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1.  22年5月期の連結業績（平成21年5月21日～平成22年5月20日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年5月期 16,781 △3.1 3,018 21.4 3,252 19.0 1,887 16.5
21年5月期 17,318 △23.7 2,486 △55.5 2,732 △52.2 1,619 △51.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年5月期 48.61 ― 6.1 9.7 18.0
21年5月期 41.60 ― 5.4 8.3 14.4

（参考） 持分法投資損益 22年5月期  ―百万円 21年5月期  ―百万円

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 35,162 31,433 89.4 809.56
21年5月期 31,999 30,031 93.9 773.47

（参考） 自己資本   22年5月期  31,433百万円 21年5月期  30,031百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年5月期 1,225 △1,482 △543 4,572
21年5月期 4,857 △2,647 △1,065 5,346

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年5月期 ― 12.00 ― 8.00 20.00 778 48.1 2.6
22年5月期 ― 6.00 ― 11.00 17.00 660 35.0 2.1
23年5月期 

（予想）
― 16.00 ― 17.00 33.00 34.8

3.  23年5月期の連結業績予想（平成22年5月21日～平成23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）

 

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

12,390 68.2 3,130 177.5 3,250 160.5 1,910 162.0 49.19

通期 23,960 42.8 5,980 98.1 6,220 91.2 3,680 95.0 94.77
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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）  無  

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、17ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 22年5月期 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  184,639株 21年5月期  184,593株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年5月期の個別業績（平成21年5月21日～平成22年5月20日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年5月期 15,888 △2.2 2,823 20.7 3,132 16.5 1,815 14.3
21年5月期 16,253 △24.6 2,339 △54.6 2,688 △51.2 1,588 △51.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年5月期 46.75 ―
21年5月期 40.80 ―

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 33,938 30,285 89.2 780.01
21年5月期 30,810 28,946 94.0 745.52

（参考） 自己資本 22年5月期  30,285百万円 21年5月期  28,946百万円

2.  23年5月期の個別業績予想（平成22年5月21日～平成23年5月20日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
本資料に記載され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あたっての注意事項等については、
３ページ「１．経営成績 （1）経営成績の分析」をご覧ください。 

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 
累計期間

11,900 73.1 2,980 184.6 3,150 163.1 1,850 165.2 47.65

通期 23,000 44.8 5,700 101.9 6,000 91.5 3,530 94.5 90.92
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(1）経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績 

当連結会計年度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を中心に需要回復の

兆し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、総じて低調に推移いたしました。 

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は、輸出関連企業が年明け以降に急回復の様相

を呈し、特に、アジア市場における自動車・携帯電話・薄型テレビなどを中心とした旺盛な需要に加え、好調なパ

ソコン市場に後押しされる形となってまいりました。また、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ルギー産業でも設備投資意欲が増加してまいりました。しかしなが

ら、全般的に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、新興国向け輸出の拡大や在庫の積み上げ

により急激に回復してまいりました。引き続き医療機器関連や軍事関連産業が堅調なことに加え、半導体製造装置

関連産業に明るい兆しが見えてきており、また情報機器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、新興国向け輸出の増加、在庫調整の進展から底入れはしました

が、米国向け輸出の回復は遅れており、全体的に緩やかな回復傾向で推移いたしました。アジアにおいては、中国

での政府内需拡大策が功を奏し、急激なV字回復が見られ、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急激に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、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」、ＤＣ48Ｖ分散電源システム用フロントエンド電源「ＳＣ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」、単相交流入力用小型ノイズフィルタ「ＥＡＣ／ＥＡＭ／ＥＡＰシリー

ズ」、力率改善用パワーモジュール電源「ＤＰＧ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、当連結会計年度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、売上高は前年同期比で減少いたしました。経常利益、当期純利益

は、製造経費、販売費及び一般管理費の削減活動の効果もあり、前年同期比で増加いたしました。受注高は206億

77百万円（前年同期比32.6％増）、売上高は167億81百万円（同3.1％減）となり、経常利益は32億52百万円（同

19.0％増）、当期純利益は18億87百万円（同16.5％増）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  

１．経営成績

  

  

  

事業部門 

当連結会計年度 
（自 平成21年５月21日 
 至 平成22年５月20日）  

当連結会計年度末  
 （平成22年５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  14,027  39.7   3,664  481.5 

 オンボード電源  6,323  16.9    1,128  234.5 

 ノイズフィルタ  325  126.0   78  851.9 

合計  20,677  32.6   4,871  399.2 
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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） 

 国内市場は、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する中、上半期

においては世界的な景気後退局面を受け、厳しい環境にありましたが、年明け以降、中国を中心としたアジア地

域の旺盛な需要により輸出関連企業を中心に急回復の様相を呈しました。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、半導体メーカーの需要が回復してきており、省エネルギー産業

など成長産業を中心に設備投資意欲も改善されつつあります。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、総じて低調に推移いたしました。 

 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、127億84百万円（前年同期比4.4％増）、営業利益は28億40百万円（同

21.6％増）となりました。 

（米国） 

 アメリカの需要は、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、下半期に入り新興国向け輸出

の拡大や在庫の積み上げ、医療機器関連や軍事関連産業が堅調なことに加え、情報機器関連を中心とした設備投

資の増加により、急激に需要が回復してまいりました。 

 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、15億29百万円（前年同期比17.9％減）、営業利益は54百万円（前年同

期は932千円）となりました。 

（ドイツ） 

 ヨーロッパでは、需要は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

中心に新興国向け輸出の増加、在庫調整の進展からの需要拡大がみられ、特に医療機器、環境関連機器業界で需

要が増加いたしました。しかしながら、米国向け輸出の回復は遅れており、全般的には緩やかな回復傾向で推移

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、７億48百万円（前年同期比21.7％減）、営業利益は３百万円（同

78.2％減）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、下半期

に入り急激なV字回復が見られ、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する中、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するなど、その他のアジア主要地域においても、設備投資の活発化、在庫調整の進展と需

要の持ち直しで急激に需要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、17億19百万円（前年同期比24.0％減）、営業利益は87百万円（同

16.5％増）となりました。 

  

  

  

事業部門 

当連結会計年度 
（自 平成21年５月21日 
 至 平成22年５月20日）  

売上高（百万円） 前年同期比（％）

 ユニット電源   10,993 1.2 

 オンボード電源   5,532 △12.3  

 ノイズフィルタ   255 69.9  

合計   16,781 △3.1  
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② 単独業績 

当期の単独業績につきましては、受注高は前期より54億６百万円（前期比37.7％）増加し197億31百万円とな

り、売上高は３億64百万円（同2.2％）減少の158億88百万円となりました。 

輸出高は、前期より９億８百万円（同22.6％）減少の31億４百万円となり、輸出比率は19.5％となりました。 

利益面におきましては、経常利益は31億32百万円（同16.5％増）となり、当期純利益は18億15百万円（同14.3％

増）となりました。 

③ 次期の見通し 

経済環境としては、一昨年秋以降の世界経済後退局面から脱却し、各種産業・業界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も、通信機器や環境関連、半導体製造装置、ＦＡ機器装置等各種業

界における需要回復により、企業の設備投資意欲も向上するものと思われます。 

このような経済環境の下で、当社グループは経営理念である「品質至上」の原点に立ち戻り、不良低減、品質管

理体制の再構築を図るべくＴＱＭ活動の取り組みを継続して進めるとともに、新製品の市場投入を加速させ、また

納期遅延の解消に向け、部品材料の確保や生産効率の向上に取り組んでまいります。 

こうした状況を踏まえ、次期の連結業績の見通しにつきましては、売上高239億60百万円、経常利益62億20百万

円、当期純利益36億80百万円を予想しております。 

(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債、純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ31億62百万円（9.9％）増加し、351億62百

万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末比38億23百万円（28.5％）増加しました。これは、売上債権が23億80百万円

（58.8％）、たな卸資産が７億91百万円（69.9％）、有価証券が３億１百万円（4.8％）それぞれ増加したことが

主因であります。 

固定資産は、前連結会計年度末比６億60百万円（3.6％）減少しました。これは、減価償却等により有形固定資

産が５億19百万円（12.0％）、投資有価証券１億38百万円（1.0％）それぞれ減少したことが主因であります。 

当連結会計年度末の負債合計につきましては、前連結会計年度末に比べ17億61百万円（89.5％）増加し、37億29

百万円となりました。これは、主に、買掛金が５億66百万円（124.7％）、未払法人税等が９億37百万円（前連結

会計年度末は14百万円）それぞれ増加したことが主因であります。 

当連結会計年度末の純資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べ14億１百万円（4.7％）増加し、314億

33百万円となりました。剰余金の配当がありましたが、当期純利益により、株主資本は前連結会計年度末比13億69

百万円（4.5％）増加しました。この結果、１株当たり純資産は809円56銭、自己資本比率は89.4％となりまし

た。   

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、税金等調整前当期純利益が前年同

期比４億97百万円（18.5％）増加となり、また受注回復を受けて仕入債務も減少から増加に転じましたが、一方で

生産・売上が増加したことにより、たな卸資産、売上債権がそれぞれ減少から増加に転じたことから、当連結会計

年度末の資金は前連結会計年度末に比べ７億73百万円減少し、45億72百万円（14.5％減）となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

（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12億25百万円（前年同期比74.8％減）となりました。これは主に、税金等調整

前当期純利益31億86百万円に加え、減価償却費７億53百万円（同28.5％減）、仕入債務の増加額４億50百万円を

計上した一方で、売上債権の増加額22億95百万円、たな卸資産の増加額８億19百万円、法人税等の支払額３億72

百万円（同81.6％減）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） 

投資活動の結果使用した資金は14億82百万円（同44.0％減）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22億円（同83.3％増）がありましたが、投資有価証券の取得による支出34億３百万円（同5.6％

増）、有形固定資産の取得による支出２億51百万円（同58.5％減）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５億43百万円（同49.0％減）となりました。これは主に、配当金の支払額であ

ります。 
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③ キャッシュ・フロー関連指標の推移 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※ キャッシュ・フロー対有利子負債比率は、当該連結会計年度において有利子負債がありませんので記載しており

ません。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、利益配分につきましては、経営の重要政策と認識し、収益力の拡充を図りながら業績に連動した配当を行

っております。従来、配当性向30％（単独）を目処とした利益還元を行うことにしておりましたが、今後は配当性向

35％（連結）を目処とした利益還元を行うこととします。 

また、内部留保金につきましては、新製品開発及び研究開発投資や生産関連設備投資、自己株式の取得、業容拡大

に向けた財務体質の強化などに充当していく所存であります。 

当期の配当金につきましては、業績を総合的に勘案して、期末配当を当初予想比１株当たり３円増配の11円とさせ

ていただく予定であります。これにより、１株当たり年間配当金は、中間配当６円と合わせ17円と前期に比べ年間３

円の減配となり、配当性向（連結）は35.0％、純資産配当率（連結）は2.1％となります。 

次期の配当金につきましては、１株につき33円（中間配当金16円、期末配当金17円）を予定しております。 

今後も、配当性向を勘案しながら業績連動型の配当を実施してまいります。 

  平成19年５月期 平成20年５月期 平成21年５月期 平成22年５月期

自己資本比率（％）  88.2  88.8  93.9  89.4

時価ベースの自己資本比率（％）  238.2  141.6  103.6  145.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  －  －  －  －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  －  －  －  －

コーセル株式会社（6905）平成22年５月期決算短信

- 6 -



当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（コーセル㈱）及び子会社７社で構成されており、直流安定化

電源の製造・販売を主たる事業としております。事業部門と当社取扱製品の関連では、直流安定化電源を機器に取り

付ける形態によりユニット電源（据置型タイプ）とオンボード電源（プリント基板実装型タイプ）に区分し、ノイズ

フィルタ事業と併せて３事業部門で事業活動を展開しております。 

事業部門と当社グループの各会社の関連につきましては、連結子会社 大洋電子工業㈱がユニット電源の組立・加

工を行っており、連結子会社 トランサーブ㈱はユニット電源及びオンボード電源に使用する部品（トランス）の製

造を行っております。 

なお、非連結子会社 天津エルコー電子有限公司は、連結子会社 トランサーブ㈱が出資し、トランスの組立・加

工を行っており、その製品は全てトランサーブ㈱に納入されております。 

 また、連結子会社 コーセルU.S.A.INC.（米国）、コーセルヨーロッパGmbH（ドイツ）、コーセルアジアLTD.（香

港）並びにコーセル上海電子有限公司（中国）は、ユニット電源、オンボード電源及びノイズフィルタの販売を行っ

ております。 

 なお、企業集団の状況を図示すると、次のとおりであります（平成22年５月20日現在）。 

※１．コーセル上海電子有限公司は、重要性が増したため、当連結会計年度より連結子会社に含めております。 

※２．エルコー高岡㈱は、平成22年４月28日付で清算が結了いたしました。 

２．企業集団の状況
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（1）会社の経営の基本方針 

当社は、「品質至上を核に社会の信頼に応える」を経営理念として掲げ、直流安定化電源装置の開発・製造・販売

を通じて、今後益々発展、高度化するエレクトロニクス社会に積極的に貢献していく企業でありたいと考えておりま

す。そして、社会に対しては誠意のある企業、社内においては誠意のある人財を育て、安心・いきいき・ワクワク・

楽しく働ける会社を目指してまいります。 

厳しいマーケット競争を乗り越えるために、製品ラインアップの充実を図り、システム・インテグレーションによ

る新しい顧客満足度の向上と付加価値の増大を図ってまいります。年度方針を次のとおり定めております。 

① 納期遅れの早期解消と生産の弱さを克服する。 

② グローバルエコ電源の開発に取り組む。 

③ 二酸化炭素（ＣＯ２）削減へ本格的に対応する。  

（2）目標とする経営指標 

 目標とする経営指標は、ＲＯＥ（自己資本利益率）、ＲＯＡ（総資産利益率）が安定的に二桁を維持でき、長期的

な指標としては、連結売上高経常利益率30％を安定的に維持できる経営体質を目指しております。 

（3）中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題 

 当社は、平成20年度から第５次中期経営方針をスタートさせ、ビジョンとしては「標準電源メーカー『世界トップ

２』入り」を目指しております。当社グループの経営理念である「品質至上」の原点に立ち戻り、前３年間ＴＱＭ指

導会で培った新しい技術とマネジメントの発揮により、市場不良率の「シングルＰＰＭ」を達成するとともに、新製

品開発の倍増、組立工数の効率化向上の実現を果たすべく、次の主要課題を掲げております。 

① 一桁違いの品質保証技術、マネジメントの創出 

新しい技術、マネジメントにより、市場不良率の「シングルＰＰＭ」を達成する。 

② 海外販売の拡大 

海外拠点での技術サービスの充実、新製品開発及び製品組立の生産性の倍増により海外販売を拡大していく。 

③ 上司、部下、同僚とのコミュニケーションづくり 

多面的なコミュニケーションを通じて明るく、健康で、働きがいのある職場を作り出す。  

  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年５月20日) 

当連結会計年度 
(平成22年５月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,530,096 1,855,160

受取手形及び売掛金 4,045,828 6,426,002

有価証券 6,316,000 6,617,771

商品及び製品 402,215 552,448

仕掛品 31,365 53,473

原材料及び貯蔵品 698,542 1,317,717

繰延税金資産 144,823 275,072

その他 259,551 161,680

貸倒引当金 △12,481 △20,254

流動資産合計 13,415,943 17,239,074

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,583,223 3,536,102

減価償却累計額 △2,151,105 △2,221,276

建物及び構築物（純額） 1,432,118 1,314,825

機械装置及び運搬具 4,637,805 4,597,950

減価償却累計額 △3,352,591 △3,601,329

機械装置及び運搬具（純額） 1,285,213 996,620

工具、器具及び備品 4,523,160 4,488,915

減価償却累計額 △4,107,966 △4,192,929

工具、器具及び備品（純額） 415,193 295,985

土地 ※1  1,192,963 ※1  1,192,963

建設仮勘定 508 5,660

有形固定資産合計 4,325,996 3,806,055

無形固定資産 55,252 103,852

投資その他の資産   

投資有価証券 13,590,419 13,452,116

繰延税金資産 469,368 441,818

その他 ※2  142,678 ※2  119,707

投資その他の資産合計 14,202,465 14,013,642

固定資産合計 18,583,714 17,923,550

資産合計 31,999,658 35,162,625
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年５月20日) 

当連結会計年度 
(平成22年５月20日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 453,758 1,019,766

未払金 153,289 184,636

未払法人税等 14,208 951,720

賞与引当金 244,471 368,605

役員賞与引当金 － 11,330

その他 279,406 343,747

流動負債合計 1,145,134 2,879,806

固定負債   

退職給付引当金 376,214 383,592

役員退職慰労引当金 442,600 462,300

その他 3,904 3,735

固定負債合計 822,718 849,628

負債合計 1,967,852 3,729,434

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 26,155,366 27,525,322

自己株式 △136,016 △136,065

株主資本合計 30,362,699 31,732,606

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △103,564 △35,992

為替換算調整勘定 △227,329 △263,423

評価・換算差額等合計 △330,893 △299,416

純資産合計 30,031,805 31,433,190

負債純資産合計 31,999,658 35,162,625
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年５月21日 
 至 平成21年５月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年５月21日 
 至 平成22年５月20日) 

売上高 17,318,605 16,781,391

売上原価 ※1, ※3  12,087,466 ※1, ※3  11,372,507

売上総利益 5,231,138 5,408,884

販売費及び一般管理費 ※2, ※3  2,744,741 ※2, ※3  2,390,522

営業利益 2,486,396 3,018,362

営業外収益   

受取利息 187,376 204,587

受取配当金 27,363 22,091

受取補償金 3,763 17,812

補償契約終結益 32,021 －

その他 19,662 26,794

営業外収益合計 270,187 271,285

営業外費用   

為替差損 21,496 36,666

支払利息 0 14

その他 2,192 2

営業外費用合計 23,689 36,683

経常利益 2,732,895 3,252,964

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 －

固定資産売却益 － ※4  1,244

特別利益合計 1,806 1,244

特別損失   

固定資産売却損 ※5  1,493 ※5  1,473

固定資産除却損 ※6  17,664 ※6  10,157

投資有価証券売却損 － 222

投資有価証券評価損 1,828 53,224

減損損失 ※7  24,199 －

たな卸資産処分損 － 2,450

特別損失合計 45,186 67,527

税金等調整前当期純利益 2,689,515 3,186,681

法人税、住民税及び事業税 988,191 1,441,333

法人税等調整額 81,624 △142,198

法人税等合計 1,069,816 1,299,135

当期純利益 1,619,698 1,887,546
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年５月21日 
 至 平成21年５月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年５月21日 
 至 平成22年５月20日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,055,000 2,055,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,055,000 2,055,000

資本剰余金   

前期末残高 2,288,350 2,288,350

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,288,350 2,288,350

利益剰余金   

前期末残高 25,471,815 26,155,366

当期変動額   

剰余金の配当 △936,148 △543,583

当期純利益 1,619,698 1,887,546

連結範囲の変動 － 25,993

当期変動額合計 683,550 1,369,956

当期末残高 26,155,366 27,525,322

自己株式   

前期末残高 △7,440 △136,016

当期変動額   

自己株式の取得 △128,576 △48

当期変動額合計 △128,576 △48

当期末残高 △136,016 △136,065

株主資本合計   

前期末残高 29,807,725 30,362,699

当期変動額   

剰余金の配当 △936,148 △543,583

当期純利益 1,619,698 1,887,546

自己株式の取得 △128,576 △48

連結範囲の変動 － 25,993

当期変動額合計 554,973 1,369,907

当期末残高 30,362,699 31,732,606
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年５月21日 
 至 平成21年５月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年５月21日 
 至 平成22年５月20日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 112,863 △103,564

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △216,428 67,571

当期変動額合計 △216,428 67,571

当期末残高 △103,564 △35,992

為替換算調整勘定   

前期末残高 △123,753 △227,329

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △103,575 △34,792

連結範囲の変動に伴う為替換算調整勘定の
増減

－ △1,302

当期変動額合計 △103,575 △36,094

当期末残高 △227,329 △263,423
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年５月21日 
 至 平成21年５月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年５月21日 
 至 平成22年５月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 2,689,515 3,186,681

減価償却費 1,054,988 753,804

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,425 7,361

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 22,300 19,700

賞与引当金の増減額（△は減少） △40,203 124,133

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △17,660 11,330

減損損失 24,199 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,187 8,209

受取利息及び受取配当金 △214,740 △226,678

支払利息 0 14

為替差損益（△は益） 84,345 32,036

投資有価証券売却損益（△は益） △1 222

有形固定資産売却損益（△は益） 1,493 229

有形固定資産除却損 17,664 10,007

投資有価証券評価損益（△は益） 1,828 53,224

売上債権の増減額（△は増加） 3,167,553 △2,295,424

たな卸資産の増減額（△は増加） 535,827 △819,114

仕入債務の増減額（△は減少） △597,384 450,504

その他 △74,779 61,670

小計 6,677,560 1,377,911

利息及び配当金の受取額 209,551 219,894

利息の支払額 △0 △14

法人税等の支払額 △2,029,215 △372,695

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,857,895 1,225,096

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 △3,221,764 △3,403,441

投資有価証券の償還による収入 1,200,000 2,200,000

投資有価証券の売却による収入 16 247

有形固定資産の取得による支出 △606,155 △251,382

有形固定資産の売却による収入 796 32,852

その他 △20,259 △60,728

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,647,368 △1,482,453

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 △130,769 △48

配当金の支払額 △934,531 △543,041

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,065,300 △543,090

現金及び現金同等物に係る換算差額 △86,101 △28,903

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,059,125 △829,350

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期末残高 ※  5,346,114 ※  4,572,935
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 該当事項はありません。 

   

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年５月21日 
至 平成21年５月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年５月21日 
至 平成22年５月20日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数 ６社 

主要な連結子会社の名称 
トランサーブ㈱ 
大洋電子工業㈱ 
エルコー高岡㈱ 
コーセルU.S.A.INC.（在外子会社）
コーセルヨーロッパGmbH（在外子会
社） 
コーセルアジアLTD.（在外子会社）

(1）連結子会社の数 ６社 

主要な連結子会社の名称 
トランサーブ㈱ 
大洋電子工業㈱ 
コーセルU.S.A.INC.（在外子会社）
コーセルヨーロッパGmbH（在外子会
社） 
コーセルアジアLTD.（在外子会社）
コーセル上海電子有限公司（在外子
会社） 

 なお、コーセル上海電子有限公司に
ついては、重要性が増したため、当連
結会計年度より連結子会社に含めてお
ります。 
 また、前連結会計年度において連結
子会社でありましたエルコー高岡㈱
は、平成22年４月28日付で清算したた
め、連結の範囲から除いております。
但し、清算結了までの損益計算書は連
結しております。  

  (2）非連結子会社の名称等 
非連結子会社 
天津エルコー電子有限公司（在外子
会社） 
コーセル上海電子有限公司（在外子
会社） 

(2）非連結子会社の名称等 
非連結子会社 
天津エルコー電子有限公司（在外子
会社） 

  （連結の範囲から除いた理由） 
 非連結子会社はいずれも小規模で
あり、合計の総資産、売上高、当期
純損益（持分に見合う額）及び利益
剰余金（持分に見合う額）等は、い
ずれも連結財務諸表に重要な影響を
及ぼしていないためであります。 

（連結の範囲から除いた理由） 
 非連結子会社は小規模であり、合
計の総資産、売上高、当期純損益
（持分に見合う額）及び利益剰余金
（持分に見合う額）等は、いずれも
連結財務諸表に重要な影響を及ぼし
ていないためであります。 

２．持分法の適用に関する事
項 

 非連結子会社２社（天津エルコー電子有
限公司、コーセル上海電子有限公司）は当
期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余
金（持分に見合う額）等からみて、持分法
の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす
影響が軽微であり、かつ全体としても重要
性がないため、持分法の適用範囲から除外
しております。 

 非連結子会社１社（天津エルコー電子有
限公司）は当期純損益（持分に見合う額）
及び利益剰余金（持分に見合う額）等から
みて、持分法の対象から除いても連結財務
諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体
としても重要性がないため、持分法の適用
範囲から除外しております。 

３．連結子会社の事業年度等
に関する事項 

 コーセルU.S.A.INC.、コーセルヨーロッ
パGmbH並びにコーセルアジアLTD.は、４月
30日現在の決算財務諸表で連結を行ってお
りますが、連結決算日との間に生じた重要
な取引については、連結上必要な調整を行
っております。 

 コーセルU.S.A.INC.、コーセルヨーロッ
パGmbH、コーセルアジアLTD.並びにコーセ
ル上海電子有限公司は、４月30日現在の決
算財務諸表で連結を行っておりますが、連
結決算日との間に生じた重要な取引につい
ては、連結上必要な調整を行っておりま
す。 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年５月21日 
至 平成21年５月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年５月21日 
至 平成22年５月20日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 
満期保有目的の債券 
…………償却原価法（定額法） 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 
満期保有目的の債券 

同左 
  その他有価証券 

時価のあるもの 
………決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は
全部純資産直入法により
処理し、売却原価は移動
平均法により算出） 

その他有価証券 
時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 
………移動平均法による原価法

時価のないもの 
同左 

  ② たな卸資産 
 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
り算定)により評価しております。 
（会計方針の変更）  

    当連結会計年度より「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。  

    これにより、営業利益、経常利益及
び税金等調整前当期純利益は、それぞ
れ6,674千円減少しております。  

       なお、セグメント情報に与える影響
は、当該箇所に記載しております。  

② たな卸資産 
 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
り算定)により評価しております。 
  

  (2）重要な減価償却資産の減価償却方法 
有形固定資産（リース資産を除く） 
当社及び国内連結子会社 
 定率法（ただし、平成10年４月１日
以降に取得した建物（建物付属設備を
除く）については定額法）を採用して
おります。 
海外連結子会社 
 主として定率法によっております。
 なお、主な耐用年数は次のとおりで
あります。 
建物及び構築物    ３～50年 
機械装置及び運搬具  ４～17年 

(2）重要な減価償却資産の減価償却方法 
有形固定資産（リース資産を除く） 
当社及び国内連結子会社 
 定率法（ただし、平成10年４月１日
以降に取得した建物（付属設備を除
く）については定額法）を採用してお
ります。 
海外連結子会社 
 主として定率法によっております。
 なお、主な耐用年数は次のとおりで
あります。 
建物及び構築物    ３～50年 
機械装置及び運搬具  ４～17年  

  （追加情報） 
 当社及び国内連結子会社の機械装置
については、当連結会計年度より耐用
年数を一部変更しております。 
 これは、平成20年度の税制改正を契
機に、設備の使用実態と耐久性を勘案
し耐用年数を見直したことによるもの
であります。  
 これにより、営業利益、経常利益は
79,790千円減少しており、又税金等調
整前当期純利益は79,614千円減少して
おります。 
  なお、セグメント情報に与える影響
は、当該箇所に記載しております。 

  

  無形固定資産（リース資産を除く） 
 自社利用のソフトウェアについて
は、社内における見込利用可能期間に
基づく定額法、それ以外の無形固定資
産については、定額法を採用しており
ます。 

無形固定資産（リース資産を除く） 
同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年５月21日 
至 平成21年５月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年５月21日 
至 平成22年５月20日） 

  (3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 
 債権の貸倒れによる損失に備えるた
め、一般債権については貸倒実績率に
より、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を検討し、回
収不能見込額を計上しております。 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 
同左 

  ② 賞与引当金 
 当社及び国内連結子会社は、従業員
に対して支給する賞与に充てるため、
支給見込額に基づき計上しておりま
す。 

② 賞与引当金 
同左 

  ③    ────── ③ 役員賞与引当金 
 役員に対して支給する賞与に充てる
ため、支給見込額に基づき計上してお
ります。 

  ④ 退職給付引当金 
 当社及び国内連結子会社は、退職金
制度を有しており、従業員の退職給付
に備えるため、当連結会計年度末にお
ける退職給付債務及び年金資産の見込
額に基づき計上しております。 
 数理計算上の差異は、翌連結会計年
度に費用処理することにしておりま
す。 

④ 退職給付引当金 
 当社及び連結子会社は、退職金制度
を有しており、従業員の退職給付に備
えるため、当連結会計年度末における
退職給付債務及び年金資産の見込額に
基づき計上しております。 
 数理計算上の差異は、翌連結会計年
度に費用処理することにしておりま
す。  
（会計方針の変更） 
 当連結会計年度より「「退職給付に
係る会計基準」の一部改正（その
３）」（企業会計基準第19号 平成20
年７月31日）を適用しております。 
 なお、これによる営業利益、経常利
益及び税金等調整前当期純利益に与え
る影響はありません。   

  ⑤ 役員退職慰労引当金 
 役員に支給する退職金に備えるた
め、内規に基づく期末要支給額を計上
しております。 

⑤ 役員退職慰労引当金 
同左 

  (4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通
貨への換算基準 
 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の
直物為替相場により円貨に換算し、換算
差額は損益として処理しております。な
お、在外子会社の資産及び負債は、在外
子会社の決算日の直物為替相場により円
貨に換算し、収益及び費用は在外子会社
の期中平均相場により円貨に換算し、換
算差額は純資産の部における評価・換算
差額等の「為替換算調整勘定」に含めて
計上しております。 

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通
貨への換算基準 

同左 

  (5）その他連結財務諸表作成のための重要
な事項 
① 消費税の会計処理 
 消費税等は、税抜方式を採用してお
ります。 

(5）その他連結財務諸表作成のための重要
な事項 
① 消費税の会計処理 

同左 

５．連結子会社の資産及び負
債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につい
ては、全面時価評価法を採用しておりま
す。 

同左 

６．連結キャッシュ・フロー
計算書に関する資金の範
囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書における
資金（現金及び現金同等物）は、手許現
金、随時引き出し可能な預金及び容易に換
金可能であり、かつ価値の変動について僅
少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月
以内に償還期限の到来する短期投資からな
っております。 

同左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年５月21日 
至 平成21年５月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年５月21日 
至 平成22年５月20日） 

（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）  

当連結会計年度より、「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、連結
決算上必要な修正を行っております。  

これにより、経常利益は6,855千円、又税金等調整
前当期純利益は5,922千円減少しております。  

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に
記載しております。   

──────   

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年５月20日） 

当連結会計年度 
（平成22年５月20日） 

※１ 有形固定資産の国庫補助金等による圧縮記帳 

土地    55,025千円

※１ 有形固定資産の国庫補助金等による圧縮記帳 

土地     千円55,025

※２ 非連結子会社に対する資産 ※２ 非連結子会社に対する資産 

投資その他の資産「その他」   53,369千円 投資その他の資産「その他」    千円29,439
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年５月21日 
至 平成21年５月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年５月21日 
至 平成22年５月20日） 

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含ま

れております。     

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含ま

れております。     

         6,674千円           千円211

※２ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

※２ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

貸倒引当金繰入額 8,187千円

給料  745,892 

賞与引当金繰入額         57,035 

退職給付費用         66,754 

役員退職慰労引当金繰入額       23,500 

減価償却費         53,433 

貸倒引当金繰入額 千円6,784

給料    673,180

賞与引当金繰入額           80,787

役員賞与引当金繰入額   11,330

退職給付費用           62,087

役員退職慰労引当金繰入額         19,700

減価償却費           45,423

※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 ※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

         95,894千円           千円95,370

※４          ──────         ※４ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

  機械装置及び運搬具 千円962

工具器具及び備品            281

計  1,244

※５ 固定資産売却損は、機械装置及び運搬具の売却によ

るものであります。 

  

※５ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

建物及び構築物 千円27

機械装置及び運搬具           1,417

工具器具及び備品            27

計    1,473

※６ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※６ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物及び構築物           434千円

機械装置及び運搬具         10,961 

工具器具及び備品          6,268 

計         17,664 

機械装置及び運搬具 千円5,106

工具器具及び備品           4,900

電話加入権            149

計    10,157

※７ 当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。 

※７          ──────         

      当社グループは、原則として、事業用資産につ 
いては管理会計上の損益区分を基準としてグルーピ

ングを行っております。また、遊休資産については

個別資産ごとにグルーピングを行い、本社等につい

ては独立したキャッシュ・フローを生み出さないこ

とから共用資産としております。 

    当連結会計年度において、経営環境の著しい悪

化を受け売上計画を変更したことに伴い、収益性の

回復が遅れ、ノイズフィルタ事業部門における将来

キャッシュ・フローが当該資産グループの帳簿価額

を下回ると判断し、帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失24,199千円として特別

損失に計上しました。 

    なお、当該資産の回収可能価額は使用価値によ

り測定しており、将来キャッシュ・フローを

10.77％で割り引いて算定しております。 

場所 用途 種類 減損損失 

富山県 

富山市 

ノイズフィ

ルタ事業製

造設備  

工具、器具

及び備品

（金型）  

24,199千円 
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前連結会計年度（自 平成20年５月21日 至 平成21年５月20日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）  普通株式の自己株式の増加178,860株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加178,600株、単元未

満株式の買取による増加260株であります。  

  

        ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金の支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末 

株式数 
（株） 

当連結会計年度 
増加株式数  

（株） 

当連結会計年度 
減少株式数  

（株） 

当連結会計年度末 
株式数 
（株） 

発行済株式         

普通株式  39,012,000    －    －       39,012,000

合計  39,012,000    －    －  39,012,000

自己株式         

普通株式  5,733  178,860  －  184,593

合計  5,733  178,860     －  184,593

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年８月12日 

定時株主総会 
普通株式  468,075 12 平成20年５月20日 平成20年８月13日

平成20年12月17日 

取締役会 
普通株式  468,072  12 平成20年11月20日 平成21年２月３日

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

配当の原資
１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年８月12日 

定時株主総会 
普通株式  310,619 利益剰余金  ８ 平成21年５月20日 平成21年８月13日
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当連結会計年度（自 平成21年５月21日 至 平成22年５月20日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）  普通株式の自己株式の増加46株は、単元未満株式の買取による増加であります。  

  

        ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

(1）配当金の支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  
前連結会計年度末 

株式数 
（株） 

当連結会計年度 
増加株式数  

（株） 

当連結会計年度 
減少株式数  

（株） 

当連結会計年度末 
株式数 
（株） 

発行済株式         

普通株式  39,012,000    －    －       39,012,000

合計  39,012,000    －    －  39,012,000

自己株式         

普通株式  184,593  46  －  184,639

合計  184,593  46     －  184,639

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年８月12日 

定時株主総会 
普通株式  310,619  ８ 平成21年５月20日 平成21年８月13日

平成21年12月16日 

取締役会 
普通株式  232,964    ６ 平成21年11月20日 平成22年２月２日

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

配当の原資
１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成22年８月12日 

定時株主総会 
普通株式  427,100 利益剰余金  11 平成22年５月20日 平成22年８月13日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年５月21日 
至 平成21年５月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年５月21日 
至 平成22年５月20日） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成21年５月20日現在） （平成22年５月20日現在） 

  

  千円

現金及び預金勘定  1,530,096

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △300,000

有価証券勘定のうちＭＭＦ・ＦＦＦ  4,116,017

現金及び現金同等物  5,346,114

  千円

現金及び預金勘定  1,855,160

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △300,000

有価証券勘定のうちＭＭＦ・ＦＦＦ  3,017,774

現金及び現金同等物  4,572,935
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当連結会計年度（自 平成21年５月21日 至 平成22年５月20日）  

１．金融商品の状況に関する事項 

（1）金融商品に対する取組方針  

 当社グループは、資金運用については余裕資金をもって行い、安全性の高い金融資産で運用しておりま

す。デリバティブ取引は利用しておらず、また投機的な取引は行わない方針であります。  

（2）金融商品の内容及びそのリスク 

 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、当社グループで

は、当社と海外子会社の取引を外貨建で行っており、そこから生じている外貨建営業債権は、為替の変動

リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び取引先企業との

業務上の関係を有する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。 

 営業債務である買掛金は、すべて１年以内の支払期日であります。 

（3）金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

 当社は、「売上債権管理規定」に従い、営業債権について各営業部が主要な取引先の状況を定期的にモ

ニタリングし、取引先毎に期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期

把握や軽減を図っております。連結子会社についても、当社の「売上債権管理規定」に準じて、同様の管

理を行っております。 

 満期保有目的の債券は、「資金運用規定」に従い、格付の高い債券のみを対象としているため、信用リ

スクは僅少であります。  

② 市場リスク（為替や市場価格等のリスク）の管理 

 有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、また、満期保有

目的の債券以外のものについては、取引先企業等との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しておりま

す。 

 当社及び一部の連結子会社は外貨建営業債権債務を保有しており、通貨別月別に為替変動による影響額

を把握しております。ただし、為替予約等によるヘッジは行っておりません。  

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明  

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額

が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用

することにより、当該価額が変動することもあります。 

（金融商品関係）
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２．金融商品の時価等に関する事項 

 平成22年５月20日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。 

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項  

資産 

（1）現金及び預金、（2）受取手形及び売掛金 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。 

（3）有価証券及び投資有価証券 

 これらの時価については、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機

関から提示された価格によっております。 

 また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照下さい。

負債  

（1）買掛金、（2）未払金、（3）未払法人税等 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。 

デリバティブ取引  

 当社グループは、デリバティブ取引を利用していないため、当該事項はありません。 

   ２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

 これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（3）有価

証券及び投資有価証券 ②その他有価証券」には含めておりません。 

   ３．金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

（追加情報） 

  当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び「金融

商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）を適用しておりま

す。 

  
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

（1）現金及び預金 1,855,160  1,855,160 －

（2）受取手形及び売掛金  6,426,002  6,426,002 －

（3）有価証券及び投資有価証券       

 ①満期保有目的の債券 15,800,923  16,062,871 261,947

 ②その他有価証券 4,202,104  4,202,104 －

  20,003,028  20,264,975 261,947

 資産計 28,284,191  28,546,139 261,947

（1）買掛金   1,019,766  1,019,766 －

（2）未払金   184,636  184,636 －

（3）未払法人税等   951,720  951,720 －

 負債計 2,156,123  2,156,123 －

区分 連結貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式  66,860

  １年以内（千円）
１年超５年以内 

（千円） 
５年超10年以内 

（千円） 
10年超（千円） 

現金及び預金  1,855,160 －  － －

受取手形及び売掛金  6,426,002 －  － －

有価証券及び投資有価証券                      

（1）国債・地方債等 1,700,000 2,900,000  － －

（2）社債 1,900,000 9,200,000  100,000 －

合計 11,881,163 12,100,000  100,000 －
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前連結会計年度（平成21年５月20日） 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２ その他有価証券で時価のあるもの 

（注）当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について1,828千円減損処理を行っておりま

す。なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合は全て減  

損処理を行っております。   

３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成20年５月21日 至 平成21年５月20日） 

４ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

（有価証券関係）

  種類 
連結貸借対照表計
上額（千円） 

時価（千円） 差額（千円） 

時価が連結貸借対照表計上額を

超えるもの 

(1)国債・地方債等  4,700,380  4,755,800  55,419

(2)社債  6,299,605  6,357,180  57,574

(3)その他  －  －  －

小計  10,999,986  11,112,980  112,993

時価が連結貸借対照表計上額を

超えないもの 

(1)国債・地方債等  100,000  100,000  －

(2)社債  3,401,624  3,335,550  △66,074

(3)その他  －  －  －

小計  3,501,624  3,435,550  △66,074

合計  14,501,610  14,548,530  46,919

  種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの 

(1)株式  225,363  252,429  27,066

(2)債券       

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

(3)その他  20,305  21,609  1,303

小計  245,668  274,039  28,370

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの 

(1)株式  909,928  744,495  △165,432

(2)債券       

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

(3)その他  142,105  105,397  △36,707

小計  1,052,033  849,892  △202,140

合計  1,297,702  1,123,932  △173,769

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

 16  1  －

  連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）満期保有目的の債券   

非上場外国債券  100,000

(2）その他有価証券   

ＭＭＦ・ＦＦＦ  4,116,017

非上場株式  64,860
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５ その他有価証券のうち満期のあるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

当連結会計年度（平成22年５月20日） 

１ 満期保有目的の債券 

  

２ その他有価証券 

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額66,860千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難

と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。  

  １年以内（千円） 
１年超５年以内 

（千円） 
５年超10年以内 

（千円） 
10年超（千円） 

１．債券         

 (1)国債・地方債等 899,986 3,800,393  100,000 －

 (2)社債 1,199,996 8,501,233  － －

 (3)その他 100,000 －  － －

合計 2,199,983 12,301,626  100,000 －

  種類 
連結貸借対照表 
計上額（千円） 

時価（千円） 差額（千円） 

時価が連結貸借対照表計上額を

超えるもの 

(1)国債・地方債等  4,601,070  4,659,692  58,621

(2)社債  10,799,852  11,004,179  204,326

(3)その他  －  －  －

小計  15,400,923  15,663,872  262,948

時価が連結貸借対照表計上額を

超えないもの 

(1)国債・地方債等  －  －  －

(2)社債  400,000  398,999  △1,001

(3)その他  －  －  －

小計  400,000  398,999  △1,001

合計  15,800,923  16,062,871  261,947

  種類 
連結貸借対照表 
計上額（千円） 

取得原価（千円） 差額（千円） 

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの 

(1)株式  455,807  401,127  54,680

(2)債券       

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

(3)その他  44,148  40,019  4,129

小計  499,955  441,146  58,809

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの 

(1)株式  592,559  734,361  △141,801

(2)債券       

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

(3)その他  91,814  122,436  △30,621

小計  684,374  856,798  △172,423

合計  1,184,330  1,297,944  △113,614
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３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年５月21日 至 平成22年５月20日）  

４ 減損処理を行った有価証券 

 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であり、当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価

証券評価損53,224千円を計上しております。 

 なお、当該有価証券の減損にあたっては、個々の銘柄が時価の取得原価に比べて50％以上下落した場合に

は、すべて減損処理を行っております。 

 前連結会計年度（自平成20年５月21日 至平成21年５月20日）及び当連結会計年度（自平成21年５月21日 至

平成22年５月20日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。 

  売却額（千円） 
売却益の合計額

（千円） 
売却損の合計額 

（千円） 

１．株式 247 －  222

２．債券       

 (1)国債・地方債等 － －  －

 (2)社債 － －  －

 (3)その他 － －  －

３．その他  － －  －

合計 247 －  222

（デリバティブ取引関係）
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（退職給付関係）

 前連結会計年度 

（平成21年５月20日）  

 当連結会計年度 

（平成22年５月20日）  

１．採用している退職給付制度の概要 

   当社は、確定給付企業年金制度、確定拠出年金制

度、退職一時金制度並びに厚生年金基金制度（総合設

立型）を併用しております。 

   また、国内連結子会社では確定給付型の制度として

退職一時金制度、一部の海外連結子会社は確定拠出型

の年金制度を設けております。 

   なお、要拠出額を退職給付費用として処理している

複数事業主制度に関する事項は次のとおりでありま

す。 

１．採用している退職給付制度の概要 

   当社は、確定給付企業年金制度、確定拠出年金制

度、退職一時金制度並びに厚生年金基金制度（総合設

立型）を併用しております。  

   また、連結子会社では確定給付型の制度として退職

一時金制度、一部の海外連結子会社は確定拠出型の年

金制度を設けております。 

   なお、要拠出額を退職給付費用として処理している

複数事業主制度に関する事項は次のとおりでありま

す。 

  (1) 制度全体の積立状況に関する事項 

（平成20年３月31日現在）

①年金資産の額  12,851,926千円

②年金財政計算上の給付債務の額  13,392,749 

③差引額  △540,823 

  (1) 制度全体の積立状況に関する事項 

（平成21年３月31日現在）

①年金資産の額  千円10,743,447

②年金財政計算上の給付債務の額   14,088,999

③差引額   △3,345,551

 (2) 制度全体に占める当社の掛け金拠出割合 

10.06％  

 (2) 制度全体に占める当社の掛け金拠出割合 

％  10.12

  (3) 補足説明 

   上記(1）の差引額の主な要因は、年金財政計算上の

過去勤務債務残高933,388千円及び別途積立金 

392,565千円であります。 

     本制度における過去勤務債務の償却方法は、期間12

年の元利均等償却であり、当社は、連結財務諸表上、

特別掛金9,859千円を費用処理しております。 

   なお、上記(2）の割合は当社の実際の負担割合とは

一致しません。 

  (3) 補足説明 

   上記(1）の差引額の主な要因は、年金財政計算上の

過去勤務債務残高 千円及び繰越不足金 

千円であります。 

     本制度における過去勤務債務の償却方法は、期間

年の元利均等償却であり、当社は、連結財務諸表上、

特別掛金 千円を費用処理しております。 

   なお、上記(2）の割合は当社の実際の負担割合とは

一致しません。 

846,801

2,498,750

12

9,525

２．退職給付債務に関する事項  

（注）国内の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり

簡便法を採用しております。  

(1）退職給付債務 △1,192,205千円

(2）年金資産  791,942 

(3）未積立退職給付債務 (1)＋(2) △400,263  

(4）未認識数理計算上の差異 24,048  

(5）退職給付引当金 (3)＋(4)  △376,214 

２．退職給付債務に関する事項  

（注）連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり簡便法

を採用しております。  

(1）退職給付債務 千円△1,265,481

(2）年金資産   897,831

(3）未積立退職給付債務 (1)＋(2)   △367,650

(4）未認識数理計算上の差異   △15,941

(5）退職給付引当金 (3)＋(4)   △383,592

３．退職給付費用に関する事項 

（注）１．厚生年金基金制度に対する拠出額は、「(1)  

勤務費用」に計上しております。 

   ２．簡便法を採用している国内連結子会社の退職給

付費用は「(1)勤務費用」に計上しております。 

   ３．確定拠出型年金制度への拠出額は、「(6)その

他」に計上しております。 

(1）勤務費用  156,614千円

(2）利息費用  17,945 

(3）期待運用収益 △9,319  

(4）数理計算上の差異の費用処理額 32,559  

(5）退職給付費用(1)＋(2)＋(3)＋(4)  197,800 

(6）その他 37,110 

計（5)＋（6)  234,910 

３．退職給付費用に関する事項 

（注）１．厚生年金基金制度に対する拠出額は、「(1)  

勤務費用」に計上しております。 

   ２．簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は「(1)勤務費用」に計上しております。 

   ３．確定拠出型年金制度への拠出額は、「(6)その

他」に計上しております。 

(1）勤務費用  千円165,286

(2）利息費用   21,167

(3）期待運用収益   △9,899

(4）数理計算上の差異の費用処理額   24,048

(5）退職給付費用(1)＋(2)＋(3)＋(4)   200,602

(6）その他  38,536

計（5)＋（6)   239,139

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項      

（1）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

（2）割引率 1.80％ 

（3）期待運用収益率 1.25％ 

（4）数理計算上の差異の処理年数 １年 

（1）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

（2）割引率 ％ 1.80

（3）期待運用収益率 ％ 1.25

（4）数理計算上の差異の処理年数 １年 

（注）数理計算上の差異につきましては、翌連結会計年

度に費用処理することにしております。 

（注）数理計算上の差異につきましては、翌連結会計年

度に費用処理することにしております。 
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（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年５月21日 
至 平成21年５月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年５月21日 
至 平成22年５月20日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 

の内訳 

（平成21年５月20日現在） （平成22年５月20日現在） 

流動資産「繰延税金資産」 千円

賞与引当金  98,885

繰越欠損金  34,249

たな卸資産の未実現利益  21,950

未払費用  12,501

一括償却資産  11,778

未払金  5,106

貸倒引当金  1,173

その他  2,825

繰延税金資産小計  188,469

評価性引当額  △38,081

繰延税金資産合計  150,388

流動負債「繰延税金負債」   

未収事業税  △5,564

繰延税金負債合計  △5,564

繰延税金資産純額  144,823

    

固定資産「繰延税金資産」   

役員退職慰労引当金  178,810

退職給付引当金  151,768

その他有価証券評価差額金  81,667

ソフトウェア償却超過額  77,857

投資有価証券評価損  11,492

減損損失  9,776

一括償却資産  3,600

その他  33

繰延税金資産小計  515,006

評価性引当額  △6,463

繰延税金資産合計  508,543

固定負債「繰延税金負債」   

その他有価証券評価差額金  △9,986

子会社留保利益に係る繰延税金負債  △29,189

繰延税金負債合計  △39,175

繰延税金資産純額  469,368

流動資産「繰延税金資産」 千円

賞与引当金  148,223

未払事業税  67,753

たな卸資産の未実現利益  21,028

未払費用  20,627

一括償却資産  8,082

繰越欠損金  5,954

未払金  5,092

貸倒引当金  3,397

その他  2,492

繰延税金資産小計  282,653

評価性引当額  △7,581

繰延税金資産合計  275,072

    

固定資産「繰延税金資産」   

役員退職慰労引当金  186,769

退職給付引当金  152,094

ソフトウェア償却超過額  71,729

その他有価証券評価差額金  48,156

投資有価証券評価損  32,328

一括償却資産  4,510

減損損失  592

その他  15

繰延税金資産小計  496,195

評価性引当額  △2,357

繰延税金資産合計  493,838

固定負債「繰延税金負債」   

その他有価証券評価差額金  △21,631

子会社留保利益に係る繰延税金負債  △30,388

繰延税金負債合計  △52,020

繰延税金資産純額  441,818

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が、法定実効税率の100分の５以下である

ため、注記を省略しております。 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

同左 
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 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。 

 近２連結会計年度の所在地別セグメント情報は、次のとおりであります。 

前連結会計年度（自 平成20年５月21日 至 平成21年５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）  
「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(1)に記載のとおり、当連結会計年度より「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、「日本」で当連結会計年度の営業利益が6,674千円減
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）  
「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「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。この変更に伴う当連結会計年度の営業利益への影響はございません。 

   ２．追加情報  
 （有形固定資産の耐用年数の変更）  

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(2)に記載のとおり、当連結会計年度より機械
装置の耐用年数を一部変更しております。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
当連結会計年度の営業利益が79,790千円減少しております。  

  

当連結会計年度（自 平成21年５月21日 至 平成22年５月20日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。  

２．本邦以外の区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア………中華人民共和国、香港 

３．当連結会計年度より、コーセル上海電子有限公社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

連結会計年度における「アジア」の外部顧客に対する売上高は188,501千円、営業利益は12,563千円それぞ

れ増加しております。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．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） 

Ⅰ 売上高及び営業利益               

売上高               

(1)外部顧客に対する売

上高 
 12,240,385 1,861,505 955,856 2,260,858  17,318,605       － 17,318,605

(2)セグメント間の内部

売上高 
 4,012,843    －    －   －  4,012,843  (4,012,843)    －

計  16,253,228 1,861,505 955,856 2,260,858  21,331,449  (4,012,843) 17,318,605

営業費用  13,917,088 1,860,573 941,162 2,186,086  18,904,911  (4,072,702) 14,832,208

営業利益  2,336,139 932 14,694 74,771  2,426,537  59,858 2,486,396

Ⅱ 資産  30,795,573 820,535 365,458 794,050  32,775,617  (775,958) 31,999,658

  
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） 

Ⅰ 売上高及び営業利益               

売上高               

(1)外部顧客に対する売

上高 
 12,784,595 1,529,223 748,390 1,719,182  16,781,391       － 16,781,391

(2)セグメント間の内部

売上高 
 3,104,013    －    －   －  3,104,013  (3,104,013)    －

計  15,888,609 1,529,223 748,390 1,719,182  19,885,405  (3,104,013) 16,781,391

営業費用  13,048,539 1,474,330 745,184 1,632,063  16,900,118  (3,137,088) 13,763,029

営業利益  2,840,069 54,892 3,205 87,118  2,985,286  33,075 3,018,362

Ⅱ 資産  33,865,848 948,571 407,262 877,674  36,099,357  (936,732) 35,162,625
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 近２連結会計年度の海外売上高は、次のとおりであります。 

前連結会計年度（自 平成20年５月21日 至 平成21年５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。 

当連結会計年度（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。 

 前連結会計年度（自平成20年５月21日 至平成21年５月20日）及び当連結会計年度（自平成21年５月21日 至平

成22年５月20日） 

 該当事項はありません。 

 （注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

該当事項はありません。 

ｃ．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）  1,861,505  955,856  2,260,858  5,078,220

Ⅱ 連結売上高（千円）    17,318,605

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  10.7  5.5  13.1  29.3

  北米 ヨーロッパ アジア他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,529,223  748,390  1,719,182  3,996,796

Ⅱ 連結売上高（千円）    16,781,391

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  9.1  4.5  10.2  23.8

（関連当事者情報）

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年５月21日 
至 平成21年５月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年５月21日 
至 平成22年５月20日） 

１株当たり純資産額           773円47銭

１株当たり当期純利益        41円60銭

１株当たり純資産額 円 銭809 56

１株当たり当期純利益 円 銭48 61

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度 

（自 平成20年５月21日 
至 平成21年５月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年５月21日 
至 平成22年５月20日） 

当期純利益（千円）  1,619,698  1,887,546

普通株主に帰属しない金額（千円）     －       －

普通株式に係る当期純利益（千円）  1,619,698  1,887,546

期中平均株式数（株）  38,939,361  38,827,381

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年５月20日) 

当事業年度 
(平成22年５月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 434,827 389,202

受取手形 1,526,950 2,073,924

売掛金 ※2  2,679,148 ※2  4,750,820

有価証券 6,316,000 6,617,771

商品及び製品 195,023 313,619

仕掛品 25,551 48,336

原材料及び貯蔵品 641,893 1,270,391

繰延税金資産 119,663 249,529

その他 ※2  189,740 ※2  160,513

貸倒引当金 △1,500 △6,500

流動資産合計 12,127,300 15,867,609

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,095,153 3,122,043

減価償却累計額 △1,797,191 △1,897,210

建物（純額） 1,297,961 1,224,833

構築物 224,104 224,332

減価償却累計額 △161,132 △173,330

構築物（純額） 62,972 51,001

機械及び装置 4,526,713 4,490,512

減価償却累計額 △3,263,898 △3,510,327

機械及び装置（純額） 1,262,814 980,184

車両運搬具 58,813 56,410

減価償却累計額 △48,361 △50,007

車両運搬具（純額） 10,451 6,403

工具、器具及び備品 4,419,434 4,383,481

減価償却累計額 △4,036,200 △4,114,084

工具、器具及び備品（純額） 383,233 269,397

土地 ※1  1,161,524 ※1  1,161,524

建設仮勘定 508 5,660

有形固定資産合計 4,179,466 3,699,004

無形固定資産 28,140 80,356

投資その他の資産   

投資有価証券 13,590,126 13,452,116

関係会社株式 197,740 177,740

関係会社出資金 41,401 41,401

関係会社長期貸付金 70,000 70,000

繰延税金資産 498,557 472,206

その他 77,469 78,390

投資その他の資産合計 14,475,295 14,291,856

固定資産合計 18,682,901 18,071,217

資産合計 30,810,202 33,938,827
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年５月20日) 

当事業年度 
(平成22年５月20日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 ※2  465,870 ※2  1,053,477

未払金 ※2  142,030 ※2  158,387

未払費用 211,540 258,609

未払法人税等 － 943,809

賞与引当金 235,281 362,865

役員賞与引当金 － 11,330

その他 6,380 31,698

流動負債合計 1,061,102 2,820,176

固定負債   

退職給付引当金 359,954 370,637

役員退職慰労引当金 442,600 462,300

固定負債合計 802,554 832,937

負債合計 1,863,657 3,653,113

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,055,000 2,055,000

資本剰余金   

資本準備金 2,288,350 2,288,350

資本剰余金合計 2,288,350 2,288,350

利益剰余金   

利益準備金 334,738 334,738

その他利益剰余金   

別途積立金 22,410,000 22,410,000

繰越利益剰余金 2,097,934 3,369,682

利益剰余金合計 24,842,673 26,114,421

自己株式 △136,016 △136,065

株主資本合計 29,050,006 30,321,705

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △103,461 △35,992

評価・換算差額等合計 △103,461 △35,992

純資産合計 28,946,544 30,285,713

負債純資産合計 30,810,202 33,938,827

コーセル株式会社（6905）平成22年５月期決算短信

- 32 -



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年５月21日 
 至 平成21年５月20日) 

当事業年度 
(自 平成21年５月21日 
 至 平成22年５月20日) 

売上高 ※1  16,253,228 ※1  15,888,609

売上原価   

製品期首たな卸高 361,823 195,023

当期製品製造原価 ※6  11,669,268 ※6  11,316,538

合計 12,031,091 11,511,562

製品期末たな卸高 ※2  195,023 ※2  313,619

製品売上原価 11,836,067 11,197,943

売上総利益 4,417,160 4,690,665

販売費及び一般管理費   

販売促進費 10,178 4,298

荷造運搬費 214,061 221,618

広告宣伝費 48,633 35,521

貸倒引当金繰入額 500 5,000

役員報酬 150,062 140,166

給料 466,901 437,921

賞与 84,974 61,161

賞与引当金繰入額 57,035 80,787

役員賞与引当金繰入額 － 11,330

退職給付費用 60,888 55,461

役員退職慰労引当金繰入額 23,500 19,700

福利厚生費 87,460 81,090

交際費 15,688 7,902

旅費及び交通費 86,708 53,825

通信費 20,089 18,286

光熱費 10,085 7,956

消耗品費 13,094 7,297

租税公課 40,159 44,971

減価償却費 41,239 33,179

修繕費 7,409 3,180

保険料 3,553 3,914

研究開発費 ※6  93,294 ※6  92,658

不動産賃借料 69,555 64,352

支払手数料 177,202 179,125

雑費 295,768 196,710

販売費及び一般管理費合計 2,078,042 1,867,418

営業利益 2,339,118 2,823,247
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年５月21日 
 至 平成21年５月20日) 

当事業年度 
(自 平成21年５月21日 
 至 平成22年５月20日) 

営業外収益   

受取利息 2,078 1,947

有価証券利息 170,001 195,853

受取配当金 ※1  144,927 ※1  68,064

経営指導料 ※1  60,499 ※1  34,356

受取補償金 3,787 17,812

その他 47,798 18,946

営業外収益合計 429,093 336,981

営業外費用   

為替差損 77,645 27,787

自己株式取得費用 2,192 －

その他 － 2

営業外費用合計 79,837 27,789

経常利益 2,688,375 3,132,439

特別利益   

投資有価証券売却益 1 －

固定資産売却益 － ※3  1,225

役員賞与引当金戻入額 1,805 －

特別利益合計 1,806 1,225

特別損失   

固定資産売却損 － ※4  1,445

固定資産除却損 ※5  17,234 ※5  9,912

投資有価証券評価損 1,828 53,224

減損損失 ※7  24,199 －

特別損失合計 43,262 64,582

税引前当期純利益 2,646,918 3,069,082

法人税、住民税及び事業税 970,000 1,403,000

法人税等調整額 88,219 △149,249

法人税等合計 1,058,219 1,253,750

当期純利益 1,588,698 1,815,331
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年５月21日 
 至 平成21年５月20日) 

当事業年度 
(自 平成21年５月21日 
 至 平成22年５月20日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,055,000 2,055,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,055,000 2,055,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,288,350 2,288,350

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,288,350 2,288,350

その他資本剰余金   

前期末残高 － －

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 － －

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 334,738 334,738

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 334,738 334,738

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 22,410,000 22,410,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 22,410,000 22,410,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,445,383 2,097,934

当期変動額   

剰余金の配当 △936,148 △543,583

当期純利益 1,588,698 1,815,331

当期変動額合計 652,550 1,271,748

当期末残高 2,097,934 3,369,682

自己株式   

前期末残高 △7,440 △136,016

当期変動額   

自己株式の取得 △128,576 △48

当期変動額合計 △128,576 △48
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年５月21日 
 至 平成21年５月20日) 

当事業年度 
(自 平成21年５月21日 
 至 平成22年５月20日) 

当期末残高 △136,016 △136,065

株主資本合計   

前期末残高 28,526,032 29,050,006

当期変動額   

剰余金の配当 △936,148 △543,583

当期純利益 1,588,698 1,815,331

自己株式の取得 △128,576 △48

当期変動額合計 523,973 1,271,699

当期末残高 29,050,006 30,321,705

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 112,950 △103,461

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △216,412 67,469

当期変動額合計 △216,412 67,469

当期末残高 △103,461 △35,992
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 該当事項はありません。  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 平成20年５月21日 
至 平成21年５月20日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月21日 
至 平成22年５月20日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）満期保有目的の債券 

…………償却原価法（定額法） 

(1）満期保有目的の債券 

同左 

  (2）子会社株式 

…………移動平均法による原価法 

(2）子会社株式 

同左 

  (3）その他有価証券 

     時価のあるもの 

…………決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算

出） 

(3）その他有価証券 

     時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

…………移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

製品、原材料、仕掛品 

  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定）を採用して

おります。 

製品、原材料、仕掛品 

  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定）を採用して

おります。 

  貯蔵品 

   終仕入法による原価法（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定）を採用して

おります。 

貯蔵品 

   終仕入法による原価法（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定）を採用して

おります。 

  （会計方針の変更） 

 当事業年度より「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。 

 これにより営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益は、それぞれ6,674千

円減少しております。 

  

３．固定資産の減価償却の方

法 

有形固定資産（リース資産を除く） 

     定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設備を除

く）については定額法）を採用しており

ます。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

建物         ３～50年 

機械及び装置     ６～17年 

有形固定資産（リース資産を除く） 

   定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を除く）に

ついては定額法）を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

建物         ３～50年 

機械及び装置     ５～17年 

  （追加情報） 

 当社は、当事業年度から機械装置の

耐用年数を一部変更しております。 

 これは、平成20年度の税制改正を契

機に、設備の使用実態と耐久性を勘案

し耐用年数を見直したことによるもの

であります。 

 これにより営業利益、経常利益は

79,129千円減少しており、又税引前当

期純利益は78,953千円減少しておりま

す。 

  

  無形固定資産（リース資産を除く） 

   自社利用のソフトウェアについては、

社内における見込利用可能期間に基づく

定額法、それ以外の無形固定資産につい

ては、定額法を採用しております。 

無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成20年５月21日 
至 平成21年５月20日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月21日 
至 平成22年５月20日） 

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。 

同左 

５．引当金の計上基準     

(1）貸倒引当金  債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に

回収可能性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。 

同左 

(2）賞与引当金  従業員に対して支給する賞与に充てるた

め、支給見込額に基づき計上しておりま

す。 

同左 

(3）役員賞与引当金 ──────  役員に対して支給する賞与に充てるた

め、支給見込額に基づき計上しておりま

す。 

(4）退職給付引当金  従業員の退職給付に備えるため、当事業

年度末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上しております。 

 数理計算上の差異は、翌事業年度に費用

処理することにしております。 

同左 

     （会計方針の変更）  

      当事業年度より「「退職給付に係る会

計基準」の一部改正（その３）」（企業

会計基準第19号 平成20年７月31日）を

適用しております。  

      なお、これによる営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益に与える影響はあ

りません。 

(5）役員退職慰労引当金  役員に支給する退職金に備えるため、内

規に基づく期末要支給額を計上しておりま

す。 

同左 

６．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

    

(1）消費税等の会計処理  税抜方式を採用しております。 同左 

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年５月20日） 

当事業年度 
（平成22年５月20日） 

※１ 有形固定資産の国庫補助金等による圧縮記帳 

 （土地）55,025千円 

※１ 有形固定資産の国庫補助金等による圧縮記帳 

 （土地） 千円 55,025

※２ 関係会社に関する項目 

 区分掲記されたもの以外で、各科目に含まれている

関係会社に対するものは、次のとおりであります。 

※２ 関係会社に関する項目 

 区分掲記されたもの以外で、各科目に含まれている

関係会社に対するものは、次のとおりであります。 

売掛金 724,791千円 

流動資産「その他」 18,719 

買掛金        24,118 

未払金 29 

売掛金 千円 905,333

流動資産「その他」  23,517

買掛金          44,875

未払金  88
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（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年５月21日 
至 平成21年５月20日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月21日 
至 平成22年５月20日） 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。 

関係会社への売上高 4,012,843千円

関係会社からの受取配当金 117,569 

関係会社からの経営指導料 60,499 

関係会社への売上高 千円3,104,013

関係会社からの受取配当金  45,977

関係会社からの経営指導料  34,356

※２ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ

ております。 

 6,674千円 

※２ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ

ております。 

 千円 211

※３         ──────           ※３ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

  機械及び装置 千円943

工具器具及び備品  281

計    1,225

※４         ──────          ※４ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。

  機械及び装置 千円1,363

車両及び運搬具   53

工具器具及び備品  27

計    1,445

※５ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※５ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物 325千円

機械及び装置 10,926 

車両及び運搬具 34 

工具器具及び備品 5,947 

計   17,234 

機械及び装置 千円4,760

車両及び運搬具  304

工具器具及び備品  4,847

計    9,912

※６ 研究開発費の総額 

  一般管理費及び当期製造費用

に含まれる研究開発費 
     95,894千円

※６ 研究開発費の総額 

  一般管理費及び当期製造費用

に含まれる研究開発費 
      千円95,370

※７ 減損損失 

   当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。 

    当社は、原則として、事業用資産については管理会

計上の損益区分を基準としてグルーピングを行ってお

ります。また、遊休資産については個別資産ごとにグ

ルーピングを行い、本社等については独立したキャッ

シュ・フローを生み出さないことから共用資産として

おります。 

   当事業年度において、経営環境の著しい悪化を受け

売上計画を変更したことに伴い、収益性の回復が遅

れ、ノイズフィルタ事業部門における将来キャッシ

ュ・フローが当該資産グループの帳簿価額を下回ると

判断し、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失24,199千円として特別損失に計上しま

した。  

    なお、当該資産の回収可能価額は使用価値により測

定しており、将来キャッシュ・フローを10.77％で割

り引いて算定しております。 

場所 用途 種類 減損損失 

富山県

富山市 

ノイズフィルタ

事業製造設備 

工具、器具及び

備品（金型） 
24,199千円

※７         ──────   

             

コーセル株式会社（6905）平成22年５月期決算短信

- 39 -



前事業年度（自平成20年５月21日 至平成21年５月20日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 普通株式の自己株式の増加178,860株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加178,600株、単元未満

株式の買取による増加260株であります。 

    

当事業年度（自平成21年５月21日 至平成22年５月20日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 普通株式の自己株式の増加46株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

    

 前事業年度（自平成20年５月21日 至平成21年５月20日）及び当事業年度（自平成21年５月21日 至平成22年５

月20日）における子会社株式で時価のあるものはありません。 

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式数 

（株） 
当事業年度増加株式数 

（株） 
当事業年度減少株式数 

（株） 
当事業年度末株式数 

（株） 

自己株式         

普通株式  5,733  178,860  －  184,593 

合計  5,733  178,860  －  184,593 

  
前事業年度末株式数 

（株） 
当事業年度増加株式数 

（株） 
当事業年度減少株式数 

（株） 
当事業年度末株式数 

（株） 

自己株式         

普通株式         184,593          46  －          184,639

合計        184,593           46  －           184,639

（有価証券関係）
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（税効果会計関係）

前事業年度 
（自 平成20年５月21日 
至 平成21年５月20日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月21日 
至 平成22年５月20日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

（平成21年５月20日現在） （平成22年５月20日現在）

流動資産「繰延税金資産」 千円

賞与引当金  95,053

未払費用  12,501

一括償却資産  11,778

未払金  5,106

貸倒引当金  606

繰延税金資産合計  125,045

流動負債「繰延税金負債」   

未収事業税  △5,381

繰延税金資産純額  119,663

固定資産「繰延税金資産」   

役員退職慰労引当金  178,810

退職給付引当金  145,421

その他有価証券評価差額金  81,593

ソフトウェア償却超過額  77,857

投資有価証券評価損  11,477

減損損失  9,776

一括償却資産  3,572

その他  33

繰延税金資産合計  508,543

固定負債「繰延税金負債」   

その他有価証券評価差額金  △9,986

繰延税金資産純額  498,557

流動資産「繰延税金資産」 千円

賞与引当金  146,597

未払事業税   66,502

未払費用  20,627

一括償却資産  8,082

未払金  5,092

貸倒引当金  2,626

繰延税金資産合計  249,529

固定資産「繰延税金資産」   

役員退職慰労引当金  186,769

退職給付引当金  149,737

ソフトウェア償却超過額  71,729

その他有価証券評価差額金  48,156

投資有価証券評価損  32,328

一括償却資産  4,510

減損損失  592

その他  15

繰延税金資産合計  493,838

固定負債「繰延税金負債」   

その他有価証券評価差額金  △21,631

繰延税金資産純額  472,206

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が、法定実効税率の100分の５以下である

ため、注記を省略しております。 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

同左 
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 （注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

該当事項はありません。 

(1）役員の異動 

① 代表取締役の異動 

該当事項はありません。  

② その他の役員の異動 

・退任予定取締役 

  取締役 奥村保夫（常勤監査役 就任予定） 

・新任監査役候補 

  （常勤）監査役 奥村保夫（現 取締役 国内営業統括兼東日本営業部長）  

・退任予定監査役 

  （常勤）監査役 関 隆弘 

・役職の異動 

  取締役 営業統括 山影 隆（現 取締役 海外営業部長）  

  取締役 管理部長 谷野光彦（現 取締役 総務・経理統括兼経理部長） 

③ 就任予定日 

平成22年８月12日 

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年５月21日 
至 平成21年５月20日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月21日 
至 平成22年５月20日） 

１株当たり純資産額 745円52銭

１株当たり当期純利益 40円80銭

１株当たり純資産額 円 銭780 01

１株当たり当期純利益 円 銭46 75

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
前事業年度 

（自 平成20年５月21日 
至 平成21年５月20日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月21日 
至 平成22年５月20日） 

当期純利益（千円）  1,588,698  1,815,331

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  1,588,698  1,815,331

期中平均株式数（株）  38,939,361  38,827,381

（重要な後発事象）

６．その他
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