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1.  平成22年5月期第3四半期の連結業績（平成21年5月21日～平成22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 ％

22年5月期第3四半期 11,689 △19.1 2,018 △21.9 2,206 △19.6 1,272 △17.7
21年5月期第3四半期 14,444 ― 2,584 ― 2,745 ― 1,546 ―

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3四半期 32.78 ―
21年5月期第3四半期 39.67 ―

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

22年5月期第3四半期 33,399 30,709 91.9 790.93
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3四半期  30,709百万円 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
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 16,860 △2.6 3,050 22.7 3,280 20.0 1,880 16.1 48.42
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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12月16日に公表いたしました連結業績予想（通期）につきまして、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3四半期 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3四半期  184,639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3四半期 38,827,387株 21年5月期第3四半期 38,975,448株

- 2 -



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一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）関連産業や輸出産業において

需要増加の動きが出てまいりました。しかしながら、企業業績・収益は依然として好転しておらず、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、海外における自動車・携帯電話・薄型テレ

ビなど、特に中国・インドなどアジア地区での需要拡大に加え、好調なパソコン市場に押し上げられ、半導体製造

装置関連や「エコ」をキーワードにしたリチウムイオン電池・太陽光パネルなどの省エネ産業で設備投資意欲が回

復傾向にあるものの、全般的には設備投資意欲や雇用情勢は好転しておらず、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、アメリカ経済は戦後 長・ 悪の景気後退から脱却し、10～12月期のＧＤＰ成長率は5.7％と６年

ぶりの高成長となりました。企業の在庫調整の進展と輸出の恩恵もあり、製造業では景況感が回復傾向にあり、情

報関連を中心に設備投資が増加いたしました。ヨーロッパにおいては、ユーロ圏内の各国政府による景気対策、輸

出の増加、在庫調整の進展から底入れはしたものの、回復力はまだ弱い状況で推移いたしました。アジアにおいて

は、中国では10～12月期のＧＤＰ成長率が二桁の高成長となり、東南アジア諸国や新興工業国、欧米への輸出が好

調に推移いたしました。その他のアジア主要地域においても、半導体や液晶パネルなどの部品が拡大し、設備投資

が活発化しており、在庫調整の進展と需要の持ち直しで回復してまいりました。 

このような情勢の中で当社グループは、営業面では、国内においてはディーラー販売力の強化・顧客への提案能

力向上を狙った体質改善を図るとともに、新製品を軸にした成長産業・業界への提案営業を強化し、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体制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、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」、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。また、納期遅れの解消に向け、部品材料の確保や生産効率の

向上に注力してまいりました。 

この結果、当第3四半期連結累計期間の業績につきましては、下半期に入ってからの受注回復があったものの、上

半期前半における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比で減少となりました。受

注高は135億70百万円（前年同四半期比6.5％増）、売上高は116億89百万円（同19.1％減）となり、経常利益は22億

６百万円（同19.6％減）、当四半期純利益は12億72百万円（同17.7％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３四半期連結累計期間 
（自 平成21年５月21日 
 至 平成22年２月20日）  

当第３四半期連結会計期間末  
 （平成22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  9,012  9.5   2,025  254.3 

 オンボード電源  4,371  △0.7   795  86.5 

 ノイズフィルタ  186  64.8   35  789.0 

合計  13,570  6.5   2,856  185.0 
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2）売上高 

  

ｂ．所在地別セグメントの業績は、以下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の増

加や医療機器関連の受注が堅調に推移しております。また、Ｗindows7搭載パソコンの発売によって、メモリー

価格が高止まり状態にあり、半導体メーカーの受注が回復してきております。更に、省エネ産業など成長産業の

設備投資意欲も改善されつつあります。しかしながら、自動車産業を核にしたＦＡ関連機器向けなどの設備投資

意欲の回復には至らず、市場全般は低水準で推移いたしました。 

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活動に注力するととも

に、新規顧客の開拓、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、88億14百万円（前年同四半期比14.1％減）、営業利益は18億96百万円

（同21.1％減）となりました。 

  

（米国） 

アメリカでは、上半期において幅広い業種で需要が低迷しておりましたが、下半期に入り急激に増加してお

り、特に医療機器業界の需要が拡大いたしました。 

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

加と新規ユーザーの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と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、10億89百万円（前年同四半期比30.4％減）、営業利益は経費削減効果

もあり35百万円（同58.5％増）となりました。 

  

（ドイツ） 

ヨーロッパでは、需要が大きく低迷しておりましたが、下半期に入り、ドイツ・フランス・デンマークなどを

中心に需要の拡大が見られ、特に医療機器、環境関連機器業界で需要が増加しつつあります。しかしながら、全

般的に回復力はまだ弱い状況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

各オフィスから営業活動を活発に行い、ディーラーサポートの充実と、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、５億31百万円（前年同四半期比31.5％減）、営業損失は９百万円（前

年同四半期は営業利益19百万円）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、10～12

月期のＧＤＰ成長率が二桁の高成長となる中、通信機器向け引き合いの著しい増加に加え、鉄道関連向けの引き

合いも増大いたしました。また、韓国では既存ユーザーからの受注が大きく回復してまいりました。 

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、営業活動を展開し、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、12億54百万円（前年同四半期比31.7％減）、営業利益は64百万円（同

12.1％減）となりました。 

  

  

  

事業部門 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年５月21日 
 至 平成22年２月20日）  

売上高（百万円） 前年同期比（％）

 ユニット電源   7,617 △16.4 

 オンボード電源   3,913 △24.9  

 ノイズフィルタ   159 28.8  

合計   11,689 △19.1  
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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13億99百万円（4.4％）増加し、333億99百

万円となりました。これは、主に売上債権が15億14百万円（37.4％）、たな卸資産が６億６百万円（53.6％）及

び投資有価証券が２億98百万円（2.2％）それぞれ増加した一方で、有価証券が６億48百万円（10.3％）、有形

固定資産が４億38百万円（10.1％）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７億21百万円（36.7％）増加し、26億89百万円となりまし

た。これは、主に、買掛金が４億47百万円（98.6％）、未払法人税等が３億75百万円（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６億78百万円（2.3％）増加し、307億9百万円となりま

した。この結果、１株当たり純資産は790円93銭、自己資本比率は91.9％となりました。 

  

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現金同等物（以下、「資金」という。）は、34億62百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ18億83百万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５億80百万円（前年同四半期比80.9％減）となりました。これは主に、税金

等調整前四半期純利益21億37百万円、減価償却費５億50百万円、仕入債務の増加額３億32百万円等の資金の増

加と売上債権の増加額14億41百万円、たな卸資産の増加額６億44百万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19億10百万円（前年同四半期比52.9％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14億円がありましたが、投資有価証券の取得による支出31億３百万円、有形固定資

産の取得による支出１億65百万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５億39百万円（前年同四半期比48.9％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３四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状況を勘案し、通期の業績予想の見直しを行

った結果、平成21年12月16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22年３月

11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。 

修正の主な内容は以下のとおりであります。 

  

経済環境としては、一昨年秋以降の米国発金融危機に端を発した世界経済の後退局面から、政府の景気刺激策

の一部効果もあり、国内インフラ系（通信その他）関連産業や輸出産業において、需要増加の動きが出てまいり

ました。 

当社グループが属するスイッチング電源市場においても、一部国内の通信インフラや環境関連業界、半導体製

造装置業界、ＦＡ機器装置業界における需要回復の兆しが見られ、足元の受注状況は回復してきており、不況の

底は脱しつつあると思われます。 

このような経済環境の下で、通期の売上高は168億60百万円（前連結会計年度比2.6％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30億50百万円（同22.7％

増）、経常利益32億80百万円（同20.0％増）、当期純利益18億80百万円（同16.1％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） 

前連結会計年度比 

（％） 

金 額 

（百万円） 

前事業年度比 

（％） 

 売上高       16,860 △2.6    16,000 △1.6  

 営業利益   3,050 22.7   2,890 23.6  

 経常利益   3,280 20.0    3,180 18.3  

 当期純利益   1,880 16.1    1,820 14.6  
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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３四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。  

  

 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３四半期連結会計期間末
(平成22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21年５月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,695,460 1,530,096

受取手形及び売掛金 5,560,364 4,045,828

有価証券 5,667,551 6,316,000

商品及び製品 532,754 402,215

仕掛品 51,527 31,365

原材料及び貯蔵品 1,154,151 698,542

繰延税金資産 133,813 144,823

その他 156,105 259,551

貸倒引当金 △17,392 △12,481

流動資産合計 14,934,335 13,415,943

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,535,889 3,583,223

減価償却累計額 △2,191,294 △2,151,105

建物及び構築物（純額） 1,344,595 1,432,118

機械装置及び運搬具 4,564,793 4,637,805

減価償却累計額 △3,519,051 △3,352,591

機械装置及び運搬具（純額） 1,045,742 1,285,213

工具、器具及び備品 4,539,170 4,523,160

減価償却累計額 △4,235,089 △4,107,966

工具、器具及び備品（純額） 304,080 415,193

土地 1,192,963 1,192,963

建設仮勘定 508 508

有形固定資産合計 3,887,889 4,325,996

無形固定資産 98,891 55,252

投資その他の資産   

投資有価証券 13,888,649 13,590,419

繰延税金資産 471,783 469,368

その他 117,813 142,678

投資その他の資産合計 14,478,245 14,202,465

固定資産合計 18,465,026 18,583,714

資産合計 33,399,362 31,999,658
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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21年５月20日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 901,272 453,758

未払金 128,812 153,289

未払法人税等 389,434 14,208

賞与引当金 152,404 244,471

その他 275,470 279,406

流動負債合計 1,847,393 1,145,134

固定負債   

退職給付引当金 380,843 376,214

役員退職慰労引当金 457,500 442,600

その他 3,750 3,904

固定負債合計 842,094 822,718

負債合計 2,689,487 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 26,910,591 26,155,366

自己株式 △136,065 △136,016

株主資本合計 31,117,875 30,362,699

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △69,891 △103,564

為替換算調整勘定 △338,109 △227,329

評価・換算差額等合計 △408,000 △330,893

純資産合計 30,709,874 30,031,805

負債純資産合計 33,399,362 31,999,658
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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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年５月21日 
 至 平成22年２月20日) 

売上高 14,444,363 11,689,661

売上原価 9,758,793 7,939,250

売上総利益 4,685,569 3,750,411

販売費及び一般管理費 2,101,191 1,731,780

営業利益 2,584,377 2,018,630

営業外収益   

受取利息 140,669 155,391

受取配当金 25,644 21,328

受取補償金 2,798 11,937

その他 15,170 23,070

営業外収益合計 184,283 211,727

営業外費用   

為替差損 22,061 23,758

その他 1,127 16

営業外費用合計 23,189 23,774

経常利益 2,745,472 2,206,584

特別利益   

固定資産売却益 － 1,244

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 1,244

特別損失   

固定資産売却損 1,548 1,473

固定資産除却損 7,494 6,081

投資有価証券売却損 － 222

投資有価証券評価損 34,568 59,629

たな卸資産処分損 － 2,450

特別損失合計 43,611 69,857

税金等調整前四半期純利益 2,703,666 2,137,971

法人税、住民税及び事業税 987,208 873,340

法人税等調整額 170,324 △8,184

法人税等合計 1,157,533 865,155

四半期純利益 1,546,132 1,272,815
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第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３四半期連結会計期間 
(自 平成21年11月21日 
 至 平成22年２月20日) 

売上高 3,508,738 4,323,991

売上原価 2,610,017 2,853,568

売上総利益 898,720 1,470,423

販売費及び一般管理費 650,278 579,630

営業利益 248,441 890,792

営業外収益   

受取利息 47,159 52,102

受取配当金 8,629 5,239

為替差益 25,257 6,823

受取補償金 2,046 1,442

その他 5,631 2,761

営業外収益合計 88,723 68,369

営業外費用   

その他 633 10

営業外費用合計 633 10

経常利益 336,532 959,151

特別利益   

固定資産売却益 － 18

投資有価証券売却益 1 －

特別利益合計 1 18

特別損失   

固定資産売却損 △119 81

固定資産除却損 862 267

投資有価証券売却損 － 222

投資有価証券評価損 799 22,388

たな卸資産処分損 － 2,450

特別損失合計 1,541 25,411

税金等調整前四半期純利益 334,991 933,759

法人税、住民税及び事業税 △7,118 323,577

法人税等調整額 152,521 66,424

法人税等合計 145,402 390,002

四半期純利益 189,588 543,757
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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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年５月21日 
 至 平成22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 2,137,971

減価償却費 768,762 550,648

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,388 4,628

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 17,600 14,900

賞与引当金の増減額（△は減少） △132,912 △92,067

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 5,821

受取利息及び受取配当金 △166,314 △176,719

為替差損益（△は益） 86,372 20,998

有形固定資産売却損益（△は益） 1,548 229

有形固定資産除却損 7,494 6,081

投資有価証券売却損益（△は益） △1 222

投資有価証券評価損益（△は益） 34,568 59,629

売上債権の増減額（△は増加） 1,855,191 △1,441,892

たな卸資産の増減額（△は増加） 322,706 △644,613

仕入債務の増減額（△は減少） △446,810 332,350

その他 △181,573 13,104

小計 4,887,059 791,291

利息及び配当金の受取額 174,196 182,864

法人税等の支払額 △2,029,079 △393,904

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,032,175 580,251

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 △165,121

有形固定資産の売却による収入 825 6,434

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 △1,721,396 △3,103,245

投資有価証券の売却による収入 16 247

投資有価証券の償還による収入 1,000,000 1,400,000

その他 △3,350 1,129

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,250,014 △1,910,887

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 △48

配当金の支払額 △926,128 △539,262

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,055,782 △539,311

現金及び現金同等物に係る換算差額 △155,599 △69,677

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 570,779 △1,939,623

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 4,857,768 3,462,661
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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３四半期連結会計期間（自 平成21年11月21日 至 平成22年２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  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） 

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  3,378,951 369,534 176,135 399,370  4,323,991       － 4,323,991

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 760,562    －    －   －  760,562  (760,562)    －

計  4,139,513 369,534 176,135 399,370  5,084,554  (760,562) 4,323,991

営業利益  849,999 16,321 798 20,418  887,537  3,254 890,792
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  前第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） 

  

  当第３四半期連結累計期間（自 平成21年５月21日 至 平成22年５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３四半期連結累計期間 

（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）  

  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。 

４．追加情報 

前第３四半期連結累計期間 

（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。 

当第３四半期連結累計期間  

 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３四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19,524千円、営業

利益は1,579千円、当第３四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183,608千

円、営業利益は11,442千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 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

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  8,814,909 1,089,178 531,133 1,254,440 11,689,661       － 11,689,661

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 2,198,270    －    －   －  2,198,270  (2,198,270)    －

計 11,013,179 1,089,178 531,133 1,254,440 13,887,931  (2,198,270) 11,689,661

営業利益 

又は営業損失（△） 
 1,896,976 35,842 △9,006 64,210  1,988,022  30,608 2,018,630

コーセル株式会社（6905）平成22年５月期　第３四半期決算短信

- 13 -



前第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３四半期連結会計期間（自平成21年11月21日 至平成22年２月20日） 

  

前第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） 

当第３四半期連結累計期間（自平成21年５月21日 至平成22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。 

 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）  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）  369,534  176,135  399,370  945,040

Ⅱ 連結売上高（千円）                    4,323,991

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  8.6  4.1  9.2  21.9

    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

    北米 ヨーロッパ アジア他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,089,178  531,133  1,254,440  2,874,751

Ⅱ 連結売上高（千円）                    11,689,661

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  9.3  4.6  10.7  24.6

（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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