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２．配当の状況 

 
  
３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

   

 
  

 平成23年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)  

上 場 会 社 名 日本電産コパル電子株式会社 上場取引所 東 

コ ー ド 番 号 6883 URL http://www.nidec-copal-electronics.com 

代  表  者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 長谷川 實  
問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 中平 英晴 TEL 03-3364-7071 

定時株主総会開催予定日 平成23年６月14日 配当支払開始予定日 平成23年５月31日 

有価証券報告書提出予定日 平成23年６月16日   

 (百万円未満切捨て)

（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年３月期 30,580 22.4 4,969 105.1 4,896 103.4 2,887 84.3
22年３月期 24,985 △12.2 2,422 △12.2 2,406 △10.5 1,566 2.0

(注) 包括利益 23年３月期 2,476百万円(55.1％) 22年３月期 1,596百万円( ―％)

 
１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益

自己資本 
当期純利益率

総資産 
経常利益率

売上高 
営業利益率

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年３月期 43 55 ―  11.9 14.4 16.2
22年３月期 23 62 ―  6.9 7.3 9.7

(参考) 持分法投資損益 23年３月期 ―百万円 22年３月期 ―百万円

（２）連結財政状態  
 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
 百万円 百万円 ％ 円 銭

23年３月期 34,641 25,138 72.3 377 67
22年３月期 33,183 23,338 70.2 351 38

(参考) 自己資本 23年３月期 25,040百万円 22年３月期 23,297百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況  

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー
投資活動による 

キャッシュ・フロー
財務活動による 

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物 

期末残高
 百万円 百万円 百万円 百万円

23年３月期 3,916 △1,280 △2,694 7,535

22年３月期 4,871 △252 △848 7,813

 年間配当金 配当金総額 
(合計)

配当性向 
(連結)

純資産 
配当率 
(連結) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

22年３月期 ―  5 00 ―  5 00 10 00 663 42.3 2.9

23年３月期 ―  6 00 ―  6 00 12 00 795 27.6 3.3

24年３月期(予想) ―  6 00 ―  7 00 13 00  27.8  

 (％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり 
当期純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 14,200 △10.1 1,650 △36.9 1,650 △34.0 1,050 △33.1 15 84

通 期 30,700 0.4 5,000 0.6 5,000 2.1 3,100 7.4 46 76

ce000990
グループ

ce000990
スタンプ

ce000990
FASF会員マーク



  
４．その他 

 
（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

 
（３）発行済株式数（普通株式） 

 
  

１．平成23年３月期の個別業績（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

   

 
  

 
  
（２）個別財政状態 

   

 
  
※ 監査手続の実施状況に関する表示 
・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点におい
て、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了していません。 

  
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的
であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性が
あります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付
資料２ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。 

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 有 

  新規  １社 (社名) 杭州科明電子有限公司、除外  ―社 

 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 

 ② ①以外の変更 ： 有 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期 66,452,000株 22年３月期 66,452,000株 

② 期末自己株式数 23年３月期 149,664株 22年３月期 149,664株 

③ 期中平均株式数 23年３月期 66,302,336株 22年３月期 66,302,336株 

(参考) 個別業績の概要

（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年３月期 28,139 28.2 4,077 130.5 4,514 82.9 2,747 41.6
22年３月期 21,956 △13.9 1,769 △13.5 2,468 6.6 1,940 26.1

 １株当たり当期純利益
潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益
 円 銭 円 銭

23年３月期 41 43 ―  

22年３月期 29 27 ―  

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
 百万円 百万円 ％ 円 銭

23年３月期 32,676 23,628 72.3 356 38

22年３月期 29,370 21,681 73.8 327 01

(参考) 自己資本 23年３月期 23,628百万円 22年３月期 21,681百万円
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１．経営成績 

①当連結会計年度の概況 

当連結会計年度における経営環境は、民生用から産業用機器・設備機器など設備投資関連へと需要回

復が広がり、客先の在庫調整等の動きは一部にあったものの売上は堅調に推移致しました。 

  当社グループの当連結会計年度の売上につきましては、電子回路部品事業・センサ事業において情報

通信機器向けや半導体製造装置向けなど引合い堅調で顕著な回復を果たし、その結果、売上高は前期比

22.4％増の305億8千万円となりました。 

  利益面につきましては、営業利益が前期比105.1％増の49億6千9百万円、経常利益が前期比103.4％増

の48億9千6百万円となり、売上高営業利益率は16.2％と前年度の9.7％より6.5ポイントの改善を果たし

ております。また当期純利益については、東日本大震災による特別損失が2億6千6百万円発生しました

が前期比84.3％増の28億8千7百万円となり、営業利益・経常利益・当期純利益の各段階利益で過去 高

益を達成しております。 

  

②セグメント別の業績 

・電子回路部品 

上期を中心に情報通信業界・家電業界からの引合いが拡大し、通期の売上高は前期比28.1％増の

137億5千6百万円となりました。 

・センサ 

半導体メーカーの設備投資への積極姿勢が継続していることもあり、半導体製造装置・空圧機器業

界向けの売上が堅調に推移しその結果、売上高については前期比59.7％増の32億5千8百万円となりま

した。 

・アクチュエータ 

モータの売上が前期比4.2％の減、スキャナの売上がスキャナ用ポリゴンミラー等の引合い堅調に

より前期比6.2％の増加で、セグメントトータルの売上高は前期比1.5％減の93億7千9百万円となりま

した。 

・商品 

携帯電話向けタッチパネルの前期比引合い増などにより前期比56.0％増の41億8千6百万円となりま

した。 

  

③次期の見通し 

 平成24年3月期につきましては、東日本大震災による日本国内における消費自粛、関東・東北地方

における電力供給低下等の影響は避けられず、上期については前年同期比減収減益を余儀なくされると

見込んでおります。しかしながら、電子部品の需要が引き続き好調を維持するとみられる新興国での受

注獲得、電子回路部品の中国現地製造販売体制の構築、センサの中国生産拡大等を速やかに実施するこ

とにより通期では増収増益を達成する所存であります。 

平成24年3月期連結業績予想といたしましては、売上高(通期)は307億円、営業利益(通期)は50億円、

経常利益(通期)は50億円、当期純利益(通期)は31億円を計画しております。 

（１）経営成績に関する分析
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①当連結会計年度末の資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の資産・負債については前連結会計年度末に比べ、資産は、流動資産が主にたな卸

資産の増により19億3千6百万円増加、固定資産が設備償却やのれんの償却等により4億7千8百万円減少

した結果、差引きで14億5千8百万円の増加となりました。負債は、流動負債が借入金の返済等により1

億6千1百万円減少、固定負債が退職給付引当金の減などにより1億8千万円減少した結果、3億4千1百万

円の減少となりました。この結果、純資産は251億3千8百万円となり自己資本比率は72.3％と2.1ポイン

トの増加となりました。 

  

②当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は75億3千5百万円となり、前連結会計年度末と

比べ2億7千7百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況及び増減要因は次の通りです。 

a.営業活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは39億1千6百万円の収入となりまし

た。収入要因は税金等調整前当期純利益45億9千4百万円、減価償却費12億6千6百万円などであり、支

出要因はたな卸資産の増加額13億4千7百万円、法人税等の支払額11億4百万円などであります。 

b.投資活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは12億8千万円の支出となりました。

要因は固定資産の取得による支出12億4百万円などであります。 

c.財務活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは26億9千4百万円の支出となりまし

た。要因は短期借入金の純減額17億1千7百万円、配当金の支払額7億2千9百万円などであります。 
  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

(注) １ いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

２ 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

３ 利払いは連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しています。 

  

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策の一つとして認識しており、安定的な経営基盤の確

保と自己資本利益率の向上に努めるとともに、配当につきましても業績に応じつつ安定的に行うことを

基本にしております。また、内部留保資金につきましては、安定的な経営基盤の確保と今後の積極的な

事業展開に向けた設備投資や研究開発活動などに役立てる予定であります。 

当期の配当につきましては、業績等勘案し一株当り年間12円(中間配当6円・期末配当6円)を予定して

おります。また次期につきましては配当は現時点の業績見込みより一株当り年間13円を計画しておりま

す。 

（２）財政状態に関する分析

 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期

自己資本比率 60.3% 62.9% 68.8% 70.2% 72.3% 

時価ベースの自己資本比率 139.6% 130.4% 106.1% 141.9% 117.1% 

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率 

62.2% 77.7% 110.0% 43.5% 2.6% 

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ 

161.6倍 46.3倍 115.0倍 135.7倍 255.4倍 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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２．企業集団の状況 

  

当社グループ(当社及び当社の関係会社等)は、主として産業用電子機器に用いられる部品の製造及び販

売を行っております。 

当社グループの事業における当社及び関係会社等の位置付け及び報告セグメントとの関連は、次のとお

りであります。 

  

 
  

報告セグメント 取扱い主要品目 主要な会社

電子回路部品 
センサ 
アクチュエータ 

サーメットトリマ、ロータリコードスイッチ等 
圧力トランスジューサ、電子式圧力スイッチ等 
小型精密モータ、ポリゴンレーザスキャナ等 

外部  
販売

日本電産コパル電子㈱ 
NIDEC COPAL ELECTRONICS,INC. 
NIDEC COPAL ELECTRONICS GmbH 
NIDEC COPAL ELECTRONICS KOREA CORP.
NIDEC  COPAL  ELECTRONICS  SINGAPORE 
PTE. LTD. 
日電産科宝電子(上海)有限公司 
グローバ販売㈱ 
㈱フジソク 

製造

日本電産コパル電子㈱ 
日本電産科宝電子(浙江)有限公司 
㈱フジソク 
杭州科宝電子有限公司 
杭州科明電子有限公司 

商品 ポテンショメータ、エンコーダ他 

外部  
販売

日本電産コパル電子㈱ 
NIDEC COPAL ELECTRONICS,INC. 
NIDEC COPAL ELECTRONICS GmbH 
NIDEC COPAL ELECTRONICS KOREA CORP.
NIDEC  COPAL  ELECTRONICS  SINGAPORE 
PTE. LTD. 
日電産科宝電子(上海)有限公司 
グローバ販売㈱ 

仕入先
日本電産㈱ 
日本電産コパル㈱ 
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当社グループの事業系統図は次のとおりであります。 
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３．経営方針 

当社の属する日本電産グループでは、次の社是を掲げております。 

＜日本電産グループ社是＞ 

「我社は科学・技術・技能の一体化と誠実な心をもって全世界に通じる製品を生産し 
社会に貢献すると同時に会社および全従業員の繁栄を推進することをむねとする。」 

  

当社はこのグループ社是のもとに、経営の基本理念として「自主独立の創業の精神の下、以下の規範

を制定し、経営の基本理念としてその浸透を図り、以って社会に貢献する。」ことを掲げており、その

実現こそが株主価値の向上に繋がるものと考えております。その内容につきましては、次のとおりで

す。 

① 企業の社会的責任を明確に認識し、社会の発展と繁栄に貢献する 

② ベンチャー精神を失わず、自助努力、進取の気象で自らの道を切り開く 

③ 創造性豊かで自由闊達な企業文化を醸成し、絶えず自己変革への挑戦を継続する 

④ 開発志向の企業として常に新たな製品を世に送り出すことを旨とする 

  

当社は当面の目標として、売上総利益率30％以上の確保とキャッシュフローの増加を図り、グループ

総力を揚げて持続的な付加価値増大を目指してまいります。 

  

① 激変する経済・市場環境に適応できる柔軟かつ強靭な企業体質を構築するとともに、新市場開拓、

新製品開発に取り組み着実な事業成長を図る。 
ａ．生産拠点の見直し、内製化、ＶＡ・ＶＥ等によりトータルコストダウンを推進する。 
ｂ．機能の統廃合により組織を簡素化し、本社を含めた間接部門の効率化を図る。 
ｃ．適材適所の人員配置により人材の活性化を促進するとともに適正人員化を図る。 
ｄ．新市場・新技術・新製品に挑戦し、着実な付加価値増大を目指す。 
ｅ．マーケティングによる新製品企画を強力に推進する。 
ｆ．製品開発のスピードアップを図り、早期に事業化・収益化を図る。 
  

② コーポレート・ガバナンスの充実を図り、コンプライアンス、リスクマネージメント等の活動を継

続的に展開する。 
リスク管理、コンプライアンス管理の体制整備・強化に積極的に取り組み、確固たる内部統制体

制の構築を目指す。また、適正な資本構成の実現を目指すとともに投資家・株主などに対するIR活
動の推進・充実を図る。 

  

当社グループは、更なる企業収益体質の強化に向け「内製化、現地化、合理化、省人化」等様々な取

り組みをこれまで以上に迅速に進めていくとともに、電子回路部品部門を中心に今期より中国において

調達・生産・販売・物流などの一貫ビジネスを本格的に立ち上げ、中国圏を中心とするアジア地域での

着実な事業成長を目指してまいります。また「エコロジー、省エネ、軽薄短小」等のキーワードにもと

づく新市場・新技術へ挑戦し、新たな事業領域への参入により着実な事業成長を実現していきます。 

これらにより、今後も企業のグローバル化を推し進めていき、新たなマーケットでのシェア拡大と増

産効果によるコスト低減を実現し、更なる企業価値の向上を図ってまいります。 

  

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略

（４）会社の対処すべき課題
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４．連結財務諸表 

（１）連結貸借対照表 

(単位：千円)

     前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   
 流動資産   
  現金及び預金 7,925,882 7,746,360
  受取手形及び売掛金 9,004,922 9,540,745
  商品及び製品 2,111,664 2,738,251
  仕掛品 327,167 573,928
  原材料及び貯蔵品 2,290,879 2,593,493
  前払費用 87,000 98,744
  繰延税金資産 805,965 861,823
  その他 58,692 388,211
  貸倒引当金 △19,676 △12,385

  流動資産合計 22,592,498 24,529,173
 固定資産   
  有形固定資産   
   建物及び構築物 7,527,678 7,516,378
    減価償却累計額 △4,330,552 △4,534,072

    建物及び構築物（純額） 3,197,126 2,982,306
   機械装置及び運搬具 9,007,044 9,461,439
    減価償却累計額 △6,696,687 △6,797,931

    機械装置及び運搬具（純額） 2,310,357 2,663,508
   工具、器具及び備品 7,737,655 5,324,889
    減価償却累計額 △7,045,331 △4,649,111

    工具、器具及び備品（純額） 692,324 675,777
   土地 1,599,296 1,599,296
   建設仮勘定 57,456 28,208

   有形固定資産合計 7,856,560 7,949,098
  無形固定資産   
   のれん 605,938 223,240
   その他 801,950 646,123

   無形固定資産合計 1,407,888 869,363
  投資その他の資産   
   投資有価証券 624,844 486,008
   長期貸付金 2,015 1,327
   長期前払費用 4,805 －
   繰延税金資産 378,296 486,355
   その他 328,740 337,502
   貸倒引当金 △12,628 △17,543

   投資その他の資産合計 1,326,073 1,293,651

  固定資産合計 10,590,523 10,112,112

 資産合計 33,183,021 34,641,286
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(単位：千円)

   前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   
 流動負債   
  支払手形及び買掛金 3,886,293 4,619,141
  短期借入金 1,817,000 100,000
  1年内返済予定の長期借入金 300,000 －
  未払金 673,998 973,896
  未払法人税等 619,898 1,321,847
  未払費用 292,268 394,291
  賞与引当金 581,914 624,645
  その他 134,333 110,628

  流動負債合計 8,305,706 8,144,450
 固定負債   
  退職給付引当金 1,204,113 1,054,730
  繰延税金負債 111,866 111,689
  その他 223,229 192,384

  固定負債合計 1,539,209 1,358,805

 負債合計 9,844,915 9,503,256

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 18,860,745 21,018,558
  自己株式 △37,088 △37,088

  株主資本合計 23,449,195 25,607,008
 その他の包括利益累計額   
  その他有価証券評価差額金 111,116 40,021
  為替換算調整勘定 △263,120 △606,673

  その他の包括利益累計額合計 △152,003 △566,652
 少数株主持分 40,914 97,674

 純資産合計 23,338,105 25,138,030

負債純資産合計 33,183,021 34,641,286
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 連結損益計算書 

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

(単位：千円)

  
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

売上高 24,985,362 30,580,581

売上原価 17,596,337 20,591,111

売上総利益 7,389,025 9,989,469

販売費及び一般管理費 4,966,271 5,020,418

営業利益 2,422,754 4,969,050

営業外収益   
 受取利息及び配当金 28,864 28,589
 受取保険金 7,883 2,815
 補助金収入 102,877 23,548
 過年度支払補償費修正 － 11,372
 その他 23,934 41,256

 営業外収益合計 163,558 107,583

営業外費用   
 支払利息 27,102 16,215
 為替差損 53,648 80,998
 支払手数料 6,902 8,561
 支払補償費 82,810 52,664
 その他 8,879 21,569

 営業外費用合計 179,344 180,011

経常利益 2,406,968 4,896,622

特別利益   
 固定資産売却益 3,924 5,876
 投資有価証券売却益 2,723 2,188
 その他 279 3

 特別利益合計 6,927 8,067

特別損失   
 固定資産除売却損 33,190 16,178
 投資有価証券売却損 1,580 657
 事業再編損 45,217 －
 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 20,678
 災害による損失 － 266,158
 その他 － 6,856

 特別損失合計 79,988 310,529

税金等調整前当期純利益 2,333,907 4,594,161

法人税、住民税及び事業税 975,450 1,809,198

法人税等調整額 △226,577 △112,522

法人税等合計 748,872 1,696,675

少数株主損益調整前当期純利益 － 2,897,485

少数株主利益 18,854 10,347

当期純利益 1,566,179 2,887,138
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 連結包括利益計算書 

(単位：千円)

  
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 2,897,485

その他の包括利益   
 その他有価証券評価差額金 － △71,095
 為替換算調整勘定 － △349,586

 その他の包括利益合計 － ※1 △420,682

包括利益 － ※2 2,476,803

（内訳）   
 親会社株主に係る包括利益 － 2,472,489
 少数株主に係る包括利益 － 4,313
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（３）連結株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

    
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

株主資本   
 資本金   
  前期末残高 2,362,050 2,362,050
  当期変動額   
   当期変動額合計 － －

  当期末残高 2,362,050 2,362,050
 資本剰余金   
  前期末残高 2,263,488 2,263,488
  当期変動額   
   当期変動額合計 － －

  当期末残高 2,263,488 2,263,488
 利益剰余金   
  前期末残高 17,957,589 18,860,745
  当期変動額   
   剰余金の配当 △663,024 △729,325
   当期純利益 1,566,179 2,887,138

   当期変動額合計 903,155 2,157,813

  当期末残高 18,860,745 21,018,558
 自己株式   
  前期末残高 △37,084 △37,088
  当期変動額   
   自己株式の取得 △4 －

   当期変動額合計 △4 －

  当期末残高 △37,088 △37,088
 株主資本合計   
  前期末残高 22,546,043 23,449,195
  当期変動額   
   剰余金の配当 △663,024 △729,325
   当期純利益 1,566,179 2,887,138
   自己株式の取得 △4 －

   当期変動額合計 903,151 2,157,813

  当期末残高 23,449,195 25,607,008
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(単位：千円)

    
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   
 その他有価証券評価差額金   
  前期末残高 △39,934 111,116
  当期変動額   

   株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

151,051 △71,095

   当期変動額合計 151,051 △71,095

  当期末残高 111,116 40,021
 為替換算調整勘定   
  前期末残高 △120,875 △263,120
  当期変動額   

   株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△142,244 △343,553

   当期変動額合計 △142,244 △343,553

  当期末残高 △263,120 △606,673
 その他の包括利益累計額合計   
  前期末残高 △160,810 △152,003
  当期変動額   

   株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

8,806 △414,649

   当期変動額合計 8,806 △414,649

  当期末残高 △152,003 △566,652

少数株主持分   
 前期末残高 19,987 40,914
 当期変動額   
  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 20,926 56,760

  当期変動額合計 20,926 56,760

 当期末残高 40,914 97,674

純資産合計   
 前期末残高 22,405,220 23,338,105
 当期変動額   
  剰余金の配当 △663,024 △729,325
  当期純利益 1,566,179 2,887,138
  自己株式の取得 △4 －
  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 29,733 △357,888

  当期変動額合計 932,885 1,799,924

 当期末残高 23,338,105 25,138,030
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

  
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   
 税金等調整前当期純利益 2,333,907 4,594,161
 減価償却費 1,330,067 1,266,326
 のれん償却額 382,697 382,697
 退職給付引当金の増減額（△は減少） △191,366 △149,236
 賞与引当金の増減額（△は減少） △13,075 45,515
 貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,329 △2,243
 事業再編損失 45,217 －
 固定資産除売却損益（△は益） 36,346 12,014
 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 20,678
 投資有価証券売却損益（△は益） △1,142 △1,530
 災害損失 － 266,158
 その他の特別損益（△は益） △279 △3
 受取利息及び受取配当金 △28,864 △28,589
 支払利息 27,102 16,215
 為替差損益（△は益） △15,759 40,936
 売上債権の増減額（△は増加） △114,199 △597,194
 たな卸資産の増減額（△は増加） 1,670,268 △1,347,768
 仕入債務の増減額（△は減少） △208,095 958,672
 未払消費税等の増減額（△は減少） 192,752 △343,429
 預り保証金の増減額（△は減少） 4,926 －
 その他の資産の増減額（△は増加） 44,505 △48,335
 その他の負債の増減額（△は減少） 506 △45,207

 小計 5,505,844 5,039,839
 利息及び配当金の受取額 29,408 28,606
 利息の支払額 △35,883 △15,336
 法人税等の支払額 △578,402 △1,104,719
 事業再編による支出 △49,955 －
 災害損失の支払額 － △32,271

 営業活動によるキャッシュ・フロー 4,871,011 3,916,118
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(単位：千円)

  
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   
 定期預金の預入による支出 △88,014 △269,269
 定期預金の払戻による収入 500,000 162,028
 固定資産の取得による支出 △699,631 △1,204,656
 固定資産の売却による収入 5,586 16,406
 投資有価証券の取得による支出 △5,426 △3,818
 投資有価証券の売却による収入 15,448 22,622
 貸付けによる支出 △492 －
 貸付金の回収による収入 4,712 2,623
 差入保証金の差入による支出 △2,367 △3,899
 差入保証金の回収による収入 8,835 6,525
 保険積立金の積立による支出 △938 △9,432
 保険積立金の払戻による収入 9,471 －
 その他 711 32

 投資活動によるキャッシュ・フロー △252,104 △1,280,837

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） △183,000 △1,717,000
 長期借入金の返済による支出 － △300,000
 ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,844 －
 少数株主からの払込みによる収入 － 54,810
 自己株式の取得による支出 △4 －
 配当金の支払額 △663,465 △729,598
 少数株主への配当金の支払額 △500 △2,362

 財務活動によるキャッシュ・フロー △848,815 △2,694,151

現金及び現金同等物に係る換算差額 10,306 △218,547

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,780,398 △277,418

現金及び現金同等物の期首残高 4,032,966 7,813,365

現金及び現金同等物の期末残高 7,813,365 7,535,947
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前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成22

年４月１日 至 平成23年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 (自  平成21年４月１日 
至  平成22年３月31日) 

前連結会計年度
(自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日) 

当連結会計年度

１  連結の範囲に関する事項 連結子会社の数  10社 

  連結子会社名 

NIDEC COPAL ELECTRONICS,INC. 

NIDEC COPAL ELECTRONICS GmbH 

NIDEC COPAL ELECTRONICS KOREA 
CORP. 
NIDEC COPAL ELECTRONICS 
SINGAPORE PTE. LTD. 

日電産科宝電子(上海)有限公司 

日本電産科宝電子(浙江)有限公司 

グローバ販売㈱ 

グローバサービス㈱ 

関西グローバ販売㈱ 

㈱フジソク 

連結子会社の数  10社 

  連結子会社名 

NIDEC COPAL ELECTRONICS,INC. 

NIDEC COPAL ELECTRONICS GmbH 

NIDEC COPAL ELECTRONICS KOREA 
CORP. 
NIDEC COPAL ELECTRONICS 
SINGAPORE PTE. LTD. 

日電産科宝電子(上海)有限公司 

日本電産科宝電子(浙江)有限公司 

杭州科明電子有限公司 

グローバ販売㈱ 

グローバサービス㈱ 

㈱フジソク 

 （追加情報） 

当社は、平成22年３月12日開催の取締

役会において、当社完全子会社である

グローバ販売㈱が、同じく完全子会社

である関西グローバ販売㈱を吸収合併

することを決議いたしました。 

当合併は、両社の統合により、経営管

理体制を一元化し経営効率と販売の更

なる強化を図り、お客様に対する提案

力を強化することで、日本電産コパル

電子グループの競争力を向上させるこ

とを目的としております。 

なお、合併期日（合併の効力発生日）

は、平成22年８月１日となります。 
 

（追加情報） 

当社は、第１四半期連結会計期間よ

り、新たに杭州科明電子有限公司を設

立し連結の範囲に含めております。 

また、第２四半期連結会計期間に、当

社連結子会社であるグローバ販売㈱を

存続会社、同じく連結子会社である関

西グローバ販売㈱を消滅会社とする吸

収合併を実施しております。 

 

２  持分法の適用に関する事

項 

持分法を適用しない関連会社の名称等 

杭州科宝電子有限公司 

(持分法を適用しない理由) 

持分法を適用しない関連会社の当期純

損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等からみて、持

分法の対象から除いても連結財務諸表

に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全

体としても重要性が乏しいため持分法

の適用範囲から除外しております。 

同      左
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項目 (自  平成21年４月１日 
至  平成22年３月31日) 

前連結会計年度
(自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日) 

当連結会計年度

３  連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社の決算日が連結決算日と異

なる会社は次のとおりであります。 

 

 

会社名 決算日 注

NIDEC COPAL 
ELECTRONICS, INC. 

12月31日 ※1,2

NIDEC COPAL 
ELECTRONICS GmbH 

12月31日 ※1,2

NIDEC COPAL  
ELECTRONICS KOREA 
CORP. 

12月31日 ※1,2

NIDEC COPAL 
ELECTRONICS  
SINGAPORE PTE. LTD. 

12月31日 ※1,2

日電産科宝電子 
(上海)有限公司 

12月31日 ※1,2

日本電産科宝電子 
(浙江)有限公司 

12月31日 ※1

㈱フジソク ２月28日 ※1,2

連結子会社の決算日が連結決算日と異

なる会社は次のとおりであります。 
 

会社名 決算日 注

NIDEC COPAL 
ELECTRONICS, INC. 

12月31日 ※1

NIDEC COPAL 
ELECTRONICS GmbH 

12月31日 ※1

NIDEC COPAL  
ELECTRONICS KOREA 
CORP. 

12月31日 ※1

NIDEC COPAL 
ELECTRONICS  
SINGAPORE PTE. LTD. 

12月31日 ※1

日電産科宝電子 
(上海)有限公司 

12月31日 ※1

日本電産科宝電子 
(浙江)有限公司 

12月31日 ※1

杭州科明電子 
有限公司 

12月31日 ※1

㈱フジソク ２月28日 ※1

 ※１  連結財務諸表の作成にあたって

は、連結決算日現在で実施した

仮決算に基づく財務諸表を使用

しております。 

※１    同      左 

 

 ※２  従来、連結財務諸表作成にあた

っては、連結子会社の決算日現

在の財務諸表を使用し、連結決

算日との間に生じた重要な取引

については、連結上必要な調整

を行っておりましたが、連結財

務情報のより適正な開示を図る

ため、当連結会計年度より連結

決算日である３月31日に仮決算

を行い連結する方法に変更する

ことといたしました。この仮決

算の実施により、㈱フジソクに

ついては平成21年３月１日から

平成22年３月31日までの13ヶ月

決算、その他の会社については

平成21年１月１日から平成22年

３月31日までの15ヶ月決算とな

っております。 
  

 

４  会計処理基準に関する事

項 

    

  (1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

有価証券 

  その他有価証券 

    時価のあるもの 

      連結決算日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定) 

有価証券 

同      左

     時価のないもの 

      移動平均法による原価法 
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項目 (自  平成21年４月１日 
至  平成22年３月31日) 

前連結会計年度
(自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日) 

当連結会計年度

 たな卸資産 

商品・製品・半製品 
原材料・貯蔵品 

主として総平均法による原価法

（収益性の低下による簿価切下げ

の方法） 

たな卸資産 

同      左

 

 仕掛品 

主として先入先出法による原価法

（収益性の低下による簿価切下げ

の方法） 
 

 

  (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

有形固定資産（リース資産を除く） 

当社及び国内連結子会社は定率法、

また主な在外連結子会社は定額法に

よっております。ただし、当社及び

国内連結子会社については平成10年

4月1日以降に取得した建物（附属設

備を除く）について、定額法を採用

しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物及び構築物 ３～60年

機械装置及び運搬具 ２～11年

同      左

 

 無形固定資産 

定額法を採用しております。なお、

当社及び国内連結子会社は、自社利

用のソフトウェアについては、社内

における利用可能期間（５年）に基

づく定額法を採用しております。 

 

 リース資産（所有権移転外ファイナン

ス・リース取引に係るリース資産） 

リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によっておりま

す。 
  

 

  (3) 重要な引当金の計上基

準 

貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しております。 

貸倒引当金 

同      左

 賞与引当金 

従業員に対する賞与支給に備えるた

め、支給見込額の当連結会計年度負

担額を計上しております。 

賞与引当金 

同      左
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項目 (自  平成21年４月１日 
至  平成22年３月31日) 

前連結会計年度
(自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日) 

当連結会計年度

 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき、

当連結会計年度末において発生して

いると認められる額を計上しており

ます。 

過去勤務債務及び数理計算上の差異

は、各連結会計年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(５年)による定額法によ

り按分した額を、過去勤務債務は発

生年度から、数理計算上の差異はそ

れぞれ発生の翌連結会計年度から費

用処理することとしております。 

退職給付引当金 

同      左

 

 (会計方針の変更) 

当連結会計年度から「退職給付に係

る会計基準」の一部改正（その３）

（企業会計基準第19号 平成20年７

月31日）を適用しております。 

これによる損益への影響はありませ

ん。 
  

──────

 
 

  (4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。な

お、在外子会社等の資産、負債、収益

及び費用は、決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額は純資産

の部における為替換算調整勘定及び少

数株主持分に含めております。 

  
──────

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。な

お、在外子会社等の資産及び負債は決

算日の直物為替相場、収益及び費用は

期中平均相場により円貨に換算し、換

算差額は純資産の部における為替換算

調整勘定及び少数株主持分に含めてお

ります。 

（会計方針の変更） 

  従来、在外子会社等の財務諸表項目

のうち収益及び費用について、決算日

の直物為替相場により円貨に換算して

おりましたが、当連結会計年度より、

期中平均相場により円貨に換算する方

法に変更いたしました。 

  この変更は、収益及び費用の各項目

が連結会計年度を通じて発生する在外

子会社等の業績をより正確に連結財務

諸表に反映させ、かつ、為替相場の短

期的な変動によって四半期決算と年度

決算の整合性が損なわれるリスクを回

避するために行ったものであります。 

  これにより従来の方法によった場合

に比べ、当連結会計年度の連結売上高

は10,678千円、営業利益は1,873千円

それぞれ減少、経常利益は1,782千

円、税金等調整前当期純利益は1,469

千円それぞれ増加しております。 
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項目 (自  平成21年４月１日 
至  平成22年３月31日) 

前連結会計年度
(自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日) 

当連結会計年度

  (5) のれんの償却方法及び

償却期間 

────── のれんの償却については、重要性の乏

しいものを除き、５年間の均等償却を

行っております。 
 

  (6) 連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金

の範囲 

────── 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなります。 
 

  (7) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

消費税等の会計処理方法 

  税抜方式によっております。 
 

同      左 

５  連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用してお

ります。 
 

──────

 
 

６  のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

のれんの償却については、重要性の乏

しいものを除き、５年間の均等償却を

行っております。 
 

──────

７  連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなります。 

──────
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会計方針の変更 

  

 
  

表示方法の変更 

  

（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

(自  平成21年４月１日 
至  平成22年３月31日) 

前連結会計年度
(自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日) 

当連結会計年度

  
―――――― (資産除去債務に関する会計基準等の適用) 

当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基

準」（企業会計基準第18号  平成20年３月31日）及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第21号  平成20年３月31日）を適用

しております。 

  これにより、当連結会計年度の営業利益及び経常利

益は1,398千円、税金等調整前当期純利益は22,077千

円減少しております。また、当会計基準等の適用開始

による資産除去債務の変動額は23,992千円でありま

す。 

(自  平成21年４月１日 
至  平成22年３月31日) 

前連結会計年度
(自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日) 

当連結会計年度

（連結貸借対照表） 

当社は平成21年４月に生産管理機能を含む全社基幹シ

ステムを新たに導入しました。このシステム導入に伴

い中国製造会社への無償支給原材料・半製品を従来は

仕掛品として計上していましたが、より期末日時点の

実態に即すよう当期から原材料・半製品に変更してお

ります。この結果、従来と比較して当連結会計年度末

にて「原材料及び貯蔵品」が917,657千円、「商品及

び製品(半製品含む)」が285,920千円増加し、「仕掛

品」が1,203,577千円減少しております。 

――――――

―――――― (連結損益計算書) 

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第

22号  平成20年12月26日)に基づく財務諸表等規則等

の一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日  内閣

府令第５号)の適用に伴い、当連結会計年度では、

「少数株主損益調整前当期純利益」の科目を表示して

おります。 
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（連結包括利益計算書関係） 

当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

  

※１  当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

 
  

※２  当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

 
  

(セグメント情報等) 

(事業の種類別セグメント情報) 

前連結会計年度(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日) 

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) 

前連結会計年度(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日) 

 
(注) １  営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、1,613,189千円であり、その主な

ものは、当社の管理部門に係る費用であります。 

２  資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、741,345千円であり、その主なものは、当社で

の長期投資資金(投資有価証券等)であります。 

  

（８）連結財務諸表に関する注記事項

その他有価証券評価差額金 151,051千円

為替換算調整勘定 △139,672千円

計 11,378千円

親会社株主に係る包括利益 1,574,986千円

少数株主に係る包括利益 21,427千円

計 1,596,413千円

 
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)

Ⅰ  売上高及び営業利益     

売上高          

(1) 外部顧客に対する売上高 22,780,880 326,222 495,147 679,559 486,673 216,879 24,985,362 ― 24,985,362

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
1,380,165 26,465 15,527 4,150,266 9,624 ― 5,582,049 (5,582,049) ―

計 24,161,045 352,687 510,674 4,829,826 496,298 216,879 30,567,411 (5,582,049) 24,985,362

営業費用 20,924,697 318,010 503,199 4,265,380 375,620 202,128 26,589,036 (4,026,427) 22,562,608

営業利益 3,236,348 34,677 7,474 564,445 120,678 14,750 3,978,375 (1,555,621) 2,422,754

Ⅱ  資産 28,303,750 207,069 319,868 4,457,510 308,461 107,398 33,704,060 (521,038) 33,183,021
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(海外売上高) 

前連結会計年度(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日) 

 
(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。 

  

(セグメント情報) 

１ 報告セグメントの概要 

（報告セグメントの決定方法および各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類） 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、経営 高責任者及び経営執行責任者等が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的

に検討を行う対象となっているものであります。 

当社グループは、主に電子部品を製造・販売しており、製造・仕入面での責任は、製商品種目で区分さ

れた当社各事業部及びその傘下の製造子会社が担い、販売面での責任は、当社営業本部及びその傘下の外

販機能を受け持つ子会社が担う体制で事業活動を展開しております。 

当社グループは、製商品区分を基礎とした事業部別セグメントで構成されており、「電子回路部品事

業」、「センサ事業」、「アクチュエータ事業」及び「商品事業」の４つを報告セグメントとしておりま

す。 

「電子回路部品事業」は、電子回路基板に搭載される可変抵抗器のトリマ、電流・電圧の切換え機能を

担う電子回路用スイッチや操作用スイッチなどを取扱っております。「センサ事業」は、半導体製造装置

や空圧機器、人工透析機・ガスクロマトグラフ等の医療機器などに使用される圧力センサを取扱っており

ます。「アクチュエータ事業」は、遊技機器等に使用されるモータ及びレーザプリンタ等の事務機器や画

像診断装置等の医療用機器、産業用検査機器等に使用されるスキャナを取扱っております。「商品事業」

は、上記各事業での取扱い以外の仕入商品であり、エンコーダ・ポテンショメータ・ファンモータ・タッ

チパネル等があります。 

  

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一でありますが、セグメント利益又は損失（営業損益ベース）の算定にあたっ

ては、在庫削減活動の促進を図るため直接原価計算(製造固定費を費用発生時に売上原価認識)ベースの数

値を用いている点、販売費及び一般管理費につきのれん償却費除外およびセグメント配賦の販売費及び一

般管理費を予算値としている点を特徴としております。 

また、資産については、棚卸資産のみをセグメントでコントロール可能な資産として各セグメントに帰

属させております。 

  

 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) 507,549 914,970 4,333,253 13,560 5,769,334 

Ⅱ  連結売上高(千円) ― ― ― ― 24,985,362 

Ⅲ  連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

2.0 3.7 17.3 0.1 23.1 
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３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年3月31日) 

  

 
(注1) セグメント利益は連結財務諸表の営業利益と調整を行っており、セグメント資産は連結財務諸表の棚卸資産と

調整を行っております。 

(注2) その他の項目の減価償却費のセグメント値は全社資産償却費配賦後の金額であります。 

(注3) その他の項目の有形固定資産及び無形固定資産の増加額のセグメント値は全社資産配賦前の金額であります。 

  

４ 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事

項) 

  

 
※ 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。 

  

 
※ セグメント資産は、棚卸資産(貯蔵品除く)を対象としております。 

  

 
※ セグメントの減価償却費は、販売費及び一般管理費の減価償却費につき予算値ベースで算定しております。 

  

  (単位：千円) 

 
報告セグメント

調整額
連結財務諸表
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 13,756,145 3,258,718 9,379,173 4,186,543 ─ 30,580,581 

セグメント利益 2,341,908 399,972 1,880,715 433,906 △ 87,450 4,969,050 

セグメント資産 3,808,691 561,392 1,368,174 136,560 30,854 5,905,673 

その他の項目(注2,3) 
 減価償却費 
 有形固定資産及び 
 無形固定資産の増加額 

538,693 

579,240 

 

 
139,334 

118,119 

 

 
553,837 

530,925 

 

 
45,580 

11,300 

 

 
△ 23,473 

118,232 

 

 
1,253,971 

1,357,817 

 

 

 (単位：千円) 

セグメント利益 当連結会計年度

のれん償却額 △ 382,697 

販売費及び一般管理費予算実績差異(※１) 100,692 

棚卸資産の調整額(※２) 194,554 

調整額 計 △ 87,450 

 (単位：千円) 

セグメント資産 当連結会計年度

未実現利益消去額他 △ 148,587 

貯蔵品 179,441 

調整額 計 30,854 

 (単位：千円) 

その他の項目(減価償却費) 当連結会計年度

販売費及び一般管理費減価償却費予算実績差異他 △ 23,473 

調整額 計 △ 23,473 
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※ セグメントの有形固定資産及び無形固定資産の増加額は、建設仮勘定から各固定資産本勘定へ振替時点で 

 増加認識の金額であります。 

  

(追加情報) 

当連結会計年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月

27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。 

  

(関連情報) 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

(1) 売上高 

 
(注)  売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

  

(2) 有形固定資産 

 
  

連結売上高の10パーセント以上を占める主要な顧客につき該当はありません。 

  

 (単位：千円) 

その他の項目(有形固定資産及び無形固定資産の増加額) 当連結会計年度

建設仮勘定計上時点に増加認識との差異他 △ 35,664 

全社資産 153,897 

調整額 計 118,232 

当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

２．地域ごとの情報

     (単位：千円) 

日本 北米 アジア 欧州 その他 合計 

22,244,486 495,454 6,545,964 1,288,915 5,759 30,580,581 

   (単位：千円)

日本 中国 その他 合計 

5,323,147 2,621,133 4,818 7,949,098 

３．主要な顧客ごとの情報
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(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報) 

当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報) 

当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

 
  

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報) 

当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報) 

  

 
(注) １株当たり当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。 

  

 
  

      (単位：千円) 

 電子回路部品 センサ 
アクチュエー

タ 
商品 全社・消去 合計 

当期償却額 382,697 ― ― ― ― 382,697 

当期末残高 223,240 ― ― ― ― 223,240 

項目 (自  平成21年４月１日 
至  平成22年３月31日) 

前連結会計年度
(自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日) 

当連結会計年度

１株当たり純資産額(円) 351.38 377.67 

１株当たり当期純利益金額(円) 23.62 43.55 

 

なお、潜在株式調整後１株

当たり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。 

同      左 

 (自  平成21年４月１日 
至  平成22年３月31日) 

前連結会計年度
(自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日) 

当連結会計年度

当期純利益金額(千円) 1,566,179 2,887,138 

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─ 

普通株式に係る当期純利益金額(千円) 1,566,179 2,887,138 

期中平均株式数(千株) 66,302 66,302 

日本電産コパル電子㈱（6883）平成23年３月期　決算短信

― 25 ―



  
(重要な後発事象) 

前連結会計年度(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日) 

  当社は、平成22年４月16日開催の取締役会において、新会社設立を決議し、平成22年５月21日現地営業

許可を受け、事業開始に至っております。 

  

１  子会社設立の理由 

成長著しい中国市場において電子回路部品事業の需要増大が見込まれることから、これらの需要に

スピーディに対応し事業成長を実現することを目的として、現地での調達・生産・販売・物流などの

一貫した事業体制を統括する新会社を設立することといたしました。 

なお、新会社は平成14年より電子回路部品事業の生産で協力関係を構築して以来、着実に生産を拡

大し、関係を強化してきた杭州日月電器股份有限公司との合弁会社といたします。 

  

２  設立子会社の概要 

 
  

当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

該当事項はありません。 

(1) 商号 ：杭州科明電子有限公司 

   (HANGZHOU KEMING ELECTRONICS CO.,LTD.) 

(2) 所在地 ：中華人民共和国浙江省富陽市鹿山街道日月大道２号 

(3) 代表者 ：董事長 菊池 詳 

(4) 事業内容 ：電子部品の製造・販売 

(5) 登録資本金 ：６百万ＵＳＤ 

(6) 設立年月日 ：平成22年５月21日 

(7) 出資割合 ：日本電産コパル電子株式会社 80％、杭州日月電器股份有限公司 20％ 
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５．その他 

① 生産実績 

 
(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 

ａ．受注高 

 
ｂ．受注残高 

 
(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 

 
(注)  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

（１）生産、受注及び販売の状況

セグメントの名称
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度

金額(千円) 前年同期比(％) 金額(千円) 前年同期比(％) 

電子回路部品 7,177,338 61.7 12,537,748 174.7 

センサ 2,125,181 89.6 3,196,411 150.4 

アクチュエータ 9,422,748 97.1 9,306,318 98.8 

合計 18,725,268 79.0 25,040,478 133.7 

セグメントの名称
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度

金額(千円) 前年同期比(％) 金額(千円) 前年同期比(％) 

電子回路部品 11,958,345 104.6 12,813,827 107.2 

センサ 2,342,565 106.3 3,500,629 149.4 

アクチュエータ 9,261,436 93.4 9,551,543 103.1 

商品 3,086,646 95.3 4,036,543 130.8 

合計 26,648,993 99.4 29,902,544 112.2 

セグメントの名称 (平成22年３月31日) 
前連結会計年度末

(平成23年３月31日) 
当連結会計年度末

金額(千円) 前年同期比(％) 金額(千円) 前年同期比(％) 

電子回路部品 2,815,542 176.5 1,873,224 66.5 

センサ 521,838 237.0 763,750 146.4 

アクチュエータ 643,570 71.1 815,940 126.8 

商品 659,152 256.9 509,151 77.2 

合計 4,640,103 155.9 3,962,066 85.4 

セグメントの名称
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

前第連結会計年度
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度

金額(千円) 前年同期比(％) 金額(千円) 前年同期比(％) 

電子回路部品 10,737,571 88.0 13,756,145 128.1 

センサ 2,040,935 84.3 3,258,718 159.7 

アクチュエータ 9,522,737 91.8 9,379,173 98.5 

商品 2,684,117 77.1 4,186,543 156.0 

合計 24,985,362 87.8 30,580,581 122.4 
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①代表者の異動 

該当事項はありません。 

  

②その他の役員の異動（平成23年６月14日付予定） 

１ 新任取締役候補 

該当事項はありません。 

  

２ 退任予定取締役 

該当事項はありません。 

  

３ 新任監査役候補 

該当事項はありません。 

  

４ 退任予定監査役 

該当事項はありません。 

  

５ 新任執行役員候補 

 
  

（２）役員の異動

氏名 新役職名 現役職名

鈴木 隆史 
執行役員 
開発センター長 

開発センター長 
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平成23年４月25日
日本電産コパル電子株式会社

  

  
１．連結業績の状況 

（百万円未満切捨て）

 
 (注) （ ）内は、対売上高比率 

   

２．連結財政状態 
  

    

３．配当の状況 
  

    

４．連結範囲及び持分法の適用に関する事項 
連結子会社数 10社  持分法適用会社数 ─社 
＜前期末（平成22年３月）比の異動状況＞ 
連結  (新規) １社 (除外) １社  持分法  (新規) ─社 (除外) ─社 

（３）連結決算概要

平成23年３月期（第44期）連結決算概要

 
当連結会計年度

自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日

前年 
同期 
増減率

前連結会計年度
自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日

当第４四半期
自 平成23年１月１日
至 平成23年３月31日

前年 
同期 
増減率

前第４四半期
自 平成22年１月１日
至 平成22年３月31日

売上高 
百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 百万円 

30,580 22.4 24,985 7,434 △4.5 7,785 

営業利益 
4,969 

105.1
2,422 1,204 

20.9 
996 

(16.2%) (9.7%) (16.2%) (12.8%) 

経常利益 
4,896 

103.4
2,406 1,299 

27.9 
1,016 

(16.0%) (9.6%) (17.5%) (13.1%) 

当期純利益 
2,887 

84.3
1,566 645 

△9.4 
712 

(9.4%) (6.3%) (8.7%) (9.2%) 

一株当たり 
当期純利益 

円 銭 
─ 

円 銭 円 銭 
─ 

円 銭 

43.55 23.62 9.74 10.75 

 当連結会計年度末 前連結会計年度末

総資産 
百万円 百万円 

34,641 33,183 

純資産 
25,138 23,338 

自己資本比率 
％ ％ 

72.3 70.2 
一株当たり 
純資産 

円 銭 円 銭 

377.67 351.38 
 当連結会計年度 前連結会計年度

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

百万円 百万円 

3,916 4,871 
投資活動による 

キャッシュ・フロー △1,280 △252 
財務活動による 

キャッシュ・フロー △2,694 △848 
現金及び 

現金同等物期末残高 7,535 7,813 

 第２四半期末 期末 合計

22年３月期 
円 銭 円 銭 円 銭 

5.00 5.00 10.00 

23年３月期 6.00 6.00 12.00 

24年３月期（予想） 6.00 7.00 13.00 
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