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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３四半期連結累計期間
第42期

第３四半期連結会計期間
第41期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日

自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (千円) 22,805,484 7,138,184 33,880,828

経常利益 (千円) 2,395,495 524,857 4,190,927

四半期(当期)純利益 (千円) 1,349,419 286,255 2,547,647

純資産額 (千円) ─ 22,091,591 22,148,903

総資産額 (千円) ─ 35,206,747 35,182,788

１株当たり純資産額 (円) ─ 332.80 333.54

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 20.35 4.32 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 (％) ─ 62.7 62.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 2,270,323 ─ 2,573,600

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △778,615 ─ △1,743,220

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △635,132 ─ △798,165

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ─ 4,806,170 4,031,795

従業員数 (人) ─ 1,846 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３四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３四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12月31日現在

従業員数(人) 1,846(187)

(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３四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12月31日現在

従業員数(人) 607(136)

(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３四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３四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 2,624,806

圧力センサ 570,074

アクチュエータ 2,379,595

合計 5,574,476

(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) 受注実績

当第３四半期連結会計期間における受注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 受注高(千円) 受注残高(千円)

電子回路部品 2,718,318 1,943,049

圧力センサ 488,069 273,607

アクチュエータ 2,566,789 1,180,770

商品 992,103 408,421

合計 6,765,280 3,805,848

(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３四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 2,969,828

圧力センサ 564,065

アクチュエータ 2,664,271

商品 940,017

合計 7,138,184

(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３四半期連結会計期間

金額(千円) 割合(％)

㈱三共 765,042 10.7

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３四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３四半期連結会計期間(平成20年10月１日～平成20年12月31日)における外部環境につきまして

は、米国金融危機に端を発する実体経済の悪化が更に進行し、10月以降全世界的に個人消費・設備投資の

落ち込みが烈しく円高進行も加わり日本を代表する優良輸出企業でさえ通期業績見込みが赤字に陥るな

ど、これまでになく業績的には逆風の環境であったと言えます。

このような厳しい環境下、当第３四半期連結会計期間(3ヶ月)の連結売上高につきましては、電子回路

部品、圧力センサ、アクチュエータ、商品の全部門で前年同期比で減収となり、全体で前年同期比21.2％減

の71億3千8百万円となりました。

ただ、アクチュエータ部門のモータにつきましては売上高は前年同期好調の反動もあり前年同期比

28.1％の減となっておりますが、当第１四半期・当第２四半期を上回る売上を確保しており、また商品部

門につきましては新規開拓努力もあり減収幅を微減に抑えるなど逆風の環境下健闘致しました。

また、連結売上高(3ヶ月)の減少に伴い、連結営業利益は前年同期比52.7％減の6億4千9百万円、連結経

常利益は前年同期比61.4％減の5億2千4百万円、連結四半期純利益は前年同期比65.8％減の2億8千6百万

円となり減収減益の結果となりましたが、上記部門の売上確保や各部門の原価低減努力等もあって当第

３四半期(3ヶ月)損益にて黒字を確保しております。

　

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、スイッチとも家電業界・放送機器業界等から

の需要減少を受けて前年同期比減収となり、前年同期比21.9％減の29億6千9百万円となりました。

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・空圧業界等からの引き合い低迷

を受け、前年同期比27.0％減の5億6千4百万円となりました。

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等からの引き合い減によ

り前年同期比8.5％減、モータが当第１四半期・当第２四半期を上回る売上は確保しているものの前

年同期遊技機器向け好調の反動があり前年同期比28.1％減となった結果、部門全体で前年同期比

24.5％減の26億6千4百万円となりました。

商品部門

商品部門の売上高につきましては、携帯電話向けタッチパネルの新規取扱いなどの開拓努力もあ

り前年同期比1.7％減の9億4千万円と微減にとどめ逆風の環境下健闘致しました。
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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の前年同期遊技機器向け好調の反動や電子回路部品部門・圧力センサ部門の

家電業界等景況悪化を受けた需要減等により、日本セグメントの外部顧客に対する売上高は前年同

期比22.5％減の65億9千5百万円となりました。

米国

当第２四半期に引き続きスキャナの売上が好調に推移し新規販路先への売上の増加もあり、米国

セグメントの外部顧客に対する売上高は前年同期比75.6％増の9千4百万円となりました。

ドイツ

スイッチの引き合いが好調に推移し外貨ベースの外部顧客に対する売上高は前年同期比7.7％増

であったものの為替の影響により、円換算のドイツセグメントの外部顧客に対する売上高は前年同

期比28.3％減の1億2千4百万円となりました。

中国

中国での販売につきましては当第２四半期に引き続き堅調に推移し、中国セグメントの外部顧客

に対する売上高は前年同期比37.2％増の2億4百万円となりました。

韓国

センサの売上が堅調に推移し現地通貨ベースの外部顧客に対する売上高は前年同期比24.3％増と

なったものの、韓国ウォンの暴落とも言えるような為替変動の影響により、円換算の韓国セグメント

の外部顧客に対する売上高は前年同期比46.0％減の4千8百万円となりました。

シンガポール

外貨ベースでの外部顧客に対する売上高は、ほぼ前年同期並みの推移となったものの為替の影響

により、円換算のシンガポールセグメントの外部顧客に対する売上高は前年同期比10.0％減の7千万

円となりました。

　

(2) 財政状態の分析

（資産）

当第３四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中国春節休

業対応による棚卸資産の増加等により前連結会計年度末比13億3千1百万円増加し231億5千2百万円と

なりました。また、固定資産が投資有価証券の期末時価低下等により前連結会計年度末比13億7百万円

減少し120億5千4百万円となり、総資産は前連結会計年度末比2千3百万円増加し352億6百万円となりま

した。

（負債）

当第３四半期連結会計期間末の負債につきましては、流動負債が期末日休日の影響による買掛債務

の増加や短期借入金の増加等により前連結会計年度末比5千6百万円増加し112億7千9百万円となりま

した。また、固定負債が、特約店からの営業預り保証金の増加等により前連結会計年度末比2千5百万円

増加し18億3千5百万円となり、負債合計は前連結会計年度末比8千1百万円増加し131億1千5百万円とな

りました。
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（純資産）

当第３四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5千7百万円減少し220億

9千1百万円となりました。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13億4千9百万

円、主な減少要因は剰余金の配当9億2千8百万円および為替換算調整勘定の変動3億1千万円でありま

す。

　

(3) 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の残高は48億6百万円となりました。各

キャッシュ・フローの状況および増減要因は以下のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四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2億8千6百万円の収入と

なりました。主な収入要因は、仕入債務の増加額および税金等調整前四半期純利益であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四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1億6千9百万円の支出と

なりました。主な支出要因は、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３四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1億6千6百万円の支出と

なりました。主な支出要因は、配当金の支払額であります。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四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３四半期連結会計期間の研究開発費の総額は4億2千5百万円であります。また、当第３四半期連結

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３四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３四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３四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３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年２月12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
単元株式数 100株

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12月31日 ─ 66,452 ─ 2,362,050─ 2,219,453

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四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３四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９月30日現在で記載しております。

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
単元株式数 100株

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。

　

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 10月 11月 12月

最高(円) 715 685 685 645 635 600 574 574 533

最低(円) 651 605 622 523 528 505 331 496 406

(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３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）及び当第３四半期連

結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31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、当連結会計年度の第３四半期連結会計期間

(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成

20年12月31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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 5,330,673 4,056,298

受取手形及び売掛金 ※４
 10,464,704 11,444,050

商品及び製品 3,163,448 2,550,312

仕掛品 1,708,084 1,241,099

原材料及び貯蔵品 1,759,151 1,773,608

その他 737,817 766,071

貸倒引当金 △11,625 △10,846

流動資産合計 23,152,254 21,820,593

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,475,682 3,596,236

機械装置及び運搬具（純額） 2,570,369 2,704,010

工具、器具及び備品（純額） 856,748 889,812

土地 1,599,296 1,599,296

リース資産（純額） 2,797 －

建設仮勘定 88,341 122,876

有形固定資産合計 ※１
 8,593,235

※１
 8,912,232

無形固定資産

のれん 1,084,310 1,371,333

その他 949,656 817,927

無形固定資産合計 2,033,966 2,189,261

投資その他の資産 ※３
 1,427,291

※３
 2,260,701

固定資産合計 12,054,493 13,362,195

資産合計 35,206,747 35,182,788

EDINET提出書類

日本電産コパル電子株式会社(E02034)

四半期報告書

12/25



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 6,581,692 5,917,688

短期借入金 2,299,000 2,000,000

未払法人税等 63,398 880,559

賞与引当金 372,142 615,623

その他 1,963,445 1,809,551

流動負債合計 11,279,679 11,223,422

固定負債

退職給付引当金 1,485,005 1,525,801

その他 350,471 284,660

固定負債合計 1,835,476 1,810,461

負債合計 13,115,156 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 17,771,560 17,350,374

自己株式 △37,074 △37,074

株主資本合計 22,360,024 21,938,838

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △63,453 96,091

為替換算調整勘定 △231,272 79,703

評価・換算差額等合計 △294,726 175,795

少数株主持分 26,293 34,269

純資産合計 22,091,591 22,148,903

負債純資産合計 35,206,747 35,182,788
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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）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

売上高 22,805,484

売上原価 15,912,739

売上総利益 6,892,744

販売費及び一般管理費 ※１
 4,355,487

営業利益 2,537,257

営業外収益

受取利息及び配当金 34,345

補助金収入 18,301

その他 37,543

営業外収益合計 90,190

営業外費用

支払利息 18,058

売上割引 7,615

為替差損 187,751

支払補償費 ※２
 13,164

その他 5,361

営業外費用合計 231,952

経常利益 2,395,495

特別利益

固定資産売却益 2,713

特別利益合計 2,713

特別損失

固定資産除売却損 50,347

投資有価証券評価損 86,621

たな卸資産評価損 31,225

事業再編損 68,854

その他 1,111

特別損失合計 238,160

税金等調整前四半期純利益 2,160,049

法人税、住民税及び事業税 684,800

法人税等調整額 121,473

法人税等合計 806,274

少数株主利益 4,355

四半期純利益 1,349,419
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
　至 平成20年12月31日)

売上高 7,138,184

売上原価 5,052,478

売上総利益 2,085,705

販売費及び一般管理費 ※１
 1,436,174

営業利益 649,531

営業外収益

受取利息及び配当金 8,228

受取保険金 12,246

補助金収入 18,006

その他 3,760

営業外収益合計 42,242

営業外費用

支払利息 5,832

売上割引 2,117

為替差損 155,615

支払補償費 ※２
 695

その他 2,654

営業外費用合計 166,915

経常利益 524,857

特別利益

固定資産売却益 509

特別利益合計 509

特別損失

固定資産除売却損 2,075

投資有価証券評価損 55,463

事業再編損 3,865

その他 126

特別損失合計 61,530

税金等調整前四半期純利益 463,836

法人税、住民税及び事業税 49,843

法人税等調整額 128,042

法人税等合計 177,885

少数株主損失（△） △304

四半期純利益 286,255
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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３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31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 2,160,049

減価償却費 961,768

のれん償却額 287,023

賞与引当金の増減額（△は減少） △238,621

貸倒引当金の増減額（△は減少） 243

事業再編損失 68,854

投資有価証券評価損益（△は益） 86,621

固定資産除売却損益（△は益） 51,957

その他の特別損益（△は益） 1,111

退職給付引当金の増減額（△は減少） △40,703

預り保証金の増減額（△は減少） 71,881

受取利息及び受取配当金 △34,345

支払利息 18,058

為替差損益（△は益） △19,673

売上債権の増減額（△は増加） 891,396

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,122,397

仕入債務の増減額（△は減少） 750,457

未払消費税等の増減額（△は減少） △102,951

その他 34,526

小計 3,825,255

利息及び配当金の受取額 34,407

利息の支払額 △14,370

法人税等の支払額 △1,471,440

事業再編による支出 △103,528

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,270,323

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 △866,733

固定資産の売却による収入 9,365

投資有価証券の取得による支出 △11,981

投資有価証券の売却による収入 3,752

貸付けによる支出 △1,545

貸付金の回収による収入 2,550

差入保証金の差入による支出 △12,420

差入保証金の回収による収入 28,894

保険積立金の積立による支出 △31,250

保険積立金の払戻による収入 100,753

投資活動によるキャッシュ・フロー △778,615

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 299,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △3,129

配当金の支払額 △928,478

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 △635,132

現金及び現金同等物に係る換算差額 △82,199

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 774,375

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 ※
 4,806,170
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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３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31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３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31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）を当連結会計年度の第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３四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）を当連

結会計年度の第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）を当連結会計年度の第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３四半期連結累計期間の

リース資産が有形固定資産に2,797千円計上され、営業利益は136千円、経常利

益は77千円増加し、税金等調整前四半期純利益は99千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３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

１　一般債権の貸倒見積高の算

定方法

当第３四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３四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３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 17,386,015千円
 

　

※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 6,300千円　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 12,524千円
 

※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
 

※４ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理につ

いては、手形交換日をもって決済処理しておりま

す。

　なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関

の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日

満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれて

おります。

受取手形 410,749千円

──────
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(四半期連結損益計算書関係)

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
  至　平成20年12月31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 223,078千円

給料賃金 1,404,483

賞与 226,559

賞与引当金繰入額 168,758

退職給付費用 159,891

福利厚生費 268,181

減価償却費 146,122

のれん償却額 287,023
 

※２ 「支払補償費」は製品の補償に係るものであります。
 

　

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
  至　平成20年12月31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。

給料賃金 444,994千円

賞与 226,210

賞与引当金繰入額 △89,307

退職給付費用 54,324

福利厚生費 93,354

支払手数料 68,719

減価償却費 51,051

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３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
  至　平成20年12月31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 5,330,673千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △524,503

現金及び現金同等物 4,806,170
 

　

(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　

至　平成20年12月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 66,452,000
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２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
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

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

　
　(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３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31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、当連結会計年度

の第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３四半期連結会計期間末(平成20年12月31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３四半期連結会計期間末(平成20年12月31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３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31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３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31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 6,595,79094,571124,098204,82248,72570,1757,138,184─ 7,138,184

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
362,6963,6443,2561,411,3322,893 ─ 1,783,823(1,783,823)─

計 6,958,48698,216127,3541,616,15551,61970,1758,922,007(1,783,823)7,138,184

営業利益又は営業損失(△) 914,58612,794△4,357245,080△455 5,0811,172,729(523,198)649,531

　

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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 20,847,240261,353574,946597,959286,859237,12422,805,484─ 22,805,484

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,489,9058,73711,7494,201,69411,388 ─ 5,723,475(5,723,475)─

計 22,337,145270,090586,6964,799,654298,248237,12428,528,959(5,723,475)22,805,484

営業利益 3,282,46914,36025,520724,31238,49419,1304,104,287(1,567,030)2,537,257

(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、当連結会計年度の第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、当第３四半期連結累計期間にて「日本」の営業利益が136

千円増加しております。

　

【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31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) 150,450 259,545 896,033 2,756 1,308,785

Ⅱ　連結売上高(千円) ─ ─ ─ ─ 7,138,184

Ⅲ　連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

2.1 3.6 12.6 0.0 18.3
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当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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) 469,5371,011,2843,254,951 8,528 4,744,301

Ⅱ　連結売上高(千円) ─ ─ ─ ─ 22,805,484

Ⅲ　連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

2.1 4.4 14.3 0.0 20.8

(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。

　

(企業結合等関係)

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 332.80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３四半期連結累計期間
　

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
  至　平成20年12月31日)

　

１株当たり四半期純利益金額 20.35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３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
  至　平成20年12月31日)

四半期純利益金額(千円) 1,349,419

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) 1,349,419

普通株式の期中平均株式数(千株) 66,302

　

EDINET提出書類

日本電産コパル電子株式会社(E02034)

四半期報告書

22/25



第３四半期連結会計期間
　

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
  至　平成20年12月31日)

　

１株当たり四半期純利益金額 4.32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３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
  至　平成20年12月31日)

四半期純利益金額(千円) 286,255

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) 286,255

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３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31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

のとおり決議し、配当を行っております。

(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

行っております。
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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21年２月９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３四半期連結会

計期間(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から

平成20年12月31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12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累

計期間の経営成績並びに第３四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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