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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46期

第３四半期
連結累計期間

第47期
第３四半期
連結累計期間

第46期

会計期間
自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日

自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日

自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日

売上高 (千円) 20,017,638 23,793,545 26,865,428

経常利益 (千円) 2,955,816 4,426,330 3,621,427

四半期(当期)純利益 (千円) 2,121,540 3,327,020 2,328,805

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 2,478,099 4,541,388 3,244,764

純資産額 (千円) 28,785,004 33,098,075 29,551,653

総資産額 (千円) 37,382,749 42,700,013 38,684,637

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 32.00 50.18 35.12

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 (％) 76.4 76.6 75.8
 

　

回次
第46期

第３四半期
連結会計期間

第47期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成24年10月１日
至 平成24年12月31日

自 平成25年10月１日
至 平成25年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 11.74 20.81
 

(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．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３四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。

主要な関係会社の異動については、「エレクトロニック＆メカニカルコンポーネンツ（Ｅ＆ＭＣ）」セ

グメントにて、平成25年10月１日付で当社を合併存続会社、特定子会社である株式会社フジソクを合併消

滅会社とする吸収合併実施により、同社を連結の範囲から除外しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四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３四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３四半期連結累計期間における外部環境につきましては、欧州景気低迷や新興国の景気減速懸念

など不安要素は依然として存在するものの、米国経済の堅調さや円安定着による輸出増加、国内景気の

回復傾向など明るさも垣間見えた経営環境でありました。

当第３四半期連結累計期間の売上高につきましては、住設防災機器向けや半導体製造装置向け、医療

機器向けなどが健闘の結果、前年同期比で18.9％増の237億9千3百万円となりました。

また、損益につきましては、営業利益が、業務効率化や内製化・現地化推進等による収益構造改革の

結果、前年同期比48.7％増の41億1千4百万円、経常利益が為替差益の増加も加わり49.7％増の44億2千6

百万円、四半期純利益が56.8％増の33億2千7百万円の結果となりました。

　

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(Ｅ＆ＭＣ)

当セグメントの売上高につきましては、住設防災機器向けや携帯基地局向け、電動工具向けなどが

健闘し、前年同期比13.7％増の99億7千2百万円となっております。

セグメント利益(営業利益)につきましては、株式会社フジソクの吸収合併実施による業務効率化、

前期及び当第２四半期に出資の嘉興金利精密電子有限公司を活用しての現地調達拡大などの収益構造

改革の進捗により前年同期比108.5％増の14億6千5百万円となっております。

(b) センサ

当セグメントの売上高につきましては、医療分析計測機器向けや半導体製造装置向けが堅調に推移

した結果、前年同期比21.6％増の23億7千9百万円となっております。

セグメント利益(営業利益)につきましては、増収や原価低減努力等により前年同期比345.7％増の4

億6千3百万円となっております。
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(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、遊技機器向けや医療機器向けが好調に推移した結果、前年

同期比29.3％増の94億5千3百万円となっております。

セグメント利益(営業利益)につきましては、増収等の影響により前年同期比36.1％増の20億7千6百

万円となっております。

(d) 商品

当セグメントの売上高につきましては、建設機器向けや携帯基地局向けの健闘などにより前年同期

比0.4％増の19億8千7百万円となっております。

セグメント利益(営業利益)につきましては、増収等の影響により前年同期比8.4％増の1億9千3百万

円となっております。

　

(2) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、10億9千1百万円であります。なお、当第３四半期

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３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26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 66,452,000 66,452,000
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 66,452,000 66,452,000 ― ―
 

　

(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25年12月31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３四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３四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25年９月30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25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 149,800

 

―
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 66,299,300
 

662,993 同上

単元未満株式 普通株式 2,900
 

― 同上

発行済株式総数 66,452,000 ― ―

総株主の議決権 ― 662,993 ―
 

　

② 【自己株式等】

  平成25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）
日本電産コパル電子株式会社

東京都新宿区西新宿
七丁目５番25号

149,800 ― 149,800 0.23

計 ― 149,800 ― 149,800 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３四半期連結会計期間(平成25年10月１

日から平成25年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25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25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,220,990 12,250,480

受取手形及び売掛金
※１ 9,436,333 ※１ 10,463,610

親会社株式 191,420 －

たな卸資産 6,503,607 7,027,815

その他 2,841,592 3,073,342

貸倒引当金 △12,101 △14,709

流動資産合計 29,181,842 32,800,539

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,697,548 2,661,337

機械装置及び運搬具（純額） 2,894,978 3,103,001

工具、器具及び備品（純額） 606,782 529,078

土地 1,599,296 1,599,296

建設仮勘定 163,010 246,757

有形固定資産合計 7,961,616 8,139,470

無形固定資産

ソフトウエア 408,122 302,452

その他 16,058 16,058

無形固定資産合計 424,180 318,511

投資その他の資産
※２ 1,116,997 ※２ 1,441,491

固定資産合計 9,502,794 9,899,473

資産合計 38,684,637 42,700,013

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金
※１ 5,450,768 ※１ 6,465,171

短期借入金 100,000 100,000

未払法人税等 595,277 110,119

賞与引当金 552,814 340,773

その他 1,338,503 1,605,135

流動負債合計 8,037,364 8,621,199

固定負債

退職給付引当金 810,787 798,270

その他 284,832 182,467

固定負債合計 1,095,620 980,737

負債合計 9,132,984 9,601,937
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31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 24,330,040 26,662,528

自己株式 △37,161 △37,161

株主資本合計 28,918,417 31,250,905

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,010 92,261

為替換算調整勘定 385,371 1,364,166

その他の包括利益累計額合計 387,382 1,456,427

少数株主持分 245,852 390,742

純資産合計 29,551,653 33,098,075

負債純資産合計 38,684,637 42,700,013
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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３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

売上高 20,017,638 23,793,545

売上原価 13,866,301 15,997,402

売上総利益 6,151,337 7,796,142

販売費及び一般管理費 3,384,858 3,681,186

営業利益 2,766,478 4,114,956

営業外収益

受取利息及び配当金 47,226 53,298

受取保険金 7,479 6,569

為替差益 143,236 277,681

固定資産賃貸料 2,890 111,649

その他 32,340 25,737

営業外収益合計 233,174 474,936

営業外費用

支払利息 1,625 1,417

売上割引 4,592 5,127

支払補償費
※１ 6,314 ※１ 10,500

固定資産賃貸費用 － 103,711

その他 31,303 42,804

営業外費用合計 43,836 163,562

経常利益 2,955,816 4,426,330

特別利益

固定資産売却益 1,283 38,991

投資有価証券売却益 64 －

親会社株式売却益 － 57,660

その他 － 398

特別利益合計 1,348 97,049

特別損失

固定資産除売却損 11,206 10,777

投資有価証券売却損 16 －

減損損失 － 44,534

その他 814 －

特別損失合計 12,037 55,311

税金等調整前四半期純利益 2,945,127 4,468,068

法人税、住民税及び事業税 673,159 705,098

法人税等調整額 124,747 335,563

法人税等合計 797,907 1,040,662

少数株主損益調整前四半期純利益 2,147,219 3,427,406

少数株主利益 25,679 100,385

四半期純利益 2,121,540 3,327,020
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 2,147,219 3,427,406

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △53,753 90,250

為替換算調整勘定 384,633 1,023,731

その他の包括利益合計 330,879 1,113,981

四半期包括利益 2,478,099 4,541,388

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,436,345 4,396,065

少数株主に係る四半期包括利益 41,754 145,322
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

当第３四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31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３四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31日）

平成25年10月１日付にて当社を合併存続会社、特定子会社である株式会社フジソクを合併消滅会社

とする吸収合併を実施したことにより、株式会社フジソクを連結の範囲から除外しております。

　

(会計方針の変更等)

当第３四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31日）

　該当事項はありません。

　

(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３四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31日）　

　該当事項はありません。

　
(四半期連結貸借対照表関係)

※１　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。

　

 
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成25年12月31日)

受取手形 158,081千円 133,111千円

支払手形 21,978 24,580
 

　

※２ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

　

 
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成25年12月31日)

投資その他の資産 19,482千円 7,051千円
 

　

(四半期連結損益計算書関係)

※１ 「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３四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３四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおり

であります。

 
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

減価償却費 964,586千円 968,267千円
 

　

(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31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24年５月14日
取締役会

普通株式 464,115 7.00 平成24年３月31日 平成24年６月５日 利益剰余金

平成24年10月24日
取締役会

普通株式 464,115 7.00 平成24年９月30日 平成24年12月７日 利益剰余金
 

　

２．基準日が当第３四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３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

当第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31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25年５月13日
取締役会

普通株式 464,115 7.00 平成25年３月31日 平成25年６月４日 利益剰余金

平成25年10月22日
取締役会

普通株式 530,417 8.00 平成25年９月30日 平成25年12月６日 利益剰余金
 

　

２．基準日が当第３四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３四半期連結会計

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３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31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1Ｅ＆ＭＣ センサ アクチュエータ 商品

売上高       
  外部顧客への売上高 8,768,856 1,956,647 7,313,060 1,979,074 ─ 20,017,638

セグメント利益 702,749 104,044 1,525,475 178,488 255,720 2,766,478
 

(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

販売費及び一般管理費予算実績差異(※１) 333,601

棚卸資産の調整額(※２) △ 77,881

  合計 255,720
 

※ 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３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31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1Ｅ＆ＭＣ センサ アクチュエータ 商品

売上高       
  外部顧客への売上高 9,972,887 2,379,750 9,453,554 1,987,352 ─ 23,793,545

セグメント利益 1,465,161 463,733 2,076,524 193,549 △84,012 4,114,956
 

(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

販売費及び一般管理費予算実績差異(※１) 27,559

棚卸資産の調整額(※２) △111,571

  合計 △84,012
 

※ 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

（固定資産に係る重要な減損損失）

「Ｅ＆ＭＣ」セグメントにおいて、中国製造機能移管の更なる進捗により、国内事業所の一部工場建

物等の遊休資産へのグルーピングおよび当該に伴う固定資産減損損失計上を実施しております。なお、

当該減損損失計上額は、当第３四半期連結累計期間において44,534千円であります。

　

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

　

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。
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(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３四半期連結会計期間（自　平成25年10月１日　至　平成25年12月31日）　

 共通支配下の取引

 （連結子会社の吸収合併）

１．取引の概要

(1) 被結合企業の名称及びその事業の内容

被結合企業の名称　　　　 株式会社フジソク

被結合企業の事業の内容　 電気機器及び電子機器ならびにその応用計測器の製造加工販売

(2) 企業結合日

平成25年10月１日

(3) 企業結合の法的形式

当社を存続会社、株式会社フジソクを消滅会社とする吸収合併

(4) 結合後企業の名称

日本電産コパル電子株式会社

(5) その他取引の概要に関する事項

経営資源の集中及び業務の効率化・スピード化等を推進し、当社グループの主力事業であるエレ

クトロニック＆メカニカルコンポーネンツ事業におけるグローバルコスト競争力強化、経営基盤の

強化を図ることを目的に、同社と合併することといたしました。

　
２．実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12月26日)及び「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日)

に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
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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３四半期連結累計期間
(自 平成24年4月1日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年4月1日
至 平成25年12月31日)

 １株当たり四半期純利益金額 32円00銭 50円18銭

  (算定上の基礎)   

 四半期純利益金額(千円) 2,121,540 3,327,020

 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) 2,121,540 3,327,020

 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３四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31日）　

　該当事項はありません。

　

２ 【その他】

平成25年10月22日開催の取締役会において、平成25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…………………………………  530,417千円

(ロ)１株当たりの金額…………………………………  ８円00銭

(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日………… 平成25年12月６日
 

（注) 平成25年９月30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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京都監査法人

指定社員
業務執行社員

 公認会計士   若   山   聡   満   印

指定社員
業務執行社員

 公認会計士   齋   藤   勝   彦   印

独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成２６年２月１０日

日本電産コパル電子株式会社

取締役会  御中

　

 

　

 

　
 

　
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２５年４月１日から平成２６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２５年１０月１日から平成２５年１２月３１日まで）及び第３四半期連結累計期間
（平成２５年４月１日から平成２５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、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２５年１２月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四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（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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