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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47期

第１四半期
連結累計期間

第48期
第１四半期
連結累計期間

第47期

会計期間
自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日

自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日

自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日

売上高 (千円) 7,702,195 8,306,618 31,306,438

経常利益 (千円) 1,373,997 1,546,871 5,476,083

四半期(当期)純利益 (千円) 1,015,640 1,054,264 4,015,534

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 1,468,964 972,636 4,878,609

純資産額 (千円) 30,556,070 33,673,098 33,298,455

総資産額 (千円) 39,346,806 42,541,964 42,114,786

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 15.32 15.90 60.56

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 (％) 76.9 78.2 78.1
 

(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。

 

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

 2/18



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】

（親会社との株式交換について）

日本電産株式会社(以下、「日本電産」といいます。)及び当社は、平成26年４月22日開催の両社の取締役会にお

いて、日本電産が当社を完全子会社とするための株式交換(以下、「本件株式交換」といいます。)を行うことを決

議し、同日両社間で株式交換契約を締結いたしました。

本件株式交換により日本電産が当社を完全子会社とすることでグループ一体化を推し進め、当社と日本電産グ

ループのシナジーを積極的に図るとともに、より迅速な意思決定や経営リソースの有効活用、大胆なM&A及び設備投

資を可能とすることが、当社及び日本電産グループのさらなる企業価値拡大のために不可欠であると考えておりま

す。

本件株式交換契約の概要は、以下のとおりであります。

 

(1) 株式交換の内容

日本電産を株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換となります。

 

(2) 株式交換の日

平成26年10月１日

 

(3) 株式交換の方法

当社の株式１株に対して、日本電産の株式0.138株を割当て交付します。但し、日本電産が保有する当社の株式

(平成26年３月31日現在43,399,400株)については、本件株式交換による株式の割当ては行いません。

 

(4) 株式交換比率

会社名 日本電産 当社

株式交換比率 １ 0.138
 

 

(5) 株式交換比率の算定方法

当社及び日本電産は、本件株式交換の株式交換比率(以下、「本件株式交換比率」といいます。)の公正性・妥

当性を確保するため、両社がそれぞれ別個に両社から独立した第三者算定機関に本件株式交換比率の算定を依頼

することとし、当社はデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー株式会社(以下、「トーマツ」といいま

す。)を、日本電産はEYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社(以下、「EY」といいます。)を、

本件株式交換比率の第三者算定機関として選定いたしました。

トーマツは、当社及び日本電産について、両社が東京証券取引所等に上場しており、市場株価が存在すること

から市場株価法を、さらに両社の将来の事業活動の状況を評価に反映するためディスカウンテッド・キャッ

シュ・フロー法を採用して算定を行いました。

一方、EYも同じく、日本電産及び当社について、両社が東京証券取引所等に上場しており、市場株価が存在す

ることから市場株価法を、さらに両社の将来の事業活動の状況を評価に反映するためディスカウンテッド・

キャッシュ・フロー法を採用して算定を行いました。

当社及び日本電産は、それぞれ第三者算定機関から提出の算定結果を踏まえ、両社で真摯に交渉・協議した結

果、本件株式交換比率が妥当であるとの判断に至り、両社間で本件株式交換契約を締結いたしました。
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(6) 株式交換完全親会社となる会社の概要

(平成26年３月31日現在)

名称 日本電産株式会社

所在地 京都府京都市南区久世殿城町338番地

代表者の役職氏名 代表取締役社長　永守　重信

資本金 66,551百万円

事業の内容
精密小型モータ、車載及び家電・商業・産業用製品、機器装置、電子・光学部
品の開発・製造販売

設立年月 1973年７月23日

決算期 ３月末
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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の経営環境につきましては、米国経済の回復基調を背景に国内外の企業収益の改善が

徐々に進むとともに、４月からの国内消費税増税の影響も主に産業機器向け電子部品市場を主体とする当社グルー

プにおいては限定的に推移したため、前期から引き続き堅調に推移する結果となりました。

当第１四半期連結累計期間の売上高につきましては、半導体製造設備、住設防災、産業機器向けが好調であった

ことに加え、医療・環境省エネ・社会インフラ市場へ新製品を徐々に投入してきた結果、前年同期比7.8％増の83億

6百万円となりました。

また損益につきましては、営業利益が内製化・現地調達の推進や固定費構造の改善等による原価低減に加え増収

効果も相俟って前年同期比25.5％増の15億8千5百万円、経常利益が前年同期比12.6％増の15億4千6百万円、四半期

純利益が前年同期比3.8％増の10億5千4百万円の結果となり、営業利益は四半期(３ヶ月)業績としては過去最高の結

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、産業機器や住設防災向けなどが堅調に推移し、前年同期比11.7％増の

35億8千9百万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、増収等の影響により前年同期比65.7％増の7億1千9百万円となって

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、半導体製造装置向けなどが堅調に推移し、前年同期比26.1％増の9億6

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、原価低減努力等により前年同期比76.1％増の2億2千3百万円となっ

ております。

 

(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、新製品の投入などはあったものの、遊技機器製造の主力先向けの低調

などにより前年同期比0.8％減の31億3千8百万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、減収等の影響により前年同期比11.0％減の6億1千万円となってお

ります。

 

(d) 商品

当セグメントの売上高につきましては、国内ＡＴＭメーカー向けエンコーダーや携帯基地局向けポテンショ

メータの健闘などにより前年同期比11.0％増の6億7千1百万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30.3％増の7千2百万円となってお

ります。

 

(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、3億9千8百万円であります。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26年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年８月８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26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26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26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 149,800
 

―
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 66,299,800
 

662,998 同上

単元未満株式 普通株式 2,400
 

― 同上

発行済株式総数 66,452,000 ― ―

総株主の議決権 ― 662,998 ―
 

 

② 【自己株式等】

平成26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

149,800 ─ 149,800 0.23
日本電産コパル電子株式会社

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１四半期連結会計期間(平成26年４月１日から平成

26年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26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26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 13,112,473 12,558,477

  受取手形及び売掛金 9,795,909 10,581,268

  たな卸資産 6,991,518 7,262,315

  その他 2,545,837 2,597,326

  貸倒引当金 △19,760 △23,239

  流動資産合計 32,425,978 32,976,149

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 2,587,622 2,529,885

   機械装置及び運搬具（純額） 2,991,741 2,890,547

   工具、器具及び備品（純額） 541,296 497,904

   土地 1,601,955 1,601,955

   建設仮勘定 197,385 270,882

   有形固定資産合計 7,920,001 7,791,175

  無形固定資産   

   ソフトウエア 256,432 258,468

   その他 16,058 16,058

   無形固定資産合計 272,491 274,527

  投資その他の資産 ※１  1,496,315 ※１  1,500,111

  固定資産合計 9,688,807 9,565,815

 資産合計 42,114,786 42,541,964

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 5,283,114 5,562,576

  短期借入金 100,000 100,000

  未払法人税等 411,333 227,038

  賞与引当金 550,049 334,805

  その他 1,282,072 1,467,815

  流動負債合計 7,626,571 7,692,236

 固定負債   

  退職給付に係る負債 1,007,495 993,871

  その他 182,263 182,757

  固定負債合計 1,189,759 1,176,629

 負債合計 8,816,330 8,868,866
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26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 27,351,041 27,808,586

  自己株式 △37,161 △37,161

  株主資本合計 31,939,419 32,396,963

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 78,061 81,102

  為替換算調整勘定 1,019,978 902,735

  退職給付に係る調整累計額 △136,841 △128,846

  その他の包括利益累計額合計 961,198 854,991

 少数株主持分 397,838 421,142

 純資産合計 33,298,455 33,673,098

負債純資産合計 42,114,786 42,541,964
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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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 7,702,195 8,306,618

売上原価 5,232,757 5,419,728

売上総利益 2,469,438 2,886,889

販売費及び一般管理費 1,206,498 1,301,660

営業利益 1,262,940 1,585,228

営業外収益   

 受取利息及び配当金 7,444 8,168

 受取保険金 4,665 6,841

 為替差益 108,449 -

 固定資産賃貸料 52,445 23,019

 その他 3,817 4,838

 営業外収益合計 176,822 42,868

営業外費用   

 支払利息 460 529

 売上割引 1,539 1,615

 為替差損 - 38,264

 支払補償費 ※１  789 ※１  509

 固定資産賃貸費用 49,221 20,959

 その他 13,754 19,345

 営業外費用合計 65,765 81,225

経常利益 1,373,997 1,546,871

特別利益   

 固定資産売却益 11,209 699

 その他 398 -

 特別利益合計 11,607 699

特別損失   

 固定資産除売却損 274 25,218

 その他 - 3,958

 特別損失合計 274 29,176

税金等調整前四半期純利益 1,385,330 1,518,394

法人税、住民税及び事業税 232,264 243,230

法人税等調整額 98,712 193,080

法人税等合計 330,977 436,311

少数株主損益調整前四半期純利益 1,054,352 1,082,083

少数株主利益 38,712 27,819

四半期純利益 1,015,640 1,054,264
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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25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,054,352 1,082,083

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 42,957 3,040

 為替換算調整勘定 371,654 △120,482

 退職給付に係る調整額 - 7,995

 その他の包括利益合計 414,612 △109,446

四半期包括利益 1,468,964 972,636

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,417,740 948,058

 少数株主に係る四半期包括利益 51,224 24,578
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【注記事項】

(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26年４月１日　至　平成26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26年４月１日　至　平成26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26年４月１日　至　平成26年６月30日）　

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付

適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについ

て当第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期

間帰属方法につき期間定額基準を継続適用するとともに、割引率の決定方法につき割引率決定の基礎となる債券

の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から退職給付債務のデュレー

ションを基礎に決定する方法(退職給付債務のデュレーションに対応するスポットレートを単一の加重平均割引率

とする方法)に変更いたしました。

当該変更による損益等への影響はございません。

 

(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１四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日）　

　該当事項はありません。

 

(四半期連結貸借対照表関係)

※１ 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26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

投資その他の資産 7,051千円 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。

 

(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(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１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

減価償却費 328,700千円 271,173千円
 

 

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

13/18



 

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25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
 

 

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26年４月１日 至 平成26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26年５月12日
取締役会

普通株式 596,719 9.00 平成26年３月31日 平成26年６月４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25年４月１日 至 平成25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 3,213,944 718,839 3,164,438 604,974 ― 7,702,195

セグメント利益 434,146 126,880 685,386 55,510 △38,983 1,262,940
 

(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) 60,713

棚卸資産の調整額(※２) △99,696

  合計 △38,983
 

※ 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。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26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 3,589,609 906,413 3,138,849 671,746 ― 8,306,618

セグメント利益 719,395 223,425 610,276 72,331 △40,199 1,585,228
 

(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) △17,855

棚卸資産の調整額(※２) △22,344

  合計 △40,199
 

※ 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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(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１四半期連結会計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日）　

該当事項はありません。

 

(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25年4月1日
至 平成25年6月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年4月1日
至 平成26年6月30日)

 １株当たり四半期純利益金額 15円32銭 15円90銭

  (算定上の基礎)   

 四半期純利益金額(千円) 1,015,640 1,054,264

 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) 1,015,640 1,054,264

 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26年４月１日　至　平成26年６月30日）　

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

平成26年５月12日開催の取締役会において、平成26年３月31日を基準日とする剰余金の配当に関し、次の通り決

議し、配当を行っております。

(イ)上記配当金の総額………………………………… 596,719千円

(ロ)１株当たりの金額………………………………… ９円00銭

(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日………… 平成26年６月４日
 

(注) 平成26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２６年８月７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   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

 

 

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２６年４月１日から平成２７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２

６年４月１日から平成２６年６月３０日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成２６年４月１日から平成２６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２６年６月３

０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（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

 ２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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