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1.  平成22年5月期第1四半期の連結業績（平成21年5月21日～平成21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 ％

22年5月期第1四半期 3,282 △42.4 396 △67.9 464 △65.3 272 △64.0

21年5月期第1四半期 5,698 ― 1,232 ― 1,338 ― 756 ―

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

22年5月期第1四半期 7.02 ―

21年5月期第1四半期 19.39 ―

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

22年5月期第1四半期 32,169 30,072 93.5 774.51
21年5月期 31,999 30,031 93.9 773.47

（参考） 自己資本   22年5月期第1四半期  30,072百万円 21年5月期  30,031百万円

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

21年5月期 ― 12.00 ― 8.00 20.00

22年5月期 ―

22年5月期 
（予想）

5.00 ― 6.00 11.00

3.  平成22年5月期の連結業績予想（平成21年5月21日～平成22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  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

第2四半期 
連結累計期間

6,880 △37.1 770 △67.0 840 △65.1 490 △63.9 12.62

通期 13,710 △20.8 1,320 △46.9 1,460 △46.6 880 △45.7 22.66
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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）  有  
新規 １社（社名 コーセル上海電子有限公司） 
（注）詳細は、６ページ「定性的情報・財務諸表等」 ４．その他をご参照ください。 

(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、６ページ「定性的情報・財務諸表等」 ４．その他をご参照ください。 

(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） 

(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21年６月17日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間における業績予想を本資料において修正しております。 
２．本資料に掲載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について
は、５ページ「定性的情報・財務諸表」 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年5月期第1四半期 39,012,000株 21年5月期  39,012,000株

② 期末自己株式数 22年5月期第1四半期  184,611株 21年5月期  184,593株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年5月期第1四半期 38,827,406株 21年5月期第1四半期 39,006,225株
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 当第１四半期におけるわが国経済は、昨年秋以降の米国発金融危機から企業業績・収益の悪化が続いており、設

備投資の抑制や個人消費の低迷等低調に推移いたしましたが、一方で政府の景気刺激策の一部が効果を出しつつあ

り、若干の景況回復の兆しが見え始めてきているものの、総じて厳しい状況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、世界経済減速の影響を受けて、通信機器関

連の一部と医療機器関連を除くほとんどの業界で低調に推移し、これにより企業における設備投資意欲は好転せ

ず、不況の長期化は避けられない状況となってきております。 

 海外市場では、アメリカの景気は依然として厳しい状況にはありますが、最終需要の落込みのスピードが鈍化し

たことや、企業の大幅な減産により在庫状況は改善され、製造業のマインドも持ち直してまいりました。ヨーロッ

パにおいては、戦後最悪の景気後退が続いており、鉱工業生産や小売売上は減少に歯止めがかからず、失業率の上

昇が加速する中、消費者の購買意欲も著しく冷え込んだ状況が続いております。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む一方で、政府による４兆元の内需拡大

策が功を奏し、小売の拡大と工業生産に回復の兆しが見られるようになってまいりました。インド、韓国において

も景気の回復が見られますが、輸出依存率が高い他のアジア圏内の国々では引き続き世界的な実体経済の悪化の影

響で深刻な経済状態が続いております。 

 このような情勢の中で当社グループは、営業面で国内においては、成長産業・企業へのデザイン・イン活動に注

力しつつ、新製品の拡販を強力に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。 

 海外におきましては、引き続き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、新製品の拡

販や海外ユーザーに対する技術サポートの強化に取り組んでまいりました。 

 新製品につきましては、前期より開発を進めてきたＤＣ４８Ｖ分散電源システム用フロントエンド電源「ＳＣシ

リーズ」、立型ＤＣ－ＤＣコンバータ「ＳＵＴシリーズ」、高電圧直流給電用パワーモジュール電源「ＤＨＳシリ

ーズ」をそれぞれ市場投入いたしました。 

 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、市場の後退局面の影響を受け受注が低迷したことにより、売上

高、経常利益とも前年同期に比べ大幅な減少となりました。受注高は35億13百万円（前年同期比33.8％減）、売上

高は32億82百万円（同42.4％減）となり、経常利益は４億64百万円（同65.3％減）、当四半期純利益は２億72百万

円（同64.0％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。 

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１四半期連結会計期間 
（自 平成21年５月21日 
 至 平成21年８月20日）  

当第１四半期連結会計期間末  
 （平成21年８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  2,217  △34.8   720  △36.4 

 オンボード電源  1,258  △32.6   477  △59.2 

 ノイズフィルタ  37  △9.6   9  12.8 

合計  3,513  △33.8   1,206  △47.8 

  

  

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

売上高（百万円） 前年同期比（％） 

 ユニット電源   2,127 △41.2 

 オンボード電源   1,118 △45.0  

 ノイズフィルタ   36 △23.4  

合計   3,282 △42.4  
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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を受け、引き続き厳しい環境にあり、一部国内向け通信インフラの設備投資増加や、医療

機器関連の受注は堅調に推移いたしておりますが、半導体製造装置関連、自動車産業を核にしたＦＡ関連機器関連

など輸出型企業の市場全般が低迷いたしました。 

このような情勢の中、成長産業・企業へのデザイン・イン活動に注力しつつ、新製品の拡販を強力に進めるとも

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が、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、23億61百万円（前年同期比40.7％減）、営業利益は３億70百万円（同

66.8％減）となりました。 

  

（米国） 

アメリカの需要は低水準で推移、停滞しており、医療機器、アミューズメント業界を除く幅広い業種で受注が低

迷いたしました。 

このような情勢の中で、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。また、前期に設置した米国・ボストンのテクニカ

ルセンターでのユーザー技術サポート体制の強化、マイナーチェンジの試作対応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、３億47百万円（前年同期比46.7％減）、営業損失は１百万円となりまし

た。 

  

（ドイツ） 

ヨーロッパ全般に大きな需要の低迷が見られ、特に通信機器、制御機器業界で受注が低水準で推移いたしまし

た。 

このような情勢の中、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し、新規ユーザーの増加に取り組んでまい

りました。また、前期に設置したドイツ・フランクフルトのテクニカルセンターでのユーザー向け技術サポートに

積極的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、１億50百万円（前年同期比49.6％減）、営業損失は５百万円となりまし

た。 

  

（アジア） 

中国、インドでは世界的な景気後退局面の影響を受けつつも、引き続き需要は底固く、特に中国では通信機器向

けの引き合いが著しく増加いたしました。 

このような情勢の中、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と、インドではバ

ンガロールオフィスからの営業活動を展開し、特に新製品「ＤＢＳ７００」や「ＣＢＳ３５０／４５０」、「ＤＨ

Ｓシリーズ」を中心とした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、４億23百万円（前年同期比44.5％減）、営業利益は37百万円（同45.0％

増）となりました。  

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１億69百万円（0.5％）増加し、321億69百

万円となりました。これは主に、商品及び製品が１億31百万円（32.6％）、投資有価証券が11億25百万円

（8.3％）それぞれ増加した一方で、売上債権が１億42百万円（3.5％）、有価証券が６億47百万円（10.2％）、

有形固定資産が１億48百万円（3.4％）それぞれ減少したことによるものであります。 

 負債合計につきましては、前連結会計年度末比１億29百万円（6.6％）増加し、20億97百万円となりました。

これは主に、買掛金が１億84百万円（40.7％）増加した一方で、賞与引当金が１億18百万円（48.6％）減少した

ことによるものであります。 

 純資産合計につきましては、前連結会計年度末比40百万円（0.1％）増加し、300億72百万円となりました。こ

の結果、１株当たり純資産は774円51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1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、47億19百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ６億27百万円減少いたしました。 

（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７億９百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益４億63百

万円、減価償却費１億75百万円、売上債権の減少額２億54百万円等による増加と賞与引当金の減少額１億18百万

円、たな卸資産の増加額１億56百万円等の減少によるものであります。 

  

（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10億86百万円となりました。これは主に、投資有価証券の償還による収入６億

円がありましたが、投資有価証券の取得による支出16億２百万円、有形固定資産の取得による支出83百万円等に

よるものであります。 

  

（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２億94百万円となりました。これは主に、配当金の支払額２億94百万円であり

ます。 

  

  

 第１四半期連結会計期間における業績の進捗状況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21年６月17日付当社「平成21年５月期決算短信」にて公表いたしました業績予想（連結・個別）を修正し、本日

平成21年９月10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。 

  

 「連結経営成績に関する定性的情報」にも記載のとおり、受注高・売上高・受注残高は前年同期と比較して各々減

少しておりますが、通信機器関連や医療機器関連の受注が堅調に推移し、第２四半期累計期間の売上高は連結・個別

とも前回発表の予想を上回る見通しであります。利益面におきましても、売上高の上方修正に伴い、連結・個別とも

に前回発表の予想を上回る見通しとなったため、今回業績予想を修正いたします。 

 なお、通期の業績予想につきましては、企業の設備投資抑制や景気の先行き不透明感から依然として厳しい状況が

続くと予測されるため、それらの影響を踏まえ、改めて第３四半期以降の見直しを行った上でお知らせいたします。

  

平成22年５月期の業績予想 

（第２四半期累計期間） 

  

（通期） 

  

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       6,880 △37.1    6,500 △36.7  

 営業利益   770 △67.0    720 △66.2  

 経常利益   840 △65.1    870 △62.3  

 当期純利益   490 △63.9    510 △62.0  

  

  

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       13,710 △20.8    13,000 △20.0  

 営業利益   1,320 △46.9   1,140 △51.3  

 経常利益   1,460 △46.6    1,450 △46.1  

 当期純利益   880 △45.7    850 △46.5  
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連結の範囲に関する事項の変更  

 ①連結の範囲の変更  

    当第１四半期連結会計期間より、コーセル上海電子有限公司は重要性が増したため、連結の範囲に含めて

おります。    

 ②変更後の連結子会社の数 

  ７社 

  

簡便な会計処理  

 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。  

  

 該当事項はありません。 

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）

（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
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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１四半期連結会計期間末
(平成21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21年５月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,551,456 1,530,096

受取手形及び売掛金 3,902,915 4,045,828

有価証券 5,668,881 6,316,000

商品及び製品 533,257 402,215

仕掛品 38,720 31,365

原材料及び貯蔵品 693,592 698,542

繰延税金資産 101,380 144,823

その他 194,703 259,551

貸倒引当金 △13,538 △12,481

流動資産合計 12,671,369 13,415,943

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,584,103 3,583,223

減価償却累計額 △2,181,182 △2,151,105

建物及び構築物（純額） 1,402,921 1,432,118

機械装置及び運搬具 4,634,500 4,637,805

減価償却累計額 △3,434,152 △3,352,591

機械装置及び運搬具（純額） 1,200,348 1,285,213

工具、器具及び備品 4,531,576 4,523,160

減価償却累計額 △4,150,966 △4,107,966

工具、器具及び備品（純額） 380,609 415,193

土地 1,192,963 1,192,963

建設仮勘定 508 508

有形固定資産合計 4,177,350 4,325,996

無形固定資産 57,009 55,252

投資その他の資産   

投資有価証券 14,715,597 13,590,419

繰延税金資産 428,814 469,368

その他 119,414 142,678

投資その他の資産合計 15,263,826 14,202,465

固定資産合計 19,498,186 18,583,714

資産合計 32,169,556 31,999,658
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年５月20日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 638,499 453,758

未払金 81,132 153,289

未払法人税等 64,177 14,208

賞与引当金 125,724 244,471

その他 356,394 279,406

流動負債合計 1,265,928 1,145,134

固定負債   

退職給付引当金 379,536 376,214

役員退職慰労引当金 447,700 442,600

その他 4,035 3,904

固定負債合計 831,271 822,718

負債合計 2,097,200 1,967,852

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 26,143,316 26,155,366

自己株式 △136,036 △136,016

株主資本合計 30,350,629 30,362,699

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △29,242 △103,564

為替換算調整勘定 △249,031 △227,329

評価・換算差額等合計 △278,273 △330,893

純資産合計 30,072,355 30,031,805

負債純資産合計 32,169,556 31,999,658
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（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）

前第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) 

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

売上高 5,698,956 3,282,911

売上原価 3,706,270 2,308,017

売上総利益 1,992,685 974,894

販売費及び一般管理費 760,246 578,708

営業利益 1,232,439 396,185

営業外収益   

受取利息 45,907 51,725

受取配当金 15,643 15,403

為替差益 39,665 －

受取補償金 428 1,099

その他 4,236 7,796

営業外収益合計 105,881 76,024

営業外費用   

為替差損 － 7,595

営業外費用合計 － 7,595

経常利益 1,338,320 464,615

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 1,038

特別損失合計 675 1,038

税金等調整前四半期純利益 1,340,888 463,576

法人税、住民税及び事業税 478,531 151,054

法人税等調整額 106,055 39,946

法人税等合計 584,587 191,001

四半期純利益 756,300 272,575
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年５月21日 
 至 平成21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 1,340,888 463,576

減価償却費 240,795 175,535

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,469 3,322

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,700 5,100

賞与引当金の増減額（△は減少） △126,482 △118,747

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 1,090

受取利息及び受取配当金 △61,550 △67,128

為替差損益（△は益） △48,468 2,355

有形固定資産除却損 675 1,038

売上債権の増減額（△は増加） 99,274 254,521

たな卸資産の増減額（△は増加） 47,150 △156,831

仕入債務の増減額（△は減少） △196,236 62,185

その他 89,093 37,135

小計 1,384,211 663,151

利息及び配当金の受取額 73,511 74,107

法人税等の支払額 △877,793 △27,469

営業活動によるキャッシュ・フロー 579,928 709,788

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 △83,180

投資有価証券の取得による支出 △15,748 △1,602,090

投資有価証券の償還による収入 400,000 600,000

その他 △2,731 △794

投資活動によるキャッシュ・フロー 40,761 △1,086,065

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 △19

配当金の支払額 △441,219 △294,020

財務活動によるキャッシュ・フロー △441,353 △294,039

現金及び現金同等物に係る換算差額 38,689 △12,909

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 218,026 △683,226

現金及び現金同等物の期首残高 4,286,989 5,346,114

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 56,171

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,505,015 4,719,059
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 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。  

  

  前第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） 

  

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

（注）１．会計処理の方法の変更 

 前第１四半期連結累計期間  

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 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日公表分）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、営業利

益は、「日本」で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） 

 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 

 前第１四半期連結累計期間 

（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、営業利益は、「日本」で17,571千円減少しております。 

   ３．当第１四半期連結会計期間より、コーセル上海電子有限公司を連結範囲に含めたことに伴い、所在地別セ

グメントの「香港」を「アジア」に変更しております。 

   

（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  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

又は振替高 
 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

日本 
（千円） 

米国
（千円） 

ドイツ
（千円） 

アジア
（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  2,361,353 347,144 150,574 423,839  3,282,911       － 3,282,911

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 698,411    －    －   －  698,411  (698,411)    －

計  3,059,764 347,144 150,574 423,839  3,981,322  (698,411) 3,282,911

営業利益 

又は営業損失（△） 
 370,359 △1,470 △5,959 37,552  400,482  △4,297 396,185
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前第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） 

 （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。 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年５月21日 至 平成21年８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、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。 

   

 該当事項はありません。 

   

〔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）  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

  北米 ヨーロッパ アジア他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  347,144  150,574  423,839  921,558

Ⅱ 連結売上高（千円）    3,282,911

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  10.6  4.6  12.9  28.1

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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