良及び工程内不良の徹底解析・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３四半期累計期間の連結業績は、急激な市場の減速局面の影響を受け受注が低迷したことや、急速

な円高の影響を受け、売上高、経常利益とも前年同期と比べ減少となりました。受注高は127億48百万円 (前年同期

比26.3％減) 、売上高は144億44百万円 (同15.0％減) となり、経常利益27億45百万円 (同38.6％減) 、当四半期純

利益15億46百万円 (同40.4％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。 

 1）受注高及び受注残高 

 2）売上高 

  

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３四半期連結累計期間 

（自 平成20年５月20日 

至 平成21年２月20日）  

  

当第３四半期連結会計期間末 

（平成21年２月20日）  

受注高（百万円） 前年同期比（％） 受注残高（百万円） 前年同期比（％）

ユニット電源 8,231  △28.1％  571  △51.9％  

オンボード電源 4,403  △23.2％  426  △65.1％  

ノイズフィルタ 113  6.1％  4  △76.9％  

合計 12,748  △26.3％  1,002  △58.7％  

  当第３四半期連結累計期間 

（自 平成20年５月20日 

至 平成21年２月20日） 

売上高（百万円） 前年同期比（％）

ユニット電源 9,107  △20.9％  

オンボード電源 5,213  △3.1％  

ノイズフィルタ 123  30.1％  

合計 14,444  △15.0％  
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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) 

 世界的な景気減速局面、急速な円高の影響を受け、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、

半導体製造装置、自動車産業を核にしたＦＡ関連機器向けなど市場全般が低迷・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うことができず国内売上高は減少いたしました。 

 この結果、外部顧客に対する売上高は102億67百万円 (前年同期比18.4％減) 、営業利益は24億３百万円 (同

41.4％減) となりました。 

 (米国) 

 アメリカの需要は急激に低下しており、医療機器、アミューズメント業界を除く幅広い業種からの受注が減少

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い対応を行いつつ、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。また、ボストンにテク

ニカルセンターを設置し、ユーザー技術サポート体制の強化にも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15億65百万円 (前年同期比21.6％減) 、営業利益は22百万円 (同78.0％減) 

となりました。 

 (ドイツ) 

 ヨーロッパでは、全般的に大きな需要の低下が見られ、特に通信機器、制御機器業界からの受注が減少いたし

ました。 

 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、パリ

の各オフィスからの営業活動を活発化させ、ディーラーへの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。また、フランクフルトにテクニカルセンターを設置し、ユーザー技術サポート体制

の強化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７億75百万円 (前年同期比18.7％減) 、営業利益は19百万円 (同56.8％

減) となりました。 

 (香港) 

中国、インドで引き続き需要は底固く、特に中国では通信機器向けの取引が著しく増大いたしました。 

 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。特に新製品ＤＢＳ７００を中心と

してＤＣ／ＤＣコンバータの拡販に努めてまいりました。 

 この結果、外部顧客に対する売上高は18億35百万円 (前年同期比27.0％増) 、営業利益は73百万円 (同4.6％

減) となりました。 

  

  

①財政状態の分析 

 当第３四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16億91百万円（5.0％）減少し、318億57百万

円となりました。これは主に、有価証券が15億79百万円（42.1％）増加した一方で、現金及び預金が６億８百万円

（30.0％）、受取手形及び売掛金が19億69百万円（27.1％）、たな卸資産が３億72百万円（21.9％）、有形固定資

産が４億48百万円（9.1％）それぞれ減少したことによるものであります。 

 当第３四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16億81百万円（44.8％）減少し、

20億70百万円となりました。これは主に、買掛金が４億50百万円（42.8％）、未払法人税等が９億８百万円

（98.1％）減少したことによるものであります。 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末比９百万円減少し、297億86百万円となりました。こ

の結果、１株当たり純資産は767円16銭、自己資本比率は93.5％となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
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②キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び同等物（以下「資金」という。）は、48億57百万円となり、前連

結会計年度末に比べ５億70百万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30億32百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益27億３百万

円に加え、減価償却費７億68百万円を計上したことに加え、売上債権の減少額18億55百万円、たな卸資産の減少額

３億22百万円がありましたが、一方で仕入債務の減少額４億46百万円、法人税等の支払額20億29百万円を反映した

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12億50百万円となりました、これは主に、投資有価証券の償還による収入10億円

がありましたが、投資有価証券の取得による支出17億21百万円、有形固定資産の取得による支出５億26百万円があ

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10億55百万円となりました。これは、配当金の支払額９億26百万円と自己株式の

取得による支出１億29百万円を反映したものであります。 

  

  

  

 第３四半期連結累計期間における業績の進捗及び今後の経済環境を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成

20年12月17日付当社第２四半期決算短信にて発表いたしました平成21年５月期の連結業績予想を修正し、本日平成21

年３月12日付「業績予想の修正に関するお知らせ」を発表いたしました。 

 修正の内容は、以下のとおりであります。 

  

 経済環境としては、世界経済の減速後退を受けて、今後さらに企業収益の悪化、設備投資抑制や生産調整が進み、

国内外ともに需要が大きく落ち込み、価格競争も一段と激しさを増すものと予想されます。 

 通期の売上高は170億90百万円（前連結会計年度比24.7％減）を見込んでおります。収益につきましては、原材料

費の低減、製造経費、販売費及び一般管理費の削減に最大限努めてまいりますが、営業利益23億40百万円（同58.1％

減）、経常利益25億円（同56.3％減）、当期純利益14億40百万円（同57.0％減）となる見込みであります。 

  

〔役員報酬等について〕 

当期の業績予想を真摯に受け止め、経営責任を明確にするため、役員報酬の減額の実施を決定しており、ま

た、監査役より監査報酬の自主返上の申し入れがありましたので、併せてお知らせいたします。 

①取締役報酬減額の内容 

 代表取締役社長  報酬月額の20％を減額 

取締役会長    報酬月額の20％を減額 

取締役      報酬月額の10％を減額 

②監査役報酬自主返上の内容 

常勤監査役    報酬月額の10％を減額 

  

平成21年５月期 通期の業績予想 

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

  連結業績予想 個別業績予想 

金額（百万円） 前年同期比（％） 金額（百万円） 前年同期比（％） 

売上高 17,090  △24.7  16,200  △24.8  

営業利益 2,340  △58.1  2,270  △55.9  

経常利益 2,500  △56.3  2,550  △53.7  

当期純利益 1,440  △57.0  1,480  △54.9  
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 該当事項はありません。  

   

①たな卸資産の評価方法 

  当第３四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、前連結会計年度末及び第２

四半期連結会計期間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出方法 

  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。  

  

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） 

（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 

（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、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。 

  これにより当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ  

9,828千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の取扱い」の適用 

  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。 

  これにより当第３四半期連結累計期間の営業利益は103千円、経常利益は2,801千円、税金等調整前四半期純

利益は3,747千円増加しております。  
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年２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 1,423,762 2,032,414

受取手形及び売掛金 5,307,376 7,277,260

有価証券 5,333,983 3,754,527

製品 474,559 699,827

原材料 765,889 900,567

仕掛品 38,312 47,059

貯蔵品 46,720 50,707

繰延税金資産 114,932 301,398

その他 427,634 155,577

貸倒引当金 △9,493 △4,851

流動資産合計 13,923,677 15,214,489

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,582,552 3,580,851

減価償却累計額 △2,117,510 △2,021,894

建物及び構築物（純額） 1,465,041 1,558,956

機械装置及び運搬具 4,691,236 4,653,778

減価償却累計額 △3,306,603 △3,030,393

機械装置及び運搬具（純額） 1,384,633 1,623,385

工具、器具及び備品 4,600,728 4,399,605

減価償却累計額 △4,131,620 △3,825,190

工具、器具及び備品（純額） 469,108 574,415

土地 1,192,963 1,192,963

建設仮勘定 508 11,453

有形固定資産合計 4,512,254 4,961,174

無形固定資産   

その他 29,890 42,094

無形固定資産合計 29,890 42,094

投資その他の資産   

投資有価証券 12,817,558 12,934,886

繰延税金資産 426,400 248,202

その他 147,767 148,404

投資その他の資産合計 13,391,726 13,331,493

固定資産合計 17,933,870 18,334,761

資産合計 31,857,548 33,549,250
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年２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 602,765 1,053,109

未払金 177,194 357,348

未払法人税等 18,026 926,931

賞与引当金 151,763 284,675

役員賞与引当金 15,000 17,660

その他 288,394 325,736

流動負債合計 1,253,144 2,965,461

固定負債   

退職給付引当金 376,178 361,789

役員退職慰労引当金 437,900 420,300

その他 3,464 4,865

固定負債合計 817,542 786,954

負債合計 2,070,686 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 26,081,800 25,471,815

自己株式 △135,965 △7,440

株主資本合計 30,289,184 29,807,725

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △127,447 112,863

為替換算調整勘定 △374,875 △123,753

評価・換算差額等合計 △502,322 △10,890

純資産合計 29,786,861 29,796,835

負債純資産合計 31,857,548 33,549,250
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月21日 
 至 平成21年２月20日) 

売上高 14,444,363

売上原価 9,758,793

売上総利益 4,685,569

販売費及び一般管理費 2,101,191

営業利益 2,584,377

営業外収益  

受取利息 140,669

受取配当金 25,644

受取補償金 2,798

その他 15,170

営業外収益合計 184,283

営業外費用  

為替差損 22,061

その他 1,127

営業外費用合計 23,189

経常利益 2,745,472

特別利益  

投資有価証券売却益 1

役員賞与引当金戻入額 1,805

特別利益合計 1,806

特別損失  

固定資産売却損 1,548

固定資産除却損 7,494

投資有価証券評価損 34,568

特別損失合計 43,611

税金等調整前四半期純利益 2,703,666

法人税、住民税及び事業税 987,208

法人税等調整額 170,324

法人税等合計 1,157,533

四半期純利益 1,546,132
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年11月21日 
 至 平成21年２月20日) 

売上高 3,508,738

売上原価 2,610,017

売上総利益 898,720

販売費及び一般管理費 650,278

営業利益 248,441

営業外収益  

受取利息 47,159

受取配当金 8,629

為替差益 25,257

受取補償金 2,046

その他 5,631

営業外収益合計 88,723

営業外費用  

その他 633

営業外費用合計 633

経常利益 336,532

特別利益  

投資有価証券売却益 1

特別利益合計 1

特別損失  

固定資産売却損 △119

固定資産除却損 862

投資有価証券評価損 799

特別損失合計 1,541

税金等調整前四半期純利益 334,991

法人税、住民税及び事業税 △7,118

法人税等調整額 152,521

法人税等合計 145,402

四半期純利益 189,588
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月21日 
 至 平成21年２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 2,703,666

減価償却費 768,762

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,388

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 17,600

賞与引当金の増減額（△は減少） △132,912

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2,660

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,031

受取利息及び受取配当金 △166,314

為替差損益（△は益） 86,372

有形固定資産売却損益（△は益） 1,548

有形固定資産除却損 7,494

投資有価証券売却損益（△は益） △1

投資有価証券評価損益（△は益） 34,568

売上債権の増減額（△は増加） 1,855,191

たな卸資産の増減額（△は増加） 322,706

仕入債務の増減額（△は減少） △446,810

その他 △181,573

小計 4,887,059

利息及び配当金の受取額 174,196

法人税等の支払額 △2,029,079

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,032,175

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 △526,110

有形固定資産の売却による収入 825

投資有価証券の取得による支出 △1,721,396

投資有価証券の売却による収入 16

投資有価証券の償還による収入 1,000,000

その他 △3,350

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,250,014

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 △129,653

配当金の支払額 △926,128

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,055,782

現金及び現金同等物に係る換算差額 △155,599

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 570,779

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 4,857,768
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 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

  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。  

  

当第３四半期連結会計期間（自平成20年11月21日 至平成21年２月20日） 

当第３四半期連結累計期間（自平成20年５月21日 至平成21年２月20日） 

 （注）１．会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準）  

 「定性情報・財務諸表等」４．（３）②に記載のとおり、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、当第３四半期連結累計期間における「日本」の営業利益が9,828千円減少し

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）  

 「定性情報・財務諸表等」４．（３）③に記載のとおり、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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間における

「ドイツ」の営業利益が103千円増加しております。 

    ２．追加情報 

（有形固定資産の耐用年数の変更）  

 第１四半期連結会計期間から、当社及び国内連結子会社は、「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）による耐用年数の変更により、機械装置の耐

用年数は改正後の耐用年数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、当第

３四半期連結累計期間における「日本」の営業利益が58,114千円減少しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

  
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  2,543,068  336,710  205,330  423,628  3,508,738  －  3,508,738

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 729,198  －  －  －  729,198 (729,198)  －

計  3,272,267  336,710  205,330  423,628  4,237,936 (729,198)  3,508,738

営業利益又は営業損失（△）  257,725  △32,426  7,316  14,103  246,718  1,723  248,441

  
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  10,267,075  1,565,523  775,869  1,835,895  14,444,363  －  14,444,363

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高  
 3,270,324  －  －  －  3,270,324 (3,270,324)  －

計  13,537,399  1,565,523  775,869  1,835,895  17,714,687 (3,270,324)  14,444,363

営業利益  2,403,242  22,617  19,847  73,077  2,518,784  65,593  2,584,377

コーセル株式会社（6905）　平成21年５月期 第３四半期決算短信

- 11 -



  

当第３四半期連結会計期間（自平成20年11月21日 至平成21年２月20日） 

当第３四半期連結累計期間（自平成20年５月21日 至平成21年２月20日） 

 （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、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。 

  

〔海外売上高〕 

    北米 ヨーロッパ アジア他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  336,710  205,330  423,628  965,669

Ⅱ 連結売上高（千円）                    3,508,738

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  9.6  5.8  12.1  27.5

    北米 ヨーロッパ アジア他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,565,523  775,869  1,835,895  4,177,287

Ⅱ 連結売上高（千円）                    14,444,363

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  10.8  5.4  12.7  28.9

（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。 
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年５月21日～平成20年２月20日） 

  

科目

前年同四半期
（平成20年５月期 

第３四半期連結累計期間） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  16,984,420

Ⅱ 売上原価  10,408,194

売上総利益  6,576,226

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,252,668

営業利益  4,323,557

Ⅳ 営業外収益  219,544

 受取利息  148,469

 受取配当金  17,098

 不良損失補償金  37,995

 その他  15,982

Ⅴ 営業外費用  75,211

 為替差損  70,150

 その他  5,061

経常利益  4,467,890

Ⅵ 特別利益  7,993

 貸倒引当金戻入益  4,057

 固定資産売却益  70

 投資有価証券売却益  3,591

 賞与引当金戻入益  274

Ⅶ 特別損失  6,707

 固定資産売却損  996

 固定資産除却損  5,710

税金等調整前四半期純利益  4,469,177

法人税、住民税および事業税    1,698,889

法人税等調整額  174,957

四半期純利益  2,595,330
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年５月21日～平成20年２月20日） 

  
前年同四半期

（平成20年５月期 
第３四半期連結累計期間） 

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  4,469,177

 減価償却費  615,717

 退職給付金引当金の増減額（△は減少） △34,013

 役員退職給与引当金の増減額（△は減少） △31,400

 賞与引当金の増減額（△は減少） △119,750

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,240

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,164

 受取利息及び受取配当金 △165,567

 為替差損益（△は益）  69,471

 投資有価証券売却益 △3,591

 有形固定資産売却益 △70

 有形固定資産売却損  996

 有形固定資産除却損  5,710

 売上債権の増減額（△は増加）  11,565

 たな卸資産の増減額（△は増加） △243,632

 仕入債務の増減額（△は減少）  337,018

 その他  37,438

小計  4,939,666

 利息及び配当金の受取額  160,075

 法人税等の支払額 △2,790,729

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,309,011

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 △500,000

 定期預金の預入による収入  500,000

 投資有価証券の取得による支出 △3,674,450

 投資有価証券の償還による収入  800,000

 投資有価証券の売却による収入  1,003,560

 有形固定資産の取得による支出 △734,016

 有形固定資産の売却による収入  841

 その他  1,248

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,602,815

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 △860,657

 自己株式売却による収入  39

 配当金の支払額 △1,164,607

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,025,225

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △107,392

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） △2,426,421

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期末残高  4,754,123

コーセル株式会社（6905）　平成21年５月期 第３四半期決算短信

- 14 -



 当社グループは、直集安定化電源の製造・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。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成19年５月21日 至平成20年２月20日） 

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

  
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  12,586,868  1,997,420  954,736  1,445,395  16,984,420  －  16,984,420

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 3,540,535  －  －  －  3,540,535 (3,540,535)  －

計  16,127,403  1,997,420  954,736  1,445,395  20,524,956 (3,540,535)  16,984,420

営業費用  12,028,390  1,894,446  908,816  1,368,766  16,200,419 (3,539,556)  12,660,862

営業利益  4,099,013  102,973  45,920  76,629  4,324,537 (979)  4,323,557

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（自平成19年５月21日 至平成20年２月20日） 

 （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、インド、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。 

  

    北米 ヨーロッパ アジア他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,997,420  954,736  1,445,395  4,397,552

Ⅱ 連結売上高（千円）                    16,984,420

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  11.8  5.6  8.5  25.9
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