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(百万円未満切捨て)

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

24年３月期 29,118 △4.8 4,194 △15.6 4,197 △14.3 2,706 △6.3

23年３月期 30,580 22.4 4,969 105.1 4,896 103.4 2,887 84.3

(注) 包括利益 24年３月期 2,854百万円(15.2％) 23年３月期 2,476百万円(55.1％)

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

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 ％ ％ ％

24年３月期 40 82 ― 10.4 12.0 14.4

23年３月期 43 55 ― 11.9 14.4 16.2

(参考) 持分法投資損益 24年３月期 ―百万円 23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

24年３月期 35,517 27,237 76.2 408 13

23年３月期 34,641 25,138 72.3 377 67

(参考) 自己資本 24年３月期 27,059百万円 23年３月期 25,040百万円

（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

24年３月期 2,459 △1,452 △755 7,745

23年３月期 3,916 △1,280 △2,694 7,535

２．配当の状況

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 ％ ％

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

24年３月期 ― 6 00 ― 7 00 13 00 861 31.8 3.3

25年３月期(予想) ― 7 00 ― 7 00 14 00 29.9

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）
(％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) 14,000 △7.2 2,000 △20.6 2,000 △19.1 1,300 △24.2 19 61

通 期 31,000 6.5 4,700 12.1 4,700 12.0 3,100 14.5 46 76

ce101870
スタンプ

ce101870
画像

ce101870
グループ

ce101870
スタンプ



  

 

 
 (会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の該当あり) 

 
  

 

 
  

 
  
（２）個別財政状態 

 
 
  
  

・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。 

  

・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。 

※ 注記事項
（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) ： 無

  新規  ―社 、除外  ―社

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

 ② ①以外の会計方針の変更 ： 有

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 有

 ④ 修正再表示 ： 無

（３）発行済株式数（普通株式）
① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年３月期 66,452,000株 23年３月期 66,452,000株

② 期末自己株式数 24年３月期 149,780株 23年３月期 149,664株

③ 期中平均株式数 24年３月期 66,302,281株 23年３月期 66,302,336株

(参考) 個別業績の概要
１．平成24年３月期の個別業績（平成23年４月１日～平成24年３月31日）
（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 ％

24年３月期 27,792 △1.2 3,278 △19.6 3,475 △23.0 2,013 △26.7

23年３月期 28,139 28.2 4,077 130.5 4,514 82.9 2,747 41.6

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

24年３月期 30 37 ―

23年３月期 41 43 ―

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

24年３月期 32,717 24,830 75.9 374 50

23年３月期 32,676 23,628 72.3 356 38

(参考) 自己資本 24年３月期 24,830百万円 23年３月期 23,628百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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①当期の経営成績 

当連結会計年度における経営環境につきましては、期初の東日本大震災の影響から始まり、欧州金融

不安に端を発した景気後退・タイ洪水の影響・円高進行など、年度末にかけ若干の持ち直しの気配はあ

るものの、通期の外部環境としては近年稀に見る厳しい局面での推移となりました。 

当連結会計年度の売上につきましては、国内向けモータなど一部健闘したものの厳しい外部環境の影

響もあり、前期比4.8％減の291億1千8百万円となっております。 

利益面につきましては、減収や円高進行の影響もあり、営業利益が前期比15.6％減の41億9千4百万

円、経常利益が前期比14.3％減の41億9千7百万円となっております。  

また、当期純利益につきましては、繰延税金資産負債の適用税率変更に伴う税金費用増はあったもの

の㈱フジソクの繰延税金資産計上による税金費用減もあり減益率は縮小、前期比6.3％減の27億6百万円

の結果となっております。 

  

②セグメント別の業績 

・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、下期にかけての欧州景気後退等の影響もあり、前期比

11.7％減の121億5千2百万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、減収等の影響により前期比43.1％減の13億3千2百万円

となっております。 

※当連結会計年度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。 

・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が上期を主体に堅調に推移したこと等

もあり、ほぼ横這いの前期比0.7％減の32億3千5百万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、原価低減の効果等により前期比31.5％増の5億2千6百

万円となっております。 

・アクチュエータ 

当セグメントの売上高につきましては、遊技機器向けモータが期を通じて堅調に推移したこと等に

より、前期比12.9％増の105億8千9百万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、増収他により前期比3.0％増の19億3千6百万円となっ

ております。 

・商品 

当セグメントの売上高につきましては、ＡＴＭ向けなど一部健闘の機種はあったものの、携帯電話

向けタッチパネルの終息等により、前期比25.0％減の31億4千1百万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、減収等の影響により前期比31.2％減の2億9千8百万円

となっております。 

  

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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③次期の見通し 

平成25年３月期につきましては、欧州景況悪化の新興国への一層の波及等厳しい外部環境が継続する

ものと思われますが、中国現地製造販売体制の拡充やニーズに応じた新製品開発の促進などにより通期

で前期比増収増益を達成する所存であります。 

平成25年３月期連結業績予想といたしましては、売上高(通期)は310億円、営業利益(通期)は47億

円、経常利益(通期)は47億円、当期純利益(通期)は31億円を計画しております。 

  

①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、流動資産が売掛債権の

増加等により12億6千万円の増加、固定資産がのれんの償却等により3億8千4百万円の減少の結果、8億7

千5百万円の増加となりました。負債は、流動負債が未払法人税等の減少等により10億4千6百万円の減

少、固定負債が、退職給付引当金の減少などにより1億7千7百万円減少した結果、12億2千3百万円の減

少となりました。この結果、純資産は272億3千7百万円となり自己資本比率は76.2％と前期比3.9ポイン

トの増加となりました。 

  

②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77億4千5百万円となり、前連結会計年度末と

比べ2億9百万円の増加となっております。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24億5千9百万円の収入となり、前連

結会計年度の39億1千6百万円の収入と比べ14億5千6百万円収入が減少しております。主な要因は、法

人税等の支払額の増加などであります。 

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14億5千2百万円の支出となり、前連

結会計年度の12億8千万円の支出と比べ1億7千1百万円支出が増加しております。主な変動要因は定期

預金の預入による支出で、主項目の設備投資(固定資産の取得による支出)につきましては、前連結会

計年度とほぼ同水準となっております。 

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7億5千5百万円の支出となり、前連

結会計年度の26億9千4百万円の支出と比べ19億3千9百万円の支出の減少となっております。主因とし

ては、前連結会計年度実施の借入金返済進捗により当連結会計年度においては借入金返済無しの事由

によるものであります。 

  

（２）財政状態に関する分析
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(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１株あたり年間13円(中間配当6円・期末配当7円)を予定し

ております。また次期の配当につきましては、現時点の業績見込み等により１株あたり年間14円を計画

しております。 

  

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 平成24年３月期

自己資本比率 62.9% 68.8% 70.2% 72.3% 76.2%

時価ベースの自己資本比率 130.4% 106.1% 141.9% 117.1% 90.5%

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

77.7% 110.0% 43.5% 2.6% 4.1%

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

46.3倍 115.0倍 135.7倍 255.4倍 1,012.6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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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。 

  

 
※当連結会計年度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．企業集団の状況

報告セグメント 取扱い主要品目 主要な会社

Ｅ＆ＭＣ※ 

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
台湾日電産科寶電子股份有限公司
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
台湾日電産科寶電子股份有限公司
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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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、売上高総利益率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協力に推進する。 

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、Ｅ＆ＭＣ事業を中心に中国において調達・生産・

販売・物流などの一貫ビジネスを軌道に乗せ、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。 

  

３．経営方針

（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23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,746,360 8,165,888

受取手形及び売掛金 9,540,745 10,260,094

商品及び製品 2,738,251 2,669,835

仕掛品 573,928 484,544

原材料及び貯蔵品 2,593,493 2,620,164

前払費用 98,744 98,736

繰延税金資産 861,823 831,499

その他 388,211 674,813

貸倒引当金 △12,385 △16,122

流動資産合計 24,529,173 25,789,453

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,516,378 7,574,797

減価償却累計額 △4,534,072 △4,709,421

建物及び構築物（純額） 2,982,306 2,865,375

機械装置及び運搬具 9,461,439 9,533,539

減価償却累計額 △6,797,931 △6,697,407

機械装置及び運搬具（純額） 2,663,508 2,836,131

工具、器具及び備品 5,324,889 5,448,450

減価償却累計額 △4,649,111 △4,758,163

工具、器具及び備品（純額） 675,777 690,287

土地 1,599,296 1,599,296

建設仮勘定 28,208 50,386

有形固定資産合計 7,949,098 8,041,478

無形固定資産   

のれん 223,240 －

その他 646,123 557,086

無形固定資産合計 869,363 557,086

投資その他の資産   

投資有価証券 486,008 463,871

長期貸付金 1,327 4,897

長期前払費用 － 2,291

繰延税金資産 486,355 325,874

その他 337,502 351,788

貸倒引当金 △17,543 △19,579

投資その他の資産合計 1,293,651 1,129,143

固定資産合計 10,112,112 9,727,708

資産合計 34,641,286 35,517,162
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,619,141 4,400,520

短期借入金 100,000 100,000

未払金 973,896 997,243

未払法人税等 1,321,847 553,627

未払費用 394,291 317,844

賞与引当金 624,645 612,532

その他 110,628 116,646

流動負債合計 8,144,450 7,098,414

固定負債   

退職給付引当金 1,054,730 904,725

繰延税金負債 111,689 74,830

その他 192,384 201,905

固定負債合計 1,358,805 1,181,462

負債合計 9,503,256 8,279,876

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 22,929,465

自己株式 △37,088 △37,145

株主資本合計 25,607,008 27,517,858

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 26,809

為替換算調整勘定 △606,673 △484,871

その他の包括利益累計額合計 △566,652 △458,061

少数株主持分 97,674 177,488

純資産合計 25,138,030 27,237,285

負債純資産合計 34,641,286 35,517,162
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：千円)

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 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 30,580,581 29,118,945

売上原価 20,591,111 19,934,576

売上総利益 9,989,469 9,184,369

販売費及び一般管理費 5,020,418 4,990,155

営業利益 4,969,050 4,194,213

営業外収益   

受取利息及び配当金 28,589 50,286

受取保険金 2,815 36,886

補助金収入 23,548 29,120

過年度支払補償費修正 11,372 －

その他 41,256 27,706

営業外収益合計 107,583 143,999

営業外費用   

支払利息 16,215 2,486

為替差損 80,998 66,069

支払手数料 8,561 18,460

支払補償費 52,664 31,860

その他 21,569 22,006

営業外費用合計 180,011 140,883

経常利益 4,896,622 4,197,329

特別利益   

固定資産売却益 5,876 9,202

投資有価証券売却益 2,188 －

その他 3 －

特別利益合計 8,067 9,202

特別損失   

固定資産除売却損 16,178 10,967

投資有価証券売却損 657 0

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 33,932

その他 6,856 322

特別損失合計 310,529 45,221

税金等調整前当期純利益 4,594,161 4,161,310

法人税、住民税及び事業税 1,809,198 1,247,072

法人税等調整額 △112,522 171,329

法人税等合計 1,696,675 1,418,401

少数株主損益調整前当期純利益 2,897,485 2,742,908

少数株主利益 10,347 36,373

当期純利益 2,887,138 2,706,535
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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22年４月１日
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 2,897,485 2,742,908

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △71,095 △13,211

為替換算調整勘定 △349,586 124,776

その他の包括利益合計 △420,682 ※1  111,565

包括利益 2,476,803 2,854,473

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 2,472,489 2,815,125

少数株主に係る包括利益 4,313 39,347
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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22年４月１日
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 18,860,745 21,018,558

当期変動額   

剰余金の配当 △729,325 △795,627

当期純利益 2,887,138 2,706,535

当期変動額合計 2,157,813 1,910,907

当期末残高 21,018,558 22,929,465

自己株式   

当期首残高 △37,088 △37,088

当期変動額   

自己株式の取得 － △56

当期変動額合計 － △56

当期末残高 △37,088 △37,145

株主資本合計   

当期首残高 23,449,195 25,607,008

当期変動額   

剰余金の配当 △729,325 △795,627

当期純利益 2,887,138 2,706,535

自己株式の取得 － △56

当期変動額合計 2,157,813 1,910,850

当期末残高 25,607,008 27,517,858
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(単位：千円)

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 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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   

当期首残高 111,116 40,021

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △71,095 △13,211

当期変動額合計 △71,095 △13,211

当期末残高 40,021 26,809

為替換算調整勘定   

当期首残高 △263,120 △606,673

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △343,553 121,802

当期変動額合計 △343,553 121,802

当期末残高 △606,673 △484,871

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △152,003 △566,652

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △414,649 108,590

当期変動額合計 △414,649 108,590

当期末残高 △566,652 △458,061

少数株主持分   

当期首残高 40,914 97,674

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 56,760 79,814

当期変動額合計 56,760 79,814

当期末残高 97,674 177,488

純資産合計   

当期首残高 23,338,105 25,138,030

当期変動額   

剰余金の配当 △729,325 △795,627

当期純利益 2,887,138 2,706,535

自己株式の取得 － △56

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △357,888 188,404

当期変動額合計 1,799,924 2,099,255

当期末残高 25,138,030 27,237,285
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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22年４月１日
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日
 至 平成24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 4,594,161 4,161,310

減価償却費 1,266,326 1,151,244

のれん償却額 382,697 223,240

退職給付引当金の増減額（△は減少） △149,236 △149,989

賞与引当金の増減額（△は減少） 45,515 △12,183

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,243 5,781

会員権評価損 － 322

投資有価証券売却損益（△は益） △1,530 0

固定資産除売却損益（△は益） 12,014 1,773

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 20,678 －

災害損失 266,158 33,932

受取利息及び受取配当金 △28,589 △50,286

支払利息 16,215 2,486

為替差損益（△は益） 40,936 79,700

売上債権の増減額（△は増加） △597,194 △714,714

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,347,768 151,507

仕入債務の増減額（△は減少） 958,672 △107,238

未払消費税等の増減額（△は減少） △343,429 65,247

その他の資産の増減額（△は増加） △48,335 △303,836

その他の負債の増減額（△は減少） △45,207 34,663

小計 5,039,839 4,572,959

利息及び配当金の受取額 28,606 50,281

利息の支払額 △15,336 △2,429

災害損失の支払額 △32,271 △127,691

法人税等の支払額 △1,104,719 △2,033,430

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,916,118 2,459,689
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（単位：千円）

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 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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 △269,269 △555,304

定期預金の払戻による収入 162,028 343,798

固定資産の取得による支出 △1,204,656 △1,233,612

固定資産の売却による収入 16,406 13,783

投資有価証券の取得による支出 △3,818 △3,869

投資有価証券の売却による収入 22,622 1,060

貸付けによる支出 － △6,700

貸付金の回収による収入 2,623 1,752

差入保証金の差入による支出 △3,899 △4,381

差入保証金の回収による収入 6,525 25,659

保険積立金の積立による支出 △9,432 △30,503

その他 32 △3,719

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,280,837 △1,452,035

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） △1,717,000 －

長期借入金の返済による支出 △300,000 －

少数株主からの払込みによる収入 54,810 48,528

自己株式の取得による支出 － △56

配当金の支払額 △729,598 △795,450

少数株主への配当金の支払額 △2,362 △8,061

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,694,151 △755,041

現金及び現金同等物に係る換算差額 △218,547 △43,286

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △277,418 209,325

現金及び現金同等物の期首残高 7,813,365 7,535,947

現金及び現金同等物の期末残高 7,535,947 7,745,273
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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）及び当連結会計年度（自 平成23

年４月１日 至 平成24年３月31日） 

  該当事項はありません。 

  

１．連結の範囲に関する事項 

(1)連結子会社の数 11社 

(2)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. 
台湾日電産科寶電子股份有限公司 
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、第２四半期連結会計期間より、新たに台湾日電産科寶電子股份有限公司を設立し連結の

範囲に含めております。 

  

２．持分法の適用に関する事項 

(1)持分法を適用した関連会社数 

0社 

(2)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。 

  

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。 

 
※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。 

（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

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

台湾日電産科寶電子股份有限公司 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29日 ※1
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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 

(a)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) 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

(b)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) 

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 

(a)有形固定資産(リース資産除く) 

当社及び主要連結子会社は、定額法によっております。 

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  ２～10年 

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

・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、当連結会

計年度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、当連結会計年度の営業利益、経常利益および税金等調整前当期純利益は、

従来の方法と比較しそれぞれ233,448千円増加しております。 

(会計上の見積りの変更) 

・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、当連結

会計年度より、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、当連結会計年度の営業利益、経常利益および税金等調整前当期純利益は、

従来の方法と比較しそれぞれ47,880千円減少しております。 

・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、当連結会計年度より、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、当連結会計年度の営業利益、経常利益および税金等調整前当期純利益は、

従来の方法と比較しそれぞれ120,098千円減少しております。 
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(b)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。 

  

(c)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 

(a)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。 

(b)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。 

(c)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。 

  

(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。 

  

(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。 

  

５．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。 

  

６．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。 
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当連結会計年度より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号 平成22年6

月30日)、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号 平成

22年6月30日公表分)及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第9号 平

成22年6月30日)を適用しております。 

なお、当該適用による影響については、「（８）連結財務諸表に関する注記事項」の（１株当たり

情報）の箇所に記載しております。 

(追加情報) 

当連結会計年度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。 

  

当連結会計年度(自  平成23年４月１日 至  平成24年３月31日) 

※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

 
(追加情報) 

当連結会計年度より、「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) 第８項及び第９項による注記の規定を適用しております。 

  

・法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

当連結会計年度末の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算においては、平成23年12月2日公布の

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平

成23年法律第114号)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確

保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)に基づく税率・規定を反映し算定を行っておりま

す。 

当該算定に伴い、従来と比較して当連結会計年度末の短期繰延税金資産は46,907千円の減少、長

期繰延税金資産は38,004千円の減少、長期繰延税金負債は10,391千円の減少、その他有価証券評価

差額金は2,085千円の増加となっております。また、当連結会計年度の当期純利益は税金費用(法人

税等調整額)の増加により76,605千円の減少となっております。 

（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

(会計方針の変更)

（８）連結財務諸表に関する注記事項

(連結包括利益計算書関係)

その他有価証券評価差額金

 当期発生額 △25,942千円

 組替調整額 0 〃

  税効果調整前 △25,942千円

  税効果額 12,730 〃

  その他有価証券評価差額金 △13,211千円

為替換算調整勘定

 当期発生額 124,776千円

その他の包括利益合計 111,565千円

(税効果会計関係)
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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、「Ｅ＆ＭＣ※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。 

「Ｅ＆ＭＣ※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・ファンモータ等があります。 

※当連結会計年度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 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。 

  

(セグメント情報等)

(セグメント情報)
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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 

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) 
  

 
(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。 

  

当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年3月31日) 
  

 
(注1) 当連結会計年度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。 

(注2) 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3) 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4) 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。 

(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)

報告セグメント
調整額

連結財務諸表
計上額(注2)Ｅ＆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 12,152,104 3,235,666 10,589,353 3,141,822 ─ 29,118,945

セグメント利益 1,332,479 526,095 1,936,270 298,586 100,781 4,194,213

セグメント資産 3,677,185 669,046 1,284,395 108,603 35,313 5,774,543

その他の項目(注3,4)
 減価償却費
 有形固定資産及び
 無形固定資産の増加額

477,465

459,081

134,405

219,673

523,645

225,875

29,732

1,550

△14,849

215,503

1,150,399

1,121,684

(単位：千円)

セグメント利益 前連結会計年度 当連結会計年度

のれん償却額 △ 382,697 △223,240

販売費及び一般管理費予算実績差異(※１) 100,692 224,940

棚卸資産の調整額(※２) 194,554 99,081

調整額 計 △ 87,450 100,781
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※ 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。

  

 
※ 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。 

  

５ 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、当連結会計年度より定率法適

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、当連結会計年度のセグメント利益は、従来の方法と比較し「Ｅ＆ＭＣ」が125,633千円、

「センサ」が41,666千円、「アクチュエータ」が64,876千円、「商品」が1,271千円それぞれ増加し

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、当連結会計年

度より、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、当連結会計年度のセグ

メント利益は、従来の方法と比較し「Ｅ＆ＭＣ」が24,399千円、「センサ」が9,392千円、「アクチ

ュエータ」が14,088千円それぞれ減少しております。 

(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、当連結会計年度より、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、当連結会計年度のセグメント利益は、従来の方法と比

較し「Ｅ＆ＭＣ」が70,479千円、「センサ」が18,760千円、「アクチュエータ」が30,292千円、「商

品」が567千円それぞれ減少しております。 

(単位：千円)

セグメント資産 前連結会計年度 当連結会計年度

未実現利益消去額他 △ 148,587 △ 154,410

貯蔵品 179,441 189,724

調整額 計 30,854 35,313

(単位：千円)

その他の項目(減価償却費) 前連結会計年度 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 △14,849

調整額 計 △ 23,473 △14,849

(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) 前連結会計年度 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 68,636

全社資産 153,897 146,866

調整額 計 118,232 215,503
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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) 

１．製品及びサービスごとの情報 

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。 

  

２．地域ごとの情報 

(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 

 
  

３．主要な顧客ごとの情報 

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。 

  

当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

１．製品及びサービスごとの情報 

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。 

  

２．地域ごとの情報 

(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 

 
  

３．主要な顧客ごとの情報 

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。 

  

(関連情報)

(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

(単位：千円)

日本 北米 アジア 欧州 その他 合計

22,958,964 422,638 4,594,065 1,135,642 7,634 29,118,945

(単位：千円)

日本 中国 その他 合計

5,182,058 2,852,895 6,524 8,041,478
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該当事項はありません。 

  

 
  

 
(注) 当連結会計年度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。 

  

該当事項はありません。 

  

(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)

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）及び当連結会計年度（自 平成23

年４月１日 至 平成24年３月31日）

(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)

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)

(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

当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日)

(単位：千円)

Ｅ＆ＭＣ(注) センサ アクチュエータ 商品 全社・消去 合計

当期償却額 223,240 ― ― ― ― 223,240

当期末残高 ― ― ― ― ― ―

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)

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）及び当連結会計年度（自 平成23

年４月１日 至 平成24年３月31日）
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(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。 

  

 
  

(注) 当連結会計年度より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号 平成22年6

月30日)、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号 平

成22年6月30日公表分)及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第9号

平成22年6月30日)を適用しております。この適用による影響はありません。 

  

  

(１株当たり情報)

項目
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
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

１株当たり純資産額(円) 377.67 408.13

１株当たり当期純利益金額(円) 43.55 40.82

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

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
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当期純利益金額(千円) 2,887,138 2,706,535

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) 2,887,138 2,706,535

期中平均株式数(千株) 66,302 66,302

(重要な後発事象)

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）及び当連結会計年度（自 平成23

年４月１日 至 平成24年３月31日）

 該当事項はありません。
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(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 当連結会計年度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。 

  

 

 
(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 当連結会計年度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。 

  

５．その他

（１）生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

セグメントの名称

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
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

金額(千円) 前年同期比(％) 金額(千円) 前年同期比(％)

Ｅ＆ＭＣ（注３） 12,537,748 174.7 11,609,234 92.6

センサ 3,196,411 150.4 3,352,838 104.9

アクチュエータ 9,306,318 98.8 11,055,449 118.8

合計 25,040,478 133.7 26,017,521 103.9

② 受注実績

ａ．受注高

セグメントの名称

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
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

金額(千円) 前年同期比(％) 金額(千円) 前年同期比(％)

Ｅ＆ＭＣ（注３） 12,813,827 107.2 11,801,442 92.1

センサ 3,500,629 149.4 2,889,326 82.5

アクチュエータ 9,551,543 103.1 10,785,257 112.9

商品 4,036,543 130.8 3,096,119 76.7

合計 29,902,544 112.2 28,572,145 95.6

ｂ．受注残高

セグメントの名称

前連結会計年度末
(平成23年３月31日)

当連結会計年度末
(平成24年３月31日)

金額(千円) 前年同期比(％) 金額(千円) 前年同期比(％)

Ｅ＆ＭＣ（注３） 1,873,224 66.5 1,522,562 81.3

センサ 763,750 146.4 417,410 54.7

アクチュエータ 815,940 126.8 1,011,845 124.0

商品 509,151 77.2 463,448 91.0

合計 3,962,066 85.4 3,415,266 86.2
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(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 当連結会計年度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。 

  

 
  

 
（注）新任取締役候補者 佐藤 明は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

  

   

   

   

該当事項はありません。 

  

③ 販売実績

セグメントの名称

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
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

金額(千円) 前年同期比(％) 金額(千円) 前年同期比(％)

Ｅ＆ＭＣ（注２） 13,756,145 128.1 12,152,104 88.3

センサ 3,258,718 159.7 3,235,666 99.3

アクチュエータ 9,379,173 98.5 10,589,353 112.9

商品 4,186,543 156.0 3,141,822 75.0

合計 30,580,581 122.4 29,118,945 95.2

（２）役員の異動

①代表者の異動（平成24年４月１日付異動、平成24年３月16日付にて公表済）

氏名 新役職名 旧役職名

菊池 詳 代表取締役社長 取締役専務執行役員

長谷川 實 取締役相談役 代表取締役社長

②その他の役員の異動（平成24年６月19日付異動予定）

１ 新任取締役候補

氏名 新役職名 現役職名

佐藤 明 取締役 ―

２ 退任予定取締役

氏名 現役職名

吉松 加雄 取締役

３ 新任監査役候補

氏名 新役職名 現役職名

金井 誠一 常勤監査役
執行役員
経営企画室長

４ 退任予定監査役

氏名 現役職名

山本 澄男 常勤監査役

５ 新任執行役員候補
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平成24年４月24日
日本電産コパル電子株式会社

  

  

（百万円未満切捨て）

 
 (注) （ ）内は、対売上高比率 

   

  

    

  

    

連結子会社数 11社  持分法適用会社数 ─社 
＜前期末（平成23年３月）比の異動状況＞ 
連結  (新規) １社 (除外) ―社  持分法  (新規) ─社 (除外) ─社 

（３）連結決算概要

平成24年３月期（第45期）連結決算概要

１．連結業績の状況

当連結会計年度
自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日

前年 
同期 
増減率

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

当第４四半期
自 平成24年１月１日
至 平成24年３月31日

前年 
同期 
増減率

前第４四半期
自 平成23年１月１日
至 平成23年３月31日

売上高
百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 百万円

29,118 △4.8 30,580 6,851 △7.8 7,434

営業利益
4,194

△15.6
4,969 807

△33.0
1,204

(14.4%) (16.2%) (11.8%) (16.2%)

経常利益
4,197

△14.3
4,896 857

△34.0
1,299

(14.4%) (16.0%) (12.5%) (17.5%)

当期純利益
2,706

△6.3
2,887 517

△19.9
645

(9.3%) (9.4%) (7.6%) (8.7%)

一株当たり 
当期純利益

円 銭
─

円 銭 円 銭
─

円 銭

40.82 43.55 7.81 9.74

２．連結財政状態

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

35,517 34,641

純資産
27,237 25,138

自己資本比率
％ ％

76.2 72.3
一株当たり 
純資産

円 銭 円 銭

408.13 377.67
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

2,459 3,916
投資活動による 

キャッシュ・フロー △1,452 △1,280
財務活動による 

キャッシュ・フロー △755 △2,694
現金及び 

現金同等物期末残高 7,745 7,535

３．配当の状況

第２四半期末 期末 合計

23年３月期
円 銭 円 銭 円 銭

6.00 6.00 12.00

24年３月期 6.00 7.00 13.00

25年３月期（予想） 7.00 7.00 14.00

４．連結範囲及び持分法の適用に関する事項
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