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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第42期

第１四半期連結累計(会計)期間
第41期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (千円) 7,620,468 33,880,828

経常利益 (千円) 954,443 4,190,927

四半期(当期)純利益 (千円) 552,449 2,547,647

純資産額 (千円) 22,372,695 22,148,903

総資産額 (千円) 34,298,117 35,182,788

１株当たり純資産額 (円) 337.00 333.54

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 8.33 38.42

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ─ ─

自己資本比率 (％) 65.1 62.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 822,172 2,573,600

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △318,250 △1,743,220

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △468,036 △798,165

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 3,975,382 4,031,795

従業員数 (人) 1,944 1,791

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しており

ません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成20年６月30日現在

従業員数(人) 1,944(221)

(注)　従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数（準社員、嘱託等）は（　）内に当第１四半期連結会計期間の平均人員

を外数で記載しております。

　

(2) 提出会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数(人) 612(137)

(注)　従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数（準社員、嘱託等）は（　）内に当第１四半期会計期間の平均人員を外

数で記載しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。
　

事業部門別 金額(千円)

電子回路部品 3,714,343

圧力センサ 748,950

アクチュエータ 2,485,481

合計 6,948,775

(注) １　金額は販売価格によっております。
２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注状況

当第１四半期連結会計期間における受注状況を事業部門別に示すと、次のとおりであります。
　

事業部門別 受注高(千円) 受注残高(千円)

電子回路部品 3,637,605 2,432,202

圧力センサ 702,864 374,752

アクチュエータ 2,325,513 1,299,428

商品 911,551 501,867

合計 7,577,534 4,608,251

(注) １　金額は販売価格によっております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(3) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。
　

事業部門別 金額(千円)

電子回路部品 3,560,273

圧力センサ 763,965

アクチュエータ 2,387,492

商品 908,737

合計 7,620,468

(注) １　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

当第１四半期連結会計期間

金額(千円) 割合(％)

㈱三共 1,014,332 13.3

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）

が判断したものであります。また、文中の比較・分析に用いた前年同期数値は、当年度が四半期報告制度導

入初年度である故に、独立監査人による四半期レビューを経たものではありません。

　

(1) 経営成績の分析

当第１四半期における外部環境につきましては、前年度後半にかけてから顕在化してきた原材料高・

原油高によるコスト上昇圧力、物価上昇に伴う国内個人消費の減退、米国をはじめとする世界経済の不透

明感の更なる進展等の要因により、経営的に一層厳しい対応を求められる状況でありました。

　このような環境下、電子回路部品部門、圧力センサ部門及び日本電産コパル㈱からの仕入商品を主に取

扱う商品部門につきましては前年同期比で減収となりましたが、遊技機器業界への売上が堅調に推移し

たアクチュエータ部門につきましては増収となり利益の面でも同部門が大いに貢献致しました。

　その結果、当第１四半期の連結売上高は前年同期比4.9％減の76億2千万円と減収となったものの、連結

営業利益は前年同期比2.4％増の9億1千1百万円、連結経常利益は前年同期比4.6％増の9億5千4百万円と

増益の結果となりました。連結四半期純利益につきましては、株式会社フジソクの事業再編損や新会計基

準適用に伴う特別損失の発生により前年同期比4.0％減の5億5千2百万円となりました。

　

①部門別の業績を示すと、次のとおりであります。

電子回路部品部門

電子回路部品部門の売上高につきましては、トリマが家電機器業界向けが堅調で前年同期比1.1％

増と健闘したものの、スイッチは株式会社フジソクの事業再構築の影響等により前年同期比18.6％

減となり、部門全体で前年同期比13.0％減の35億6千万円となりました。

圧力センサ部門

圧力センサ部門の売上高につきましては、半導体製造装置業界からの引き合いに回復感がみられ

ないこともあり、前年同期比5.9％減の7億6千3百万円となりました。

アクチュエータ部門

アクチュエータ部門の売上高につきましては、スキャナが事務機器業界向けを中心に堅調に推移

し前年同期比1.5％増、モータが遊技機器業界向けを中心に前年度後半からの好調を維持し前年同期

比15.4％増と健闘した結果、部門全体で前年同期比10.4％増の23億8千7百万円となりました。

商品部門

商品部門はポテンショメータやエンコーダ等の日本電産コパル㈱からの仕入商品を取扱っており

ます。同部門の売上高につきましては、車載モーターの北米向け需要の大幅減等の影響により、前年

同期比4.0％減の9億8百万円となりました。

　

②所在地別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

日本

アクチュエータ部門が遊技機器業界向けを中心に売上増と健闘したものの、株式会社フジソクの

事業再編に係る売上減により、外部顧客に対する売上高は前年同期比6.4％減の69億6千5百万円とな

りました。
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米国

米国での販売はほぼ前年同期並みの水準で推移いたしましたが為替レートによる換算差により、

外部顧客に対する売上高は前年同期比15.3％減の6千6百万円となりました。

ドイツ

EU圏での需要は比較的安定した推移となっており、電子回路部品等の販売について引き続き堅調

であったことより、外部顧客に対する売上高は前年同期比6.6％増の2億1千8百万円となりました。

中国

景気の腰折れ懸念はあるものの、中国での需要は前年に引き続き堅調に推移しており拡販努力も

あって、外部顧客に対する売上高は前年同期比5.8％増の1億7千1百万円となりました。

韓国

韓国での需要は堅調に推移し現地通貨ベースでの売上高は増加しているものの、為替レートによ

る換算差により外部顧客に対する売上高は前年同期比4.7％減の1億1千8百万円となりました。

シンガポール

前連結会計年度にシンガポール支店を現地法人化(2007年4月より営業開始)し新規連結致しまし

たが、シンガポール現地法人の前第１四半期連結会計期間(2007年1月～3月)に該当する売上高がゼ

ロにより、外部顧客に対する売上高は前年同期比8千万円の純増となりました。

　

(2) 財政状態の分析

（資産）

 流動資産につきましては、売掛債権の減少や賞与支払等に伴う短期繰延税金資産の減少により前連

結会計年度末比4.3％減少し、208億7千2百万円となりました。また、固定資産につきましては、製造設備

投資やシステム導入に係るソフトウェアの増加により前連結会計年度末比0.5％増加し134億2千5百万

円となり、総資産は前連結会計年度末比2.5％減少し342億9千8百万円となりました。

（負債）

流動負債につきましては、買掛債務の減少や税金支払に伴う未払法人税等の減少などにより前連結

会計年度末比9.3％減少し101億8千3百万円となりました。また、固定負債につきましては、退職給付引

当金の減少により前連結会計年度末比3.8％減の17億4千2百万円となり、負債合計は前連結会計年度末

比8.5％減少し119億2千5百万円となりました。

（純資産）

純資産合計につきましては、前連結会計年度末比1.0％増加し223億7千2百万円となりました。前連結

会計年度末との比較での主な増加要因は四半期純利益5億5千2百万円、主な減少要因は剰余金の配当4

億6千4百万円であります。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は39億7千5百万円となり、前連結会

計年度末と比べ5千6百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況および増減要因は以下の

とおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは8億2千2百万円の収入と

なりました。主な要因は、収入要因が税金等調整前四半期純利益8億8千9百万円、売上債権の減少額12億

2千7百万円等であり、支出要因がたな卸資産の増加額4億6百万円、法人税等の支払額8億3千9百万円等

であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）
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当第１四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは3億1千8百万円の支出と

なりました。主な要因は固定資産の取得による支出3億2千3百万円等であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは4億6千8百万円の支出と

なりました。主な要因は配当金の支払額4億6千4百万円であります。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

　

(5) 研究開発活動

当第１四半期連結会計期間の研究開発費の総額は3億8千9百万円であります。また、当第１四半期連結

会計期間において、研究開発活動の状況(研究目的・主要課題・研究成果・研究体制等)に重要な変更は

ありません。

　

(6) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当社グループは特定の市場及び特定の顧客企業への売上比率が比較的大きく、当該市場の動向および

当該顧客企業の業績により当社グループの経営成績が左右されるリスクがあります。

　現在、上記リスクを解消し一層の安定的な経営基盤の構築に向けて、操作用スイッチを主力とする株式

会社フジソクを一昨年グループに迎え入れスイッチサプライヤーとして確固たる地位を確立すべく同社

の事業再生を図っているところであります。また、新たなマーケットを開拓すべく研究開発体制を充実さ

せ、新領域の製品を産み出すべく日夜取り組みを進めているところであります。

　上記活動の成果を結実させることを喫緊の課題と認識し早期に実現を図る所存であります。

　

(7) 経営者の問題認識と今後の方針について

当社グループは、新製品・新市場・新顧客の開拓に積極果敢に挑戦するとともに、以下に掲げる課題及

び方針につき充分な取り組みを行い、更に成長性あるCOPAL ELECTRONICSを目指す所存であります。

①株式会社フジソクの操作用スイッチの事業再生を早期に実現させ、更なる事業成長を加速させるため

に開発体制を強化、高収益体質への変革を推進する。

②国内は内製技術の蓄積と向上による高精度の部品や設備の内製化を、また海外は現地調達の推進、生産

効率の向上を各々実現し、トータルコストダウンと高品質により市場競争力を更に強化する。

③開発センターを中心にニーズとシーズにもとづく新たな事業領域に向けた製品を開発し、次期成長戦

略の原動力とする。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 200,000,000

計 200,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年８月６日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 66,452,00066,452,000
東京証券取引所
市場第一部

権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式

計 66,452,00066,452,000― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成20年６月30日 ─ 66,452 ─ 2,362,050─ 2,219,453

　

(5) 【大株主の状況】

当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年３月31日現在で記載しております。

① 【発行済株式】

平成20年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式 149,600

―
権利内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式 66,301,000 663,010 同上

単元未満株式 普通株式 1,400 ― 同上

発行済株式総数 66,452,000― ―

総株主の議決権 ― 663,010 ―

(注)　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が100株（議決権１個）含まれてお

ります。

　

② 【自己株式等】

平成20年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

（自己保有株式） 東京都新宿区西新宿
七丁目５番25号

149,600─ 149,600 0.23
日本電産コパル電子株式会社

計 ― 149,600─ 149,600 0.23

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
４月 ５月 ６月

最高(円) 715 685 685

最低(円) 651 605 622

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間(平成20年４月１

日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、京都監査法人により四半期レビューを

受けております。
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１ 【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20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,999,885 4,056,298

受取手形及び売掛金 10,230,149 11,444,050

商品 335,304 369,278

製品 2,135,831 1,965,096

半製品 224,702 215,937

原材料 1,809,431 1,695,351

仕掛品 1,417,527 1,241,099

その他 730,532 844,329

貸倒引当金 △10,552 △10,846

流動資産合計 20,872,813 21,820,593

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,639,549 3,596,236

機械装置及び運搬具（純額） 2,826,953 2,704,010

工具、器具及び備品（純額） 854,431 889,812

土地 1,599,296 1,599,296

リース資産（純額） 4,832 －

建設仮勘定 100,112 122,876

有形固定資産合計 ※１
 9,025,175

※１
 8,912,232

無形固定資産

のれん 1,275,658 1,371,333

その他 886,215 817,927

無形固定資産合計 2,161,874 2,189,261

投資その他の資産 ※３
 2,238,254

※３
 2,260,701

固定資産合計 13,425,304 13,362,195

資産合計 34,298,117 35,182,788
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,683,215 5,917,688

短期借入金 2,000,000 2,000,000

未払法人税等 256,103 880,559

賞与引当金 380,070 615,623

その他 1,863,788 1,809,551

流動負債合計 10,183,177 11,223,422

固定負債

退職給付引当金 1,456,463 1,525,801

その他 285,781 284,660

固定負債合計 1,742,244 1,810,461

負債合計 11,925,422 13,033,884

純資産の部

株主資本

資本金 2,362,050 2,362,050

資本剰余金 2,263,488 2,263,488

利益剰余金 17,438,707 17,350,374

自己株式 △37,074 △37,074

株主資本合計 22,027,171 21,938,838

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 81,031 96,091

為替換算調整勘定 235,994 79,703

評価・換算差額等合計 317,026 175,795

少数株主持分 28,497 34,269

純資産合計 22,372,695 22,148,903

負債純資産合計 34,298,117 35,182,788
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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）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

売上高 7,620,468

売上原価 5,239,137

売上総利益 2,381,331

販売費及び一般管理費 ※１
 1,469,758

営業利益 911,572

営業外収益

受取利息及び配当金 10,862

為替差益 32,924

その他 12,946

営業外収益合計 56,733

営業外費用

支払利息 5,807

売上割引 2,807

支払補償費 ※２
 3,863

その他 1,385

営業外費用合計 13,863

経常利益 954,443

特別利益

固定資産売却益 2,166

特別利益合計 2,166

特別損失

固定資産除売却損 3,856

たな卸資産評価損 31,225

事業再編損 31,143

その他 814

特別損失合計 67,040

税金等調整前四半期純利益 889,569

法人税、住民税及び事業税 234,179

法人税等調整額 100,423

法人税等合計 334,602

少数株主利益 2,517

四半期純利益 552,449
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
　

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30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 889,569

減価償却費 308,046

のれん償却額 95,674

賞与引当金の増減額（△は減少） △236,047

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,460

事業再編損失 31,143

固定資産除売却損益（△は益） 1,967

その他の特別損益（△は益） 814

退職給付引当金の増減額（△は減少） △69,215

預り保証金の増減額（△は減少） 5,000

受取利息及び受取配当金 △10,862

支払利息 5,807

為替差損益（△は益） 12,162

売上債権の増減額（△は増加） 1,227,785

たな卸資産の増減額（△は増加） △406,543

仕入債務の増減額（△は減少） △288,836

未払消費税等の増減額（△は減少） △7,500

その他 152,532

小計 1,710,040

利息及び配当金の受取額 10,881

利息の支払額 △1,829

法人税等の支払額 △839,671

事業再編による支出 △57,247

営業活動によるキャッシュ・フロー 822,172
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（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △323,996

固定資産の売却による収入 4,663

投資有価証券の取得による支出 △1,647

投資有価証券の売却による収入 3,269

貸付けによる支出 △1,645

貸付金の回収による収入 1,021

差入保証金の差入による支出 △1,371

差入保証金の回収による収入 1,673

保険積立金の積立による支出 △216

投資活動によるキャッシュ・フロー △318,250

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,038

配当金の支払額 △464,472

少数株主への配当金の支払額 △2,524

財務活動によるキャッシュ・フロー △468,036

現金及び現金同等物に係る換算差額 △92,298

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △56,412

現金及び現金同等物の期首残高 4,031,795

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 3,975,382
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。

　

【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】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

　　会計処理基準に関する事項

の変更

(1) 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月

５日　企業会計基準第９号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基

準については、低価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に

変更しております。

この結果、従来の方法によった場合に比べて、税金等調整前四半期純利益が

31,225千円減少しております。
 

(2) 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの

適用

「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」（企業会計基準委員会　平成18年５月17日　実務対応報告第18号）を当第

１四半期連結会計期間から適用しております。

これによる損益への影響はありません。
 

(3) リース取引に関する会計基準等の適用

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成５年６月17日

　最終改正平成19年３月30日　企業会計基準第13号）及び「リース取引に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平成６年１月18日　最終改正

平成19年３月30日　企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期

間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法

に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。

また、所有権移転外ファイナンス・リース資産の減価償却の方法は、リース

期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に

4,832千円計上され、営業利益は45千円、経常利益は21千円増加し、税金等調整

前四半期純利益は155千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。
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【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１　一般債権の貸倒見積高の算

定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定した

ものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を

使用して貸倒見積高を算定しております。
 

２　棚卸資産の評価方法 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しましては、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定する方

法によっております。

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについ

てのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。
 

３　固定資産の減価償却費の算

定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を

期間按分して算定する方法によっております。
 

４　経過勘定項目の算定方法 一部の項目につきましては、合理的な算定方法による概算額で計上する方法に

よっております。
 

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 17,642,437千円
　

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 17,429,036千円
　

　２ 輸出手形割引高 12,815千円　２ 輸出手形割引高 17,483千円
　

※３ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

投資その他の資産 12,043千円
 

※３ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

投資その他の資産 13,493千円

　

(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

※１ 販売費及び一般管理費

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

運送費 84,678千円

給料賃金 474,185

賞与引当金繰入額 133,582

退職給付費用 52,284

福利厚生費 89,067

減価償却費 44,667

のれん償却額 95,674
 

※２ 「支払補償費」は製品の補償に係るものであります。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

※　 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 3,999,885千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △24,503

現金及び現金同等物 3,975,382
 

　

(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計(累計)期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 66,452,000

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 149,636

　

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
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５月16日
取締役会

普通株式 利益剰余金 464,116 7.00平成20年３月31日 平成20年６月２日

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

(リース取引関係)

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

「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」に記載のとおり、当第１四半期連

結会計期間から「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成５年６月17日　最終改正平成

19年３月30日　企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委

員会　平成６年１月18日　最終改正平成19年３月30日　企業会計基準適用指針第16号）を早期に適用してい

るため、記載すべき事項はありません。
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(有価証券関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成20年６月30日)

その他有価証券で時価のあるものが、事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年

度の末日に比べて著しい変動が認められるものはありません。

　

(デリバティブ取引関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成20年６月30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。

　

(ストック・オプション等関係)

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当連結グループは、電子回路部品、圧力センサ及びアクチュエータの製造・販売及びポテンショメー

タ、エンコーダ他の仕入商品の販売を営んでおり、事業区分としては単一セグメントであるため、事業

の種類別セグメント情報は作成しておりません。

　

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　

日本

(千円)

米国

(千円)

ドイツ

(千円)

中国

(千円)

韓国

(千円)

シンガ

ポール

(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 6,965,55766,169218,188171,607118,22280,7237,620,468─ 7,620,468

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
559,2072,8133,9911,394,0923,802 ─ 1,963,907(1,963,907)─

計 7,524,76468,982222,1791,565,699122,02480,7239,584,375(1,963,907)7,620,468

営業利益(又は営業損失) 1,147,370△2,82024,855253,36621,3186,9841,451,074(539,501)911,572

(注)　会計方針の変更

「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」に記載のとおり、当第１四半期連結会計期

間から「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成５年６月17日　最終改正平成19年３月30日　

企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平成６年１月18

日　最終改正平成19年３月30日　企業会計基準適用指針第16号）を早期に適用しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業利益が45千円増加しております。

　

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　

北米地域 欧州地域 アジア地域 その他地域 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 140,636 358,0491,097,476 3,950 1,600,112

Ⅱ　連結売上高(千円) ─ ─ ─ ─ 7,620,468

Ⅲ　連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

1.8 4.7 14.4 0.1 21.0

(注) １　地域は、地理的近接度により区分しております。

２　各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1) 北米地域…………アメリカ

(2) 欧州地域…………ドイツ、イギリス

(3) アジア地域………中国、韓国、台湾、シンガポール、マレーシア

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。

　

(企業結合等関係)

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

　

１株当たり純資産額 337.00円
　

　

１株当たり純資産額 333.54円
　

　

２　１株当たり四半期純利益金額

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

　

１株当たり四半期純利益金額 8.33円
　

(注) １　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

四半期純利益金額(千円) 552,449

普通株主に帰属しない金額(千円) ─

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 552,449

普通株式の期中平均株式数(千株) 66,302

　

(重要な後発事象)

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。
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２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年８月５日

日本電産コパル電子株式会社

取締役会　御中

　

京都監査法人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　花　　井　　裕　　風　　印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　梶　　田　　明　　裕　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本

電産コパル電子株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累

計期間(平成20年４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借

対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。

この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸

表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

　

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本電産コパル電子株式会社及び連結子会社

の平成20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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