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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】

　

回次
第44期
第１四半期
連結累計期間

第45期
第１四半期
連結累計期間

第44期

会計期間
自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日

自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日

自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日

売上高 (千円) 7,929,641 7,782,390 30,580,581

経常利益 (千円) 1,165,258 1,417,955 4,896,622

四半期(当期)純利益 (千円) 703,000 999,340 2,887,138

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 409,866 903,251 2,476,803

純資産額 (千円) 23,468,907 25,683,912 25,138,030

総資産額 (千円) 34,004,586 34,201,360 34,641,286

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 10.60 15.07 43.55

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 (％) 68.7 74.7 72.3

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第44期第１四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」(企

業会計基準第25号  平成22年６月30日)を適用し、遡及処理しております。

４．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。

　

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、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つい

て、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。　
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に

記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

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の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末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。

 

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間における経営環境につきましては、東日本大震災の直接間接の影響による

生産販売活動の落込みが懸念されておりましたが、震災影響で落ち込むと思われた客先の電子部品全般

の需要が比較的堅調に推移したことや生産活動の早期再開努力により震災の影響を最小限に抑えること

ができました。

当第１四半期連結累計期間の売上高につきましては、前年同期との対比で1.9％減の77億8千2百万円と

なりました。震災の影響は一部にあるものの半導体製造装置関連好調のセンサ事業やコインユニットや

ポテンショメータの健闘もあった商品事業は前年同期を上回る実績でありました。

また損益につきましては、製造費用等の低減に努めた結果、前年同期と比較して、連結営業利益は

12.9％増の14億2千1百万円、連結経常利益は21.7％増の14億1千7百万円、連結四半期純利益は42.2％増の

9億9千9百万円と各段階利益が増益となるとともに、売上高営業利益率は前年同期を2.4ポイント上回る

18.3％となりました。

　

セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。

(a)エレクトロニック＆メカニカルコンポーネンツ※

当セグメントの売上高につきましては、事業拠点である宮城県田尻事業所の震災被災など生産活動

への障害が少なからずあったものの影響を最小限にとどめ、前年同期比5.5％減の33億7千9百万円の結

果となりました。

セグメント利益(営業利益)につきましては、減収および被災によるロス等の影響で前年同期比

20.9％減少し、5億1千9百万円となりました。また、売上高セグメント利益率は前年同期比3.0ポイント

低下の15.4％となりました。

※当第1四半期連結会計期間より事業部名称変更に伴い、「電子回路部品」から「エレクトロニック＆メカニカルコン

ポーネンツ(Ｅ＆ＭＣ)」にセグメント名称を変更しております。
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(b)センサ

当セグメントの売上高につきましては、客先の一部に震災影響はあるものの半導体製造装置業界・

空圧業界等への売上好調が継続し前年同期比34.3％増の9億7千3百万円となりました。

セグメント利益(営業利益)につきましては、増収および固定費抑制等により前年同期比494.0％増の

2億1千7百万円となりました。また、売上高セグメント利益率は前年同期比17.2ポイント上昇の22.3％

となりました。

(c)アクチュエータ

当セグメントの売上高につきましては、モータが前年同期の遊技機器業界向け好調の反動もあり前

年同期比13.2％の減収、スキャナが事務機器業界等からの引き合い堅調により前年同期比2.2％の増収

となった結果、部門全体で前年同期比9.3％減の24億1百万円となりました。

セグメント利益(営業利益)につきましては、減収等により前年同期比14.7％減の5億3千3百万円とな

りました。また、売上高セグメント利益率は前年同期比1.4ポイント低下の22.2％となりました。

(d)商品

当セグメントの売上高につきましては、ＡＴＭ向けコインユニットや建設機械向けポテンショメー

タ等の健闘もあり、前年同期比4.8％増の10億2千6百万円となりました。

セグメント利益(営業利益)につきましては、増収等により前年同期比6.2％増の1億2千1百万円とな

りました。また、売上高セグメント利益率は前年同期比0.2ポイント上昇の11.9％となりました。

 

(2) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、3億9百万円であります。なお、当第１四半期連結累

計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３ 【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23年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年８月９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) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【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23年６月30日 ─ 66,452 ─ 2,362,050─ 2,219,453

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【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、株主名簿の記載内容が確認できず、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23年３月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成23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
単元株式数  100株

完全議決権株式(その他) 普通株式 66,300,300 663,003 同上

単元未満株式 普通株式 2,100 ― 同上

発行済株式総数 66,452,000― ―

総株主の議決権 ― 663,003 ―

　

② 【自己株式等】

平成23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 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【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)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、第１四半期連結会計期間（平成23年４月１

日から平成23年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30日ま

で）に係る四半期連結財務諸表について、京都監査法人による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）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,746,360 6,732,634

受取手形及び売掛金 9,540,745 10,045,348

たな卸資産 5,905,673 6,445,116

その他 1,348,779 1,049,995

貸倒引当金 △12,385 △12,280

流動資産合計 24,529,173 24,260,814

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,982,306 2,944,352

機械装置及び運搬具（純額） 2,663,508 2,677,370

工具、器具及び備品（純額） 675,777 679,598

土地 1,599,296 1,599,296

建設仮勘定 28,208 60,413

有形固定資産合計 7,949,098 7,961,032

無形固定資産

のれん 223,240 127,565

その他 646,123 617,370

無形固定資産合計 869,363 744,936

投資その他の資産 ※２
 1,293,651

※２
 1,234,577

固定資産合計 10,112,112 9,940,546

資産合計 34,641,286 34,201,360

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,619,141 4,912,865

短期借入金 100,000 100,000

未払法人税等 1,321,847 293,340

賞与引当金 624,645 347,265

その他 1,478,816 1,542,368

流動負債合計 8,144,450 7,195,839

固定負債

退職給付引当金 1,054,730 1,015,891

その他 304,074 305,717

固定負債合計 1,358,805 1,321,609

負債合計 9,503,256 8,517,448
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

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 21,018,558 21,620,084

自己株式 △37,088 △37,110

株主資本合計 25,607,008 26,208,511

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 40,021 26,211

為替換算調整勘定 △606,673 △682,808

その他の包括利益累計額合計 △566,652 △656,596

少数株主持分 97,674 131,997

純資産合計 25,138,030 25,683,912

負債純資産合計 34,641,286 34,201,360
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【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）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

売上高 7,929,641 7,782,390

売上原価 5,419,820 5,068,947

売上総利益 2,509,821 2,713,442

販売費及び一般管理費 1,251,274 1,292,302

営業利益 1,258,546 1,421,140

営業外収益

受取利息及び配当金 6,959 11,345

受取保険金 － 29,777

その他 14,998 8,978

営業外収益合計 21,957 50,101

営業外費用

支払利息 4,812 1,124

売上割引 1,723 1,836

為替差損 56,989 37,415

支払補償費 ※１
 50,367

※１
 130

その他 1,352 12,779

営業外費用合計 115,245 53,285

経常利益 1,165,258 1,417,955

特別利益

固定資産売却益 － 4,619

投資有価証券売却益 255 －

特別利益合計 255 4,619

特別損失

固定資産除売却損 683 77

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 18,378 －

災害による損失 － 13,948

その他 6,859 －

特別損失合計 25,921 14,025

税金等調整前四半期純利益 1,139,592 1,408,549

法人税、住民税及び事業税 337,138 272,967

法人税等調整額 94,194 140,593

法人税等合計 431,333 413,561

少数株主損益調整前四半期純利益 708,258 994,987

少数株主利益又は少数株主損失（△） 5,258 △4,352

四半期純利益 703,000 999,340
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 708,258 994,987

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △59,512 △13,809

為替換算調整勘定 △238,879 △77,926

その他の包括利益合計 △298,392 △91,735

四半期包括利益 409,866 903,251

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 411,658 909,395

少数株主に係る四半期包括利益 △1,791 △6,143
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【継続企業の前提に関する事項】

当第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）　

　該当事項はありません。

　

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

当第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）　

  該当事項はありません。

　

【会計方針の変更等】

　
当第１四半期連結累計期間

(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

(会計方針の変更)

当社及び国内連結子会社は、近年の中国製造移管進捗・中国グループ会社保有有形固定資産比率上昇(定額法適

用資産重要性増加)を背景にしたグループ償却方法統一の観点や、資産の実際の費消パターンとの整合の観点で有

形固定資産の償却方法の見直しを行った結果、当第１四半期連結会計期間より定率法適用有形固定資産の減価償

却方法について、定率法から定額法に償却方法を変更しております。

この変更に伴い、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益は、従来の

方法と比較し、それぞれ55,145千円増加しております。

 
(会計上の見積りの変更)

当社及び国内連結子会社は、有形固定資産の見積り耐用年数の見直しを行った結果、当第１四半期連結会計期間

より、より実態に合致した耐用年数に変更しております。

この変更に伴い、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益は、従来の

方法と比較し、それぞれ15,410千円減少しております。

 
当社及び主要連結子会社は、より実態に合致するよう有形固定資産の見積り残存価額の見直しを行った結果、当

第１四半期連結会計期間より、有形固定資産の見積り残存価額を備忘価額(備忘価額まで償却)とする方法に変更

しております。

この変更に伴い、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益は、従来の

方法と比較し、それぞれ28,873千円減少しております。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

　　　　該当事項はありません。

　

【追加情報】

　
当第１四半期連結累計期間

(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

　当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正により、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

　１ 輸出手形割引高 8,585千円
　

　１ 輸出手形割引高 16,148千円
　

※２ 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 17,543千円
 

※２ 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 17,544千円

　
(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

前第１四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

※１ 「支払補償費」は製品の補償に係るものでありま

す。
 

※１               同      左
 

　

(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に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、

第1四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれ

んの償却額は、次のとおりであります。

　

　
前第１四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

減価償却費 289,786千円 277,097千円

のれんの償却額 95,674千円 95,674千円
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

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22年５月14日
取締役会

普通株式 331,511 5.00平成22年３月31日 平成22年６月１日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

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23年５月13日
取締役会

普通株式 397,814 6.00平成23年３月31日 平成23年５月31日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 (単位：千円)

　
報告セグメント

調整額注2
四半期連結

損益計算書

計上額注1電子回路部品 センサ アクチュエータ 商品

売上高 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 3,576,999724,9532,647,668980,021 ─ 7,929,641

セグメント利益 656,62236,624 625,497114,639△174,8381,258,546

(注) １  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２  調整額の内容は以下のとおりです。

　 (単位：千円)

項目 金額

のれん償却額 △95,674

販売費及び一般管理費予算実績差異(※１) 41,095

棚卸資産の調整額(※２) △120,259

  合計 △174,838

※ １  セグメント利益は、販売費及び一般管理費につき予算値ベースで算定しております。

２  棚卸資産の調整額は、棚卸資産に含まれる製造間接費の調整額、標準単価の改訂による調整額及びたな卸資産評

価損等であります。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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Ⅱ　当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 (単位：千円)

　
報告セグメント

調整額注3
四半期連結

損益計算書

計上額注2Ｅ＆ＭＣ注1 センサ アクチュエータ 商品

売上高 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 3,379,961973,9102,401,5231,026,994 ─ 7,782,390

セグメント利益 519,277217,552 533,286121,70529,3181,421,140

(注) １  当第１四半期連結会計期間より事業部名称変更に伴い、セグメント名称を電子回路部品から

　　Ｅ＆ＭＣ（エレクトロニック＆メカニカルコンポーネンツ）に変更しております。

２  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

３  調整額の内容は以下のとおりです。

　 (単位：千円)

項目 金額

のれん償却額 △95,674

販売費及び一般管理費予算実績差異(※１) 72,639

棚卸資産の調整額(※２) 52,353

  合計 29,318

※ １  セグメント利益は、販売費及び一般管理費につき予算値ベースで算定しております。

２  棚卸資産の調整額は、棚卸資産に含まれる製造間接費の調整額、標準単価の改訂による調整額及びたな卸資産評

価損等であります。

　

２．報告セグメントの変更等に関する事項

　 事業セグメントの利益若しくは損失の算定方法の重要な変更

 (1)有形固定資産の償却方法の変更　

　当社及び国内連結子会社は、近年の中国製造移管進捗・中国グループ会社保有有形固定資産比率上昇(定

額法適用資産重要性増加)を背景にしたグループ償却方法統一の観点や、資産の実際の費消パターンとの整

合の観点で有形固定資産の償却方法の見直しを行った結果、当第１四半期連結会計期間より定率法適用有

形固定資産の減価償却方法について、定率法から定額法に償却方法を変更しております。この変更に伴い、

当第１四半期連結累計期間のセグメント利益は、従来の方法と比較し「Ｅ＆ＭＣ」が32,119千円、「セン

サ」が8,407千円、「アクチュエータ」が14,283千円、「商品」が335千円それぞれ増加しております。

 (2)有形固定資産の見積り耐用年数の変更　

　当社及び国内連結子会社は、有形固定資産の見積り耐用年数の見直しを行った結果、当第１四半期連結会

計期間より、より実態に合致した耐用年数に変更しております。この変更に伴い、当第１四半期連結累計期

間のセグメント利益は、従来の方法と比較し「Ｅ＆ＭＣ」が9,910千円、「センサ」が2,062千円、「アク

チュエータ」が3,437千円それぞれ減少しております。
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 (3)有形固定資産の見積り残存価額の変更　

　当社及び主要連結子会社は、より実態に合致するよう有形固定資産の見積り残存価額の見直しを行った結

果、当第１四半期連結会計期間より、有形固定資産の見積り残存価額を備忘価額(備忘価額まで償却)に変更

しております。この変更に伴い、当第１四半期連結累計期間のセグメント利益は、従来の方法と比較し

「Ｅ＆ＭＣ」が17,043千円、「センサ」が4,209千円、「アクチュエータ」が7,454千円、「商品」が166千円

それぞれ減少しております。

　
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

　

(金融商品関係)

四半期連結財務諸表規則17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

(有価証券関係)

四半期連結財務諸表規則17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

(デリバティブ取引関係)

四半期連結財務諸表規則17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

(企業結合等関係)

　　当第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23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株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

　

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成22年4月1日
至  平成22年6月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成23年4月1日
至  平成23年6月30日)

 １株当たり四半期純利益金額 10円60銭 15円07銭

   (算定上の基礎) 　 　

 四半期純利益金額(千円) 703,000 999,340

 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) 703,000 999,340

 普通株式の期中平均株式数(千株) 66,302 66,302

　(注) 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。

　

(重要な後発事象)

当第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）　

　該当事項はありません。

　
２ 【その他】

平成23年５月13日開催の取締役会において、平成23年３月31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…………………………………397,814千円

(ロ)１株当たりの金額…………………………………６円00銭

(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成23年５月31日

（注)  平成23年３月31日現在の株主名簿に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２３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    梶    田    明    裕    印

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    齋    藤    勝    彦    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２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの連結会計年度の第１四半期
連結会計期間(平成２３年４月１日から平成２３年６月３０日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成２３
年４月１日から平成２３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、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、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
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。
四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
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２３年６月３０日現在の財政状態及び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。
　
利害関係
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、その原本は当社が四半期連

結財務諸表に添付する形で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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