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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２四半期連結累計期間
第42期

第２四半期連結会計期間
第41期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日

自　平成20年７月１日
至　平成20年９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) 15,667,300 8,046,831 33,880,828

経常利益 (千円) 1,870,638 916,195 4,190,927

四半期(当期)純利益 (千円) 1,063,163 510,714 2,547,647

純資産額 (千円) ─ 22,796,947 22,148,903

総資産額 (千円) ─ 35,394,784 35,182,788

１株当たり純資産額 (円) ─ 343.37 333.54

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 16.04 7.70 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 (％) ─ 64.3 62.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 1,984,236 ─ 2,573,600

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △609,096 ─ △1,743,220

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △468,806 ─ △798,165

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ─ 4,891,498 4,031,795

従業員数 (人) ─ 1,796 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２四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２四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) 連結会社の状況

平成20年９月30日現在

従業員数(人) 1,796(195)

(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２四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９月30日現在

従業員数(人) 606(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２四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２四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 3,441,296

圧力センサ 694,992

アクチュエータ 2,616,663

合計 6,752,952

(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２四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 3,374,536 2,194,559

圧力センサ 695,964 349,603

アクチュエータ 2,775,826 1,278,253

商品 771,005 356,335

合計 7,617,333 4,178,752

(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２四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 3,612,179

圧力センサ 721,112

アクチュエータ 2,797,002

商品 916,537

合計 8,046,831

(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２四半期連結会計期間

金額(千円) 割合(％)

㈱三共 1,045,175 13.0

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２四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】

下記文中に用いた前年同期比増減率は、当年度が四半期報告制度導入初年度であるが故に参考情報とな

ります。

　

(1) 経営成績の分析

当第２四半期連結会計期間(平成20年７月１日～平成20年９月30日)における外部環境につきまして

は、投資銀行の大型破綻に象徴される米国実体経済の更なる悪化や欧州への金融危機の波及、円高進行に

伴う輸出動向の不透明感等、従前と比べても厳しい局面を迎えた感があります。

このような環境下、当第２四半期連結会計期間(3ヶ月)の売上高につきましては、アクチュエータ部門、

商品部門が前年同期比で増収となりましたが、電子回路部品部門及び圧力センサ部門が減収となり前年

同期比3.8％減の80億4千6百万円となりました。

連結売上高は減収となったものの売上総利益率の上昇並びに販管費の減少により、連結営業利益は前

年同期比10.6％増の9億7千6百万円、連結経常利益は前年同期比10.0％増の9億1千6百万円、連結四半期純

利益は前年同期比2.2％増の5億1千万円となり減収増益の結果となりました。

　

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、トリマが前年同期比8.2％増と健闘したものの、ス

イッチについては操作用スイッチの需要減少により前年同期比18.5％減となり、部門全体では前年

同期比11.4％減の36億1千2百万円となりました。

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13.2％減の7億2千1百万円となりました。

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第１四半期

に引き続き堅調に推移し前年同期比4.9％増、モータが遊技機器業界向けを中心に好調を維持し前年

同期比11.8％増と健闘した結果、部門全体で前年同期比9.6％増の27億9千7百万円となりました。

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、ATM向けコインセンサの売上増等により前年同期比1.6％増の

9億1千6百万円となりました。

　

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

事務機器・遊技機器業界向けを中心にアクチュエータ部門が売上増と健闘したものの、操作用ス

イッチの売上減等により、外部顧客に対する売上高は前年同期比5.2％減の72億8千5百万円となりま

した。

米国

米国での販売につきましては、スキャナの引き合いが好調に推移したこともあり、外部顧客に対す

る売上高は前年同期比15.4％増の1億円となりました。
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ドイツ

欧州圏での販売につきましては、新規獲得顧客への拡販およびスイッチの引き合いが好調に推移

したことにより、外部顧客に対する売上高は前年同期比26.9％増の2億3千2百万円となりました。

中国

中国での販売につきましては、第１四半期に引き続き堅調に推移し、外部顧客に対する売上高は前

年同期比11.6％増の2億2千1百万円となりました。

韓国

韓国での販売につきましては、トリマおよびセンサの売上が堅調に推移したこともあり、外部顧客

に対する売上高は前年同期比5.2％増の1億1千9百万円となりました。

シンガポール

シンガポールでの販売につきましては、トリマおよびスキャナが堅調に推移し外貨ベースでの売

上高は増加したものの為替の影響により、外部顧客に対する売上高は前年同期比5.4％減の8千6百万

円となりました。

　

(2) 財政状態の分析

（資産）

当第２四半期連結会計期間末の資産につきましては、流動資産が現金及び預金の増加や棚卸資産の

増加により前連結会計年度末比3億5千3百万円増加し221億7千3百万円となりました。また、固定資産

が、のれんの償却や投資有価証券の期末時価の低下により前連結会計年度末比1億4千1百万円減少し

132億2千万円となりました。結果、総資産は前連結会計年度末比2億1千1百万円増加し353億9千4百万円

となりました。

（負債）

当第２四半期連結会計期間末の負債につきましては、流動負債が買掛債務の減少や未払法人税等の

減少により前連結会計年度末比4億2千3百万円減少し108億円となりました。また、固定負債が、退職給

付引当金の減少により前連結会計年度末比1千3百万円減少し17億9千7百万円となりました。結果、負債

合計は前連結会計年度末比4億3千6百万円減少し125億9千7百万円となりました。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末の純資産につきましては、前連結会計年度末比6億4千8百万円増加し

227億9千6百万円となりました。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10億6千3

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２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は48億9千1百万円となりました。各

キャッシュ・フローの状況および増減要因は以下の通りです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは11億6千2百万円の収入と

なりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益および減価償却費であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは2億9千万円の支出となり

ました。主な要因は、固定資産の取得による支出であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは0百万円の支出となりま

した。
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四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２四半期連結会計期間の研究開発費の総額は3億9千3百万円であります。また、当第２四半期連結

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。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四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２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間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２四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２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年11月13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９月30日 ─ 66,452 ─ 2,362,050─ 2,219,453
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(5) 【大株主の状況】

平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

日本電産株式会社 京都府京都市南区久世殿城町338番地 41,842 62.97

永守　重信 京都府京都市西京区 2,048 3.08

佐々木　英明 埼玉県入間市 1,232 1.85

小倉クラッチ株式会社 群馬県桐生市相生町２丁目678番地 1,047 1.58

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１番２号 853 1.28

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 782 1.18

コパル電子取引先持株会 埼玉県入間市大字新久下新田110番地１ 739 1.11

日本トラスティ・サービス信託銀行株
式会社（信託口４Ｇ）

東京都中央区晴海１丁目８番11号 729 1.10

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内１丁目３番３号 557 0.84

コパル電子従業員持株会 埼玉県入間市大字新久下新田110番地１ 457 0.69

計 ― 50,288 75.68

(注)　上記の日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式数は、すべて信託業務に係る株式であり、それらは

すべて、管理有価証券信託設定分の株式となっております。

　

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年９月30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 66,300,800 663,008 同上

単元未満株式 普通株式 1,600 ― 同上

発行済株式総数 66,452,000― ―

総株主の議決権 ― 663,008 ―

(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。
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② 【自己株式等】

平成20年９月30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 ７月 ８月 ９月

最高(円) 715 685 685 645 635 600

最低(円) 651 605 622 523 528 505

(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。

なお、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び当第２四半期連

結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及び作

成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日　内閣府令第50号）附則第７条第

１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。

　

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２四半期連結会計期間(平成20年７月１

日から平成20年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 4,916,001 4,056,298

受取手形及び売掛金 10,258,884 11,444,050

商品及び製品 3,090,619 2,550,312

仕掛品 1,457,010 1,241,099

原材料及び貯蔵品 1,600,338 1,773,608

その他 862,333 766,071

貸倒引当金 △11,227 △10,846

流動資産合計 22,173,959 21,820,593

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,655,638 3,596,236

機械装置及び運搬具（純額） 2,715,674 2,704,010

工具、器具及び備品（純額） 874,750 889,812

土地 1,599,296 1,599,296

リース資産（純額） 3,814 －

建設仮勘定 133,895 122,876

有形固定資産合計 ※１
 8,983,070

※１
 8,912,232

無形固定資産

のれん 1,179,984 1,371,333

その他 931,914 817,927

無形固定資産合計 2,111,899 2,189,261

投資その他の資産 ※３
 2,125,855

※３
 2,260,701

固定資産合計 13,220,824 13,362,195

資産合計 35,394,784 35,182,788
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 5,816,470 5,917,688

短期借入金 2,000,000 2,000,000

未払法人税等 626,726 880,559

賞与引当金 603,497 615,623

その他 1,753,714 1,809,551

流動負債合計 10,800,409 11,223,422

固定負債

退職給付引当金 1,467,253 1,525,801

その他 330,174 284,660

固定負債合計 1,797,427 1,810,461

負債合計 12,597,837 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 17,949,421 17,350,374

自己株式 △37,074 △37,074

株主資本合計 22,537,885 21,938,838

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 5,627 96,091

為替換算調整勘定 222,587 79,703

評価・換算差額等合計 228,215 175,795

少数株主持分 30,846 34,269

純資産合計 22,796,947 22,148,903

負債純資産合計 35,394,784 35,182,788
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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）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

売上高 15,667,300

売上原価 10,860,261

売上総利益 4,807,039

販売費及び一般管理費 ※１
 2,919,312

営業利益 1,887,726

営業外収益

受取利息及び配当金 26,116

その他 21,831

営業外収益合計 47,948

営業外費用

支払利息 12,225

売上割引 5,498

為替差損 32,135

支払補償費 ※２
 12,469

その他 2,707

営業外費用合計 65,036

経常利益 1,870,638

特別利益

固定資産売却益 2,204

特別利益合計 2,204

特別損失

固定資産除売却損 48,272

投資有価証券評価損 31,157

たな卸資産評価損 31,225

事業再編損 64,988

その他 985

特別損失合計 176,629

税金等調整前四半期純利益 1,696,212

法人税、住民税及び事業税 634,957

法人税等調整額 △6,568

法人税等合計 628,389

少数株主利益 4,659

四半期純利益 1,063,163
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成20年９月30日)

売上高 8,046,831

売上原価 5,621,123

売上総利益 2,425,707

販売費及び一般管理費 ※１
 1,449,554

営業利益 976,153

営業外収益

受取利息及び配当金 15,253

その他 8,885

営業外収益合計 24,138

営業外費用

支払利息 6,418

売上割引 2,691

為替差損 65,060

支払補償費 ※２
 8,606

その他 1,321

営業外費用合計 84,097

経常利益 916,195

特別利益

固定資産売却益 37

特別利益合計 37

特別損失

固定資産除売却損 44,415

投資有価証券評価損 31,157

事業再編損 33,845

その他 171

特別損失合計 109,589

税金等調整前四半期純利益 806,643

法人税、住民税及び事業税 400,778

法人税等調整額 △106,991

法人税等合計 293,786

少数株主利益 2,142

四半期純利益 510,714
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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２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９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 1,696,212

減価償却費 636,350

のれん償却額 191,348

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,090

貸倒引当金の増減額（△は減少） △469

事業再編損失 65,165

投資有価証券評価損益（△は益） 31,157

固定資産除売却損益（△は益） 50,392

その他の特別損益（△は益） 985

退職給付引当金の増減額（△は減少） △58,480

預り保証金の増減額（△は減少） 49,444

受取利息及び受取配当金 △26,116

支払利息 12,225

為替差損益（△は益） 16,707

売上債権の増減額（△は増加） 1,200,890

たな卸資産の増減額（△は増加） △549,713

仕入債務の増減額（△は減少） △211,239

未払消費税等の増減額（△は減少） △56,340

その他 △103,004

小計 2,933,427

利息及び配当金の受取額 26,181

利息の支払額 △2,584

法人税等の支払額 △874,588

事業再編による支出 △98,200

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,984,236

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 △622,759

固定資産の売却による収入 7,347

投資有価証券の取得による支出 △3,480

投資有価証券の売却による収入 3,752

貸付けによる支出 △1,650

貸付金の回収による収入 1,552

差入保証金の差入による支出 △11,386

差入保証金の回収による収入 17,961

保険積立金の積立による支出 △433

投資活動によるキャッシュ・フロー △609,096

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 △2,081

配当金の支払額 △464,199

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 △468,806

現金及び現金同等物に係る換算差額 △46,630

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 859,703

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 ※
 4,891,498
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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２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９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２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９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、当第２四半期連結累計期間に

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、当第２四半期連結累計期間の

リース資産が有形固定資産に3,814千円計上され、営業利益は91千円、経常利益

は47千円増加し、税金等調整前四半期純利益は129千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２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

１　一般債権の貸倒見積高の算

定方法

当第２四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２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しましては、実地棚卸を一部

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２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 17,205,892千円
 

　

※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 8,962千円　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 12,428千円
 

※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)

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９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 166,530千円

給料賃金 959,488

賞与引当金繰入額 258,065

退職給付費用 105,567

福利厚生費 174,826

減価償却費 95,071

のれん償却額 191,348
 

※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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　 当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９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 81,851千円

給料賃金 485,302

賞与引当金繰入額 124,483

退職給付費用 53,283

福利厚生費 85,758

減価償却費 50,403

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。
 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９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 4,916,001千円

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 4,891,498
 

　

(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　

至　平成20年９月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
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２四半期
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
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年５月16日
取締役会

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

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 配当の原資

平成20年10月27日
取締役会

普通株式 464,116 7.00平成20年９月30日 平成20年12月３日 利益剰余金

　

(リース取引関係)

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９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、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。

　

(有価証券関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成20年９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２四半期連結会計期間末(平成20年９月30日)

該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９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２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９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 7,285,892100,612232,659221,530119,91186,2258,046,831─ 8,046,831

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
568,0012,2794,5021,396,2694,693 ─ 1,975,745(1,975,745)─

計 7,853,893102,892237,1611,617,799124,60486,22510,022,577(1,975,745)8,046,831

営業利益 1,220,5124,3855,022225,86617,6317,0641,480,484(504,330)976,153

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９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 14,251,449166,782450,848393,137238,133166,94815,667,300─ 15,667,300

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,127,2085,0928,4932,790,3628,495 ─ 3,939,652(3,939,652)─

計 15,378,658171,874459,3413,183,499246,629166,94819,606,952(3,939,652)15,667,300

営業利益 2,367,8821,56529,878479,23238,95014,0482,931,558(1,043,831)1,887,726

(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、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91千円増加しております。

　

【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９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) 178,450 393,6891,261,441 1,821 1,835,403

Ⅱ　連結売上高(千円) ─ ─ ─ ─ 8,046,831

Ⅲ　連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

2.2 4.9 15.7 0.0 22.8

(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。

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)
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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) 319,087 751,7392,358,917 5,771 3,435,516

Ⅱ　連結売上高(千円) ─ ─ ─ ─ 15,667,300

Ⅲ　連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

2.0 4.8 15.1 0.0 21.9

(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２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

該当事項はありません。

　

(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 343.37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

第２四半期連結累計期間
　

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

　

１株当たり四半期純利益金額 16.04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２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

四半期純利益金額(千円) 1,063,163

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) 1,063,163

普通株式の期中平均株式数(千株) 66,302
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第２四半期連結会計期間
　

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９月30日)

　

１株当たり四半期純利益金額 7.70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２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９月30日)

四半期純利益金額(千円) 510,714

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) 510,714

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２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

該当事項はありません。

　

２【その他】

平成20年10月27日開催の取締役会において、平成20年９月30日を基準日とする剰余金の配当に関し、次

のとおり決議いたしました。

(イ)上記配当金の総額…………………………………464,116千円

(ロ)１株当たりの金額…………………………………７円00銭

(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成20年12月３日

（注)　平成20年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行

います。
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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11月11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２四半期連結会

計期間(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から

平成20年９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９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累

計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・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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