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1.  平成22年5月期第2四半期の連結業績（平成21年5月21日～平成21年11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2四半期 7,365 △32.6 1,127 △51.7 1,247 △48.2 729 △46.3

21年5月期第2四半期 10,935 ― 2,333 ― 2,406 ― 1,356 ―

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2四半期 18.78 ―

21年5月期第2四半期 34.78 ―

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2四半期 33,354 30,434 91.2 783.85
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2四半期  30,434百万円 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  有  
 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 6.00

22年5月期 
（予想）

― 8.00 14.00

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 15,930 △8.0 2,500 0.5 2,750 0.6 1,620 0.0 41.72
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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９月10日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。 
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あり、
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、
及び上記１に係る業績予想の具体的修正内容は、５ページ「定性的情報・財務諸表等」３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

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2四半期 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2四半期  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2四半期 38,827,397株 21年5月期第2四半期 39,006,160株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年秋以降の米国金融危機に端を発した世界経済の後退局面

が、政府の景気刺激策の一部において効果もあり、国内インフラ系（通信その他）および輸出産業で在庫調整の一

巡や生産の一部に持ち直しの兆しが見え始めてまいりました。しかしながら、企業業績・収益の悪化は依然として

続いており、設備投資の抑制や雇用情勢の悪化、個人消費の低迷等、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、通信機器関連や医療機器関連に加え、半導

体製造装置関連や省エネ産業などの成長産業で設備投資意欲に回復傾向が見え始めてまいりましたが、全般的に

は、設備投資意欲は好転しておらず、景気の先行きは不透明な状況が続いております。 

海外市場では、アメリカ経済は依然として厳しい状況ではありますが、戦後最長・最悪の景気後退から脱却し、

企業の在庫調整の進展や製造業の景況回復感から生産が増加するなど回復基調に転じてまいりました。ヨーロッパ

においては、ユーロ圏の実質ＧＤＰ成長率が６四半期ぶりにプラスとなりましたが、自動車販売の伸び悩みもあ

り、設備投資は低迷状態が続いております。イギリスでは、雇用情勢の悪化で個人消費は伸びず、輸出も低迷を続

けており、経済状態は低水準で推移しております。アジアにおいては、中国では政府による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傾向が顕著に見られるようになってまいりました。その他のアジア主要地

域においては、半導体や液晶パネルなどの業界が拡大してきており、在庫調整の進展と需要の持ち直しで緩やかな

回復傾向が見られるまでになってまいりました。 

 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、新規ユーザー開拓および新製品の拡販、重点顧客の深堀活動に取り組んでまいりました。 

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まいりました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「Ｄ

ＨＳシリーズ」、小型基板単体シングル出力ＡＣ－ＤＣ電源「ＬＦＡ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２四半期連結累計期間の業績は、主に上半期前半の市場の著しい後退局面の影響を受け、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79億80百万円（前年同四半期比17.7％減）、

売上高は73億65百万円（同32.6％減）となり、経常利益は12億47百万円（同48.2％減）、当四半期純利益は７億29

百万円（同46.3％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  

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

  

  

  

事業部門 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年５月21日 
 至 平成21年11月20日）  

当第２四半期連結会計期間末  
 （平成21年11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  5,137  △18.6   1,001  41.9 

 オンボード電源  2,746  △17.0   575  △23.5 

 ノイズフィルタ  95  15.6   13  135.6 

合計  7,980  △17.7   1,590  8.7 
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2）売上高 

  

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） 

世界的な景気後退局面を受け、引き続き厳しい環境にありますが、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しており、また、Ｗｉｎｄｏｗｓ７搭載パソコンの発売により、メモリー

価格が上昇し半導体メーカーの受注が回復傾向になりつつあります。しかしながら、自動車産業を核にしたＦＡ

関連機器向けなど輸出型企業は変わらず市場全般が低迷しております。 

このような情勢の中、成長業界・企業へのデザイン・イン活動の強化と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、54億35百万円（前年同四半期比29.6％減）、営業利益は10億46百万円

（同51.1％減）となりました。 

  

（米国） 

アメリカでは需要が持ち直してきており、医療機器、アミューズメント業界などの業種を中心に受注は回復し

てまいりました。 

このような情勢の中、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向け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、７億19百万円（前年同四半期比41.4％減）、営業利益は19百万円（同

64.5％減）となりました。 

  

（ドイツ） 

ヨーロッパでは全般的に引き続き需要の低迷と在庫調整が続き、通信機器、制御機器業界での受注が低水準で

推移しました。 

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、３億54百万円（前年同四半期比37.8％減）、営業損失は９百万円（前

年同四半期は営業利益12百万円）となりました。 

  

（アジア） 

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引き合いが著しく増加いたしました。

また韓国においても需要が回復し、受注が持ち直してまいりました。 

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」、

「ＤＨＳ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、８億55百万円（前年同期比39.5％減）、営業利益は43百万円（同

25.7％減）となりました。 

  

  

  

  

事業部門 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年５月21日 
 至 平成21年11月20日）  

売上高（百万円） 前年同期比（％） 

 ユニット電源   4,766 △31.4 

 オンボード電源   2,508 △35.6  

 ノイズフィルタ   90 △1.2  

合計   7,365 △32.6  
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①財政状態の分析 

当第２四半期連結累計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ13億54百万円（4.2％）増加し、333億54百

万円となりました。これは、主に売上債権が８億98百万円（22.2％）、たな卸資産が２億58百万円（22.8％）及

び投資有価証券が７億83百万円（5.8％）それぞれ増加した一方で、有価証券が３億96百万円（6.3％）、有形固

定資産が２億84百万円（6.6％）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、前連結会計年度末に比べ９億52百万円（48.4％）増加し、29億19百万円となりまし

た。これは主に、買掛金が３億44百万円（75.9％）、未払法人税等５億44百万円（前連結会計年度末は14百万

円）増加したことによります。 

純資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べ４億２百万円（1.3％）増加し、304億34百万円となりま

した。この結果、１株当たり純資産は783円85銭、自己資本比率は91.2％となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累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、46億25百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ７億20百万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９億50百万円（前年同四半期比63.5％減）となりました。これは主に、税金等

調整前四半期純利益12億４百万円、減価償却費３億59百万円、仕入債務の増加額２億30百万円等による資金の増

加と売上債権の増加額８億12百万円、たな卸資産の増加額２億91百万円等の資金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13億67百万円（同119.6％増）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12億円がありましたが、投資有価証券の取得による支出24億３百万円、有形固定資産の取得による

支出１億21百万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３億11百万円（同33.3％減）となりました。これは主に、配当金の支払額であ

ります。 

  

  

第２四半期連結累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、通期の業績予想の見直しを行っ

た結果、平成21年９月10日付にて公表いたしました通期業績予想（連結・個別）を修正し、本日平成21年12月16日

付「業績予想の修正に関するお知らせ」・「剰余金の配当（第２四半期末配当）及び配当予想の修正に関するお知

らせ」を発表いたしました。 

修正の主な内容は以下のとおりであります。 

  

経済環境としては、世界的金融危機による景気後退局面から一部持ち直しの動きも見られますが、企業業績・収

益の悪化、個人消費の低迷等、引き続き厳しい状況に変わりなく、低調に推移する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、設備投資に牽引され基本的には低調に推移するものと考えられます。 

このような経済環境の下、通期の売上高159億30百万円（前連結会計年度比8.0％減）を見込んでおります。収益

につきましては、製造経費、販売費及び一般管理費の削減に努め、営業利益25億円（同0.5％増）、経常利益27億

50百万円（同0.6％増）、当期純利益16億20百万円（同0.0％増）となる見込みであります。 

  

平成22年５月期（通期）の業績予想 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

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       15,930 △8.0    15,200 △6.5  

 営業利益   2,500 0.5   2,410 3.0  

 経常利益   2,750 0.6    2,690 0.1  

 当期純利益   1,620 0.0    1,590 0.1  
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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  

    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２四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、一部実地棚卸を省略し、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２四半期連結会計期間末
(平成21年11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 1,607,207 1,530,096

受取手形及び売掛金 4,944,642 4,045,828

有価証券 5,919,917 6,316,000

商品及び製品 451,149 402,215

仕掛品 45,714 31,365

原材料及び貯蔵品 893,368 698,542

繰延税金資産 206,235 144,823

その他 181,037 259,551

貸倒引当金 △14,755 △12,481

流動資産合計 14,234,516 13,415,943

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,584,595 3,583,223

減価償却累計額 △2,210,705 △2,151,105

建物及び構築物（純額） 1,373,890 1,432,118

機械装置及び運搬具 4,549,074 4,637,805

減価償却累計額 △3,437,520 △3,352,591

機械装置及び運搬具（純額） 1,111,553 1,285,213

工具、器具及び備品 4,530,263 4,523,160

減価償却累計額 △4,167,773 △4,107,966

工具、器具及び備品（純額） 362,489 415,193

土地 1,192,963 1,192,963

建設仮勘定 508 508

有形固定資産合計 4,041,404 4,325,996

無形固定資産 105,365 55,252

投資その他の資産   

投資有価証券 14,374,075 13,590,419

繰延税金資産 480,802 469,368

その他 118,447 142,678

投資その他の資産合計 14,973,324 14,202,465

固定資産合計 19,120,095 18,583,714

資産合計 33,354,612 31,999,658
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年11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 797,920 453,758

未払金 133,337 153,289

未払法人税等 558,414 14,208

賞与引当金 282,694 244,471

その他 305,162 279,406

流動負債合計 2,077,529 1,145,134

固定負債   

退職給付引当金 386,049 376,214

役員退職慰労引当金 452,300 442,600

その他 4,067 3,904

固定負債合計 842,416 822,718

負債合計 2,919,945 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 26,599,798 26,155,366

自己株式 △136,036 △136,016

株主資本合計 30,807,112 30,362,699

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △91,882 △103,564

為替換算調整勘定 △280,563 △227,329

評価・換算差額等合計 △372,446 △330,893

純資産合計 30,434,666 30,031,805

負債純資産合計 33,354,612 31,999,658
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月21日 
 至 平成20年11月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年５月21日 
 至 平成21年11月20日) 

売上高 10,935,625 7,365,669

売上原価 7,148,776 5,085,681

売上総利益 3,786,849 2,279,987

販売費及び一般管理費 1,453,367 1,152,149

営業利益 2,333,481 1,127,838

営業外収益   

受取利息 93,510 103,288

受取配当金 17,015 16,089

受取補償金 752 10,494

その他 9,539 20,309

営業外収益合計 120,817 150,181

営業外費用   

為替差損 47,318 30,581

その他 494 6

営業外費用合計 47,812 30,588

経常利益 2,406,486 1,247,432

特別利益   

固定資産売却益 － 1,225

貸倒引当金戻入額 2,453 －

役員賞与引当金戻入額 1,805 －

特別利益合計 4,258 1,225

特別損失   

固定資産売却損 1,668 1,391

固定資産除却損 6,632 5,813

投資有価証券評価損 33,769 37,240

特別損失合計 42,070 44,446

税金等調整前四半期純利益 2,368,674 1,204,211

法人税、住民税及び事業税 994,327 549,763

法人税等調整額 17,803 △74,609

法人税等合計 1,012,131 475,153

四半期純利益 1,356,543 729,058
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年８月21日 
 至 平成20年11月20日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年８月21日 
 至 平成21年11月20日) 

売上高 5,236,668 4,082,757

売上原価 3,442,505 2,777,663

売上総利益 1,794,163 1,305,093

販売費及び一般管理費 693,120 573,440

営業利益 1,101,042 731,653

営業外収益   

受取利息 47,602 51,563

受取配当金 1,372 686

受取補償金 323 9,395

その他 5,303 12,512

営業外収益合計 54,601 74,156

営業外費用   

為替差損 86,984 22,986

その他 494 6

営業外費用合計 87,478 22,992

経常利益 1,068,165 782,817

特別利益   

固定資産売却益 － 1,225

貸倒引当金戻入額 1,015 －

特別利益合計 1,015 1,225

特別損失   

固定資産売却損 1,668 1,391

固定資産除却損 5,956 4,775

投資有価証券評価損 33,769 37,240

特別損失合計 41,394 43,407

税金等調整前四半期純利益 1,027,786 740,635

法人税、住民税及び事業税 515,796 398,708

法人税等調整額 △88,252 △114,555

法人税等合計 427,544 284,152

四半期純利益 600,242 456,482
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月21日 
 至 平成20年11月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年５月21日 
 至 平成21年11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 2,368,674 1,204,211

減価償却費 499,458 359,120

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,834 9,834

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,500 9,700

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,628 38,223

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,660 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,453 3,000

受取利息及び受取配当金 △110,525 △119,377

為替差損益（△は益） 62,639 29,292

有形固定資産売却損益（△は益） 1,668 166

有形固定資産除却損 6,632 5,813

投資有価証券評価損益（△は益） 33,769 37,240

売上債権の増減額（△は増加） 435,300 △812,268

たな卸資産の増減額（△は増加） 272,416 △291,019

仕入債務の増減額（△は減少） △232,804 230,425

その他 58,116 33,809

小計 3,412,193 738,174

利息及び配当金の受取額 111,762 115,720

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △920,929 96,200

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,603,027 950,095

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 △436,062 △121,808

有形固定資産の売却による収入 889 6,281

無形固定資産の取得による支出 － △50,332

投資有価証券の取得による支出 △783,190 △2,403,125

投資有価証券の償還による収入 600,000 1,200,000

その他 △4,489 1,329

投資活動によるキャッシュ・フロー △622,852 △1,367,655

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 △185 △19

配当金の支払額 △467,068 △311,653

財務活動によるキャッシュ・フロー △467,253 △311,672

現金及び現金同等物に係る換算差額 △76,555 △47,054

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,436,365 △776,286

現金及び現金同等物の期首残高 4,286,989 5,346,114

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 56,171

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,723,354 4,625,999
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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２四半期連結会計期間（自 平成20年８月21日 至 平成20年11月20日） 

  

  当第２四半期連結会計期間（自 平成21年８月21日 至 平成21年11月20日）   

（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  3,738,835 577,679 271,746 648,407  5,236,668       － 5,236,668

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 1,215,263    －    －   －  1,215,263  (1,215,263)    －

計  4,954,099 577,679 271,746 648,407  6,451,932  (1,215,263) 5,236,668

営業利益  1,027,057 22,143 6,082 33,083  1,088,367  12,675 1,101,042

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  3,074,604 372,498 204,422 431,231  4,082,757       － 4,082,757

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 739,296    －    －   －  739,296  (739,296)    －

計  3,813,900 372,498 204,422 431,231  4,822,053  (739,296) 4,082,757

営業利益 

又は営業損失（△） 
 676,616 20,991 △3,846 6,240  700,001  31,651 731,653
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  前第２四半期連結累計期間（自 平成20年５月21日 至 平成20年11月20日） 

  

  当第２四半期連結累計期間（自 平成21年５月21日 至 平成21年11月20日）   

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接地によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域  

(1）アジア…………中華人民共和国、香港 

３．会計処理の方法の変更 

前第２四半期連結累計期間 

（棚卸資産の評価に関する会計基準）  

  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２四半期連結累

計期間における「日本」の営業利益が3,262千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）  

  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２四半期連結累計期間における「ドイツ」の営業利益が379千円増加しておりま

す。 

４．追加情報 

前第２四半期連結累計期間 

（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、当第２四半期連結累計期間における「日本」の営業利益が38,145千円減少しております。 

当第２四半期連結累計期間  

 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。連結範囲の変更に伴い、従来の方法によった場合

に比べて、当第２四半期連結会計期間における「アジア」の外部顧客に対する売上高は110,468千円、営業

利益は5,378千円、当第２四半期連結累計期間における「アジア」の外部顧客に対する売上高は164,083千

円、営業利益は9,863千円それぞれ増加しております。  

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  7,724,006 1,228,812 570,538 1,412,267 10,935,625       － 10,935,625

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 2,541,125    －    －   －  2,541,125  (2,541,125)    －

計 10,265,132 1,228,812 570,538 1,412,267 13,476,750  (2,541,125) 10,935,625

営業利益  2,143,062 55,044 12,531 58,973  2,269,611  63,869 2,333,481

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  5,435,958 719,643 354,997 855,070  7,365,669       － 7,365,669

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 1,437,707    －    －   －  1,437,707  (1,437,707)    －

計  6,873,665 719,643 354,997 855,070  8,803,376  (1,437,707) 7,365,669

営業利益 

又は営業損失（△） 
 1,046,976 19,520 △9,805 43,792  1,100,484  27,354 1,127,838
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前第２四半期連結会計期間（自平成20年８月21日 至平成20年11月20日） 

当第２四半期連結会計期間（自平成21年８月21日 至平成21年11月20日） 

   

前第２四半期連結累計期間（自平成20年５月21日 至平成20年11月20日） 

当第２四半期連結累計期間（自平成21年５月21日 至平成21年11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。 

 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）  577,679  271,746  648,407  1,497,833

Ⅱ 連結売上高（千円）                    5,236,668

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  11.0  5.2  12.4  28.6

    北米 ヨーロッパ アジア他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  372,498  204,422  431,231  1,008,152

Ⅱ 連結売上高（千円）                    4,082,757

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  9.1  5.0  10.6  24.7

    北米 ヨーロッパ アジア他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,228,812  570,538  1,412,267  3,211,618

Ⅱ 連結売上高（千円）                    10,935,625

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  11.3  5.2  12.9  29.4

    北米 ヨーロッパ アジア他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  719,643  354,997  855,070  1,929,711

Ⅱ 連結売上高（千円）                    7,365,669

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  9.8  4.8  11.6  26.2

（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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