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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第3四半期 22,805 ― 2,537 ― 2,395 ― 1,349 ―

20年3月期第3四半期 25,434 33.8 3,146 16.5 3,104 11.2 1,912 8.6

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第3四半期 20.35 ―

20年3月期第3四半期 28.84 ―

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

21年3月期第3四半期 35,206 22,091 62.7 332.80
20年3月期 35,182 22,148 62.9 333.54

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  22,065百万円 20年3月期  22,114百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 6.00 ― 7.00 13.00
21年3月期 ― 7.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 7.00 14.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

通期 29,000 △14.4 2,650 △38.5 2,400 △42.7 1,400 △45.0 21.12

4.  その他 
(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  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、５～６ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、５～６ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式
及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務
諸表規則に基づいて作成しております。 
 業績等の予想数値につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績は、業況の変化など
により、大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。  

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） 21年3月期第3四半期  66,452,000株 20年3月期  66,452,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  149,636株 20年3月期  149,636株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  66,302,364株 20年3月期第3四半期  66,302,364株
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(％表示は対前年同四半期増減率) 

 
  

 
  

 連結経営成績(会計期間) （平成20年10月１日 ～ 平成20年12月31日）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年３月期第３四半期 7,138 ─ 649 ─ 524 ─ 286 ─

20年３月期第３四半期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

１株当たり 
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
四半期純利益

円 銭 円 銭

21年３月期第３四半期 4.32 ─
20年３月期第３四半期 ─ ─
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(下記文中に使用した前年同期比増減率は、当年度が四半期報告制度導入初年度であるが故に参考情報

となります。) 

  

当第３四半期連結会計期間(平成20年10月１日～平成20年12月31日)における外部環境につきましては、

米国金融危機に端を発する実体経済の悪化が更に進行し、10月以降全世界的に個人消費・設備投資の落ち

込みが烈しく円高進行も加わり日本を代表する優良輸出企業でさえ通期業績見込みが赤字に陥るなど、こ

れまでになく業績的には逆風の環境であったと言えます。 

このような厳しい環境下、当第３四半期連結会計期間(3ヶ月)の連結売上高につきましては、電子回路

部品、圧力センサ、アクチュエータ、商品の全部門で前年同期比で減収となり、全体で前年同期比21.2％

減の71億3千8百万円となりました。 

ただ、アクチュエータ部門のモータにつきましては売上高は前年同期好調の反動もあり前年同期比

28.1％の減となっておりますが、当第１四半期・当第２四半期を上回る売上を確保しており、また商品部

門につきましては新規開拓努力もあり減収幅を微減に抑えるなど逆風の環境下健闘致しました。 

また、連結売上高(3ヶ月)の減少に伴い、連結営業利益は前年同期比52.7％減の6億4千9百万円、連結経

常利益は前年同期比61.4％減の5億2千4百万円、連結四半期純利益は前年同期比65.8％減の2億8千6百万円

となり減収減益の結果となりましたが、上記部門の売上確保や各部門の原価低減努力等もあって当第３四

半期(3ヶ月)損益にて黒字を確保しております。 

  

当第３四半期連結会計期間(3ヶ月)の売上高は前年同期比21.2％減の71億3千8百万円となりました。 

・ 電子回路部品部門の売上高につきましては、トリマ、スイッチとも家電業界・放送機器業界等から

の需要減少を受けて前年同期比減収となり、前年同期比21.9％減の29億6千9百万円となりました。 

・ 圧力センサ部門の売上高につきましては、半導体製造装置業界・空圧業界等からの引き合い低迷を

受け、前年同期比27.0％減の5億6千4百万円となりました。 

・ アクチュエータ部門の売上高につきましては、スキャナが事務機器業界等からの引き合い減により

前年同期比8.5％減、モータが当第１四半期・当第２四半期を上回る売上は確保しているものの前年

同期遊技機器向け好調の反動があり前年同期比28.1％減となった結果、部門全体で前年同期比24.5％

減の26億6千4百万円となりました。 

・ 商品部門の売上高につきましては、携帯電話向けタッチパネルの新規取扱いなどの開拓努力もあり

前年同期比1.7％減の9億4千万円と微減にとどめ逆風の環境下健闘致しました。 

当第３四半期連結会計期間(3ヶ月)の営業利益につきましては、全体で約２割の減収の影響は大きい

ものの、㈱フジソクの事業再構築の進捗および各部門の原価低減努力により前年同期比52.7％減の6億4

千9百万円と第３四半期(3ヶ月)にて黒字を確保いたしております。 

当第３四半期連結会計期間(3ヶ月)の経常利益につきましては、上記営業利益の変動要因の他に、円

高による為替差損の影響等により前年同期比61.4％減の5億2千4百万円となりました。 

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

(1)売上高

(2)営業利益

(3)経常利益
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当第３四半期連結会計期間(3ヶ月)の四半期純利益につきましては、上記経常利益の変動要因の他

に、期末の時価下落に伴う投資有価証券評価損の影響等により前年同期比65.8％減の2億8千6百万円と

なりました。 

  

なお、当第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日～平成20年12月31日)の経営成績につきましては連

結売上高が前年同期比10.3％減の228億5百万円、連結営業利益が前年同期比19.4％減の25億3千7百万円、

連結経常利益が前年同期比22.8％減の23億9千5百万円、連結四半期純利益が29.4％減の13億4千9百万円と

なっております。 

  

※当第１四半期連結会計期間(平成20年４月１日～平成20年６月30日)および当第２四半期連結会計期間

(平成20年７月１日～平成20年９月30日)に係る定性的情報につきましては、過去リリースの決算短信を

ご参照願います。 

  
  

当第３四半期連結会計期間末の資産につきましては、流動資産が現金及び預金の増加や中国春節休業

対応による棚卸資産の増加等により前連結会計年度末比13億3千1百万円増加し231億5千2百万円となり

ました。また、固定資産が投資有価証券の期末時価低下等により前連結会計年度末比13億7百万円減少

し120億5千4百万円となり、総資産は前連結会計年度末比2千3百万円増加し352億6百万円となりまし

た。 

当第３四半期連結会計期間末の負債につきましては、流動負債が期末日休日の影響による買掛債務の

増加や短期借入金の増加等により前連結会計年度末比5千6百万円増加し112億7千9百万円となりまし

た。また、固定負債が、特約店からの営業預り保証金の増加等により前連結会計年度末比2千5百万円増

加し18億3千5百万円となり、負債合計は前連結会計年度末比8千1百万円増加し131億1千5百万円となり

ました。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産につきましては、前連結会計年度末比5千7百万円減少し220億9

千1百万円となりました。前連結会計年度末との比較での主な増加要因は四半期純利益13億4千9百万

円、主な減少要因は剰余金の配当9億2千8百万円および為替換算調整勘定の変動3億1千万円でありま

す。 

当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は48億6百万円となり、前連結会計

年度末と比べ7億7千4百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況および増減要因は以下

の通りです。 

当第３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは22億7千万円の収入とな

りました。主な要因は、収入要因が税金等調整前四半期純利益21億6千万円、減価償却費9億6千1百万

円等であり、支出要因が法人税等の支払額14億7千1百万円、棚卸資産の増加額11億2千2百万円等であ

ります。 

(4)四半期純利益

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1)資産

(2)負債

(3)純資産

(4)キャッシュ・フローの状況

①営業活動によるキャッシュ・フロー

日本電産コパル電子㈱（6883）平成21年３月期　第３四半期決算短信

― 4 ―



当第３四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは7億7千8百万円の支出と

なりました。主な要因は、固定資産の取得による支出8億6千6百万円であります。 

当第３四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは6億3千5百万円の支出と

なりました。主な要因は、収入要因が短期借入金増加額2億9千9百万円、支出要因が配当金の支払額9

億2千8百万円であります。 

  

外部環境の変化に伴う不確定要素はございますが、現時点での予想値として、平成20年12月19日公表

「業績予想の修正に関するお知らせ」の通期連結業績予想値を据え置かせて頂きます。 

  
  

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しましては、実地棚卸を一部省略し、前連結会計

年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額

を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。 

一部の項目につきましては、合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

  

該当事項はありません。 

  

① 「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準第12

号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 

企業会計基準適用指針第14号）を当連結会計年度から適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改

正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号のただし書きによ

②投資活動によるキャッシュ・フロー

③財務活動によるキャッシュ・フロー

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他

(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）

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①簡便的な会計処理

・一般債権の貸倒見積高の算定方法

・棚卸資産の評価方法

・固定資産の減価償却費の算定方法

・経過勘定項目の算定方法

②四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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り、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９

号）を当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、低価法から原価

法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間にて、税金等調整前四半

期純利益が31,225千円減少しております。 

③ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会

平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から適用して

おります。これによる損益への影響はありません。 

④ 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３月

30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会

平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当連結会計年度の第

１四半期連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更

し、リース資産として計上しております。 

 また、所有権移転外ファイナンス・リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間にて、リース資産が有形

固定資産に2,797千円計上され、営業利益は136千円、経常利益は77千円増加し、税金等調整前四半期

純利益は99千円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
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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）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,330,673 4,056,298

受取手形及び売掛金 10,464,704 11,444,050

商品及び製品 3,163,448 2,550,312

仕掛品 1,708,084 1,241,099

原材料及び貯蔵品 1,759,151 1,773,608

その他 737,817 766,071

貸倒引当金 △11,625 △10,846

流動資産合計 23,152,254 21,820,593

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,475,682 3,596,236

機械装置及び運搬具（純額） 2,570,369 2,704,010

工具、器具及び備品（純額） 856,748 889,812

土地 1,599,296 1,599,296

リース資産（純額） 2,797 －

建設仮勘定 88,341 122,876

有形固定資産合計 8,593,235 8,912,232

無形固定資産   

のれん 1,084,310 1,371,333

その他 949,656 817,927

無形固定資産合計 2,033,966 2,189,261

投資その他の資産 1,427,291 2,260,701

固定資産合計 12,054,493 13,362,195

資産合計 35,206,747 35,182,788
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,581,692 5,917,688

短期借入金 2,299,000 2,000,000

未払法人税等 63,398 880,559

賞与引当金 372,142 615,623

その他 1,963,445 1,809,551

流動負債合計 11,279,679 11,223,422

固定負債   

退職給付引当金 1,485,005 1,525,801

その他 350,471 284,660

固定負債合計 1,835,476 1,810,461

負債合計 13,115,156 13,033,884

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 17,771,560 17,350,374

自己株式 △37,074 △37,074

株主資本合計 22,360,024 21,938,838

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △63,453 96,091

為替換算調整勘定 △231,272 79,703

評価・換算差額等合計 △294,726 175,795

少数株主持分 26,293 34,269

純資産合計 22,091,591 22,148,903

負債純資産合計 35,206,747 35,182,788
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(2)【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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 22,805,484

売上原価 15,912,739

売上総利益 6,892,744

販売費及び一般管理費 4,355,487

営業利益 2,537,257

営業外収益  

受取利息及び配当金 34,345

補助金収入 18,301

その他 37,543

営業外収益合計 90,190

営業外費用  

支払利息 18,058

売上割引 7,615

為替差損 187,751

支払補償費 13,164

その他 5,361

営業外費用合計 231,952

経常利益 2,395,495

特別利益  

固定資産売却益 2,713

特別利益合計 2,713

特別損失  

固定資産除売却損 50,347

投資有価証券評価損 86,621

たな卸資産評価損 31,225

事業再編損 68,854

その他 1,111

特別損失合計 238,160

税金等調整前四半期純利益 2,160,049

法人税、住民税及び事業税 684,800

法人税等調整額 121,473

法人税等合計 806,274

少数株主利益 4,355

四半期純利益 1,349,419
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 7,138,184

売上原価 5,052,478

売上総利益 2,085,705

販売費及び一般管理費 1,436,174

営業利益 649,531

営業外収益  

受取利息及び配当金 8,228

受取保険金 12,246

補助金収入 18,006

その他 3,760

営業外収益合計 42,242

営業外費用  

支払利息 5,832

売上割引 2,117

為替差損 155,615

支払補償費 695

その他 2,654

営業外費用合計 166,915

経常利益 524,857

特別利益  

固定資産売却益 509

特別利益合計 509

特別損失  

固定資産除売却損 2,075

投資有価証券評価損 55,463

事業再編損 3,865

その他 126

特別損失合計 61,530

税金等調整前四半期純利益 463,836

法人税、住民税及び事業税 49,843

法人税等調整額 128,042

法人税等合計 177,885

少数株主利益 △304

四半期純利益 286,255
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 2,160,049

減価償却費 961,768

のれん償却額 287,023

賞与引当金の増減額（△は減少） △238,621

貸倒引当金の増減額（△は減少） 243

事業再編損失 68,854

投資有価証券評価損益（△は益） 86,621

固定資産除売却損益（△は益） 51,957

その他の特別損益（△は益） 1,111

退職給付引当金の増減額（△は減少） △40,703

預り保証金の増減額（△は減少） 71,881

受取利息及び受取配当金 △34,345

支払利息 18,058

為替差損益（△は益） △19,673

売上債権の増減額（△は増加） 891,396

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,122,397

仕入債務の増減額（△は減少） 750,457

未払消費税等の増減額（△は減少） △102,951

その他 34,526

小計 3,825,255

利息及び配当金の受取額 34,407

利息の支払額 △14,370

法人税等の支払額 △1,471,440

事業再編による支出 △103,528

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,270,323

投資活動によるキャッシュ・フロー  

固定資産の取得による支出 △866,733

固定資産の売却による収入 9,365

投資有価証券の取得による支出 △11,981

投資有価証券の売却による収入 3,752

貸付けによる支出 △1,545

貸付金の回収による収入 2,550

差入保証金の差入による支出 △12,420

差入保証金の回収による収入 28,894

保険積立金の積立による支出 △31,250

保険積立金の払戻による収入 100,753

投資活動によるキャッシュ・フロー △778,615

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） 299,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △3,129

配当金の支払額 △928,478

少数株主への配当金の支払額 △2,524

財務活動によるキャッシュ・フロー △635,132

現金及び現金同等物に係る換算差額 △82,199

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 774,375

現金及び現金同等物の期首残高 4,031,795

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,806,170
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

なお、四半期連結財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する

内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後

の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

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。 

  

当第３四半期連結会計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日) 

  

 
  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

  

 
(注) 当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成

５年６月17日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準委員会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16

号）を早期に適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業利益が

136千円増加しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

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)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 6,595,790 94,571 124,098 204,822 48,725 70,175 7,138,184 ─ 7,138,184

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
362,696 3,644 3,256 1,411,332 2,893 ─ 1,783,823 (1,783,823) ─

計 6,958,486 98,216 127,354 1,616,155 51,619 70,175 8,922,007 (1,783,823) 7,138,184

営業利益（又は営業損失） 914,586 12,794 (4,357) 245,080 (455) 5,081 1,172,729 (523,198) 649,531

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)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 20,847,240 261,353 574,946 597,959 286,859 237,124 22,805,484 ─ 22,805,484

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,489,905 8,737 11,749 4,201,694 11,388 ─ 5,723,475 (5,723,475) ─

計 22,337,145 270,090 586,696 4,799,654 298,248 237,124 28,528,959 (5,723,475) 22,805,484

営業利益 3,282,469 14,360 25,520 724,312 38,494 19,130 4,104,287 (1,567,030) 2,537,257
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当第３四半期連結会計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日) 
  

 
  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12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。 

  

該当事項はありません。 

  

【海外売上高】

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) 150,450 259,545 896,033 2,756 1,308,785

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ ─ ─ 7,138,184

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

2.1 3.6 12.6 0.0 18.3

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) 469,537 1,011,284 3,254,951 8,528 4,744,301

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ ─ ─ 22,805,484

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

2.1 4.4 14.3 0.0 20.8

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考」

（要約）前四半期連結損益計算書

前第３四半期連結会計期間

(自 平成19年10月１日
至 平成19年12月31日)

前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 売上高 9,058,473 25,434,455

Ⅱ 売上原価 6,174,285 17,797,787

   売上総利益 2,884,188 7,636,667

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,509,695 4,489,672

   営業利益 1,374,492 3,146,994

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息及び配当金 10,642 41,390

 ２ 受取保険金 ─ 7,877

 ３ ＮＥＤＯ開発費助成金 1,558 5,300

 ４ その他 5,229 21,348

計 17,430 75,917

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 6,989 23,607

 ２ 為替差損 7,364 32,256

 ３ 支払手数料 1,517 4,592

 ４ 製品補償費用 14,100 45,714

 ５ その他 3,506 12,659

計 33,478 118,830

   経常利益 1,358,443 3,104,081

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ─ 1,562

 ２ 投資有価証券売却益 448 10,798

計 448 12,360

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除売却損 3,293 16,778

 ２ 減損損失 ─ 2,618

 ３ 事業再編損失 9,852 49,512

 ４ その他 △2 2,571

計 13,143 71,480

   税金等調整前 
   四半期純利益

1,345,748 3,044,961

   法人税、住民税 
   及び事業税

405,131 1,047,382

   法人税等調整額 101,722 78,741

   少数株主利益 1,791 6,788

   四半期純利益 837,102 1,912,049
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（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー

 税金等調整前四半期純利益 3,044,961

 減価償却費 1,029,824

 のれん償却額 285,978

 賞与引当金の増減額 △221,908

 役員賞与引当金の増減額 △89,050

 貸倒引当金の増減額 △411

 減損損失 2,618

 有形固定資産等除売却損益 17,960

 投資有価証券売却損益 △8,318

 退職給付引当金の増減額 △19,396

 預り営業保証金の増減額 12,530

 受取利息及び受取配当金 △41,390

 支払利息 23,607

 為替差損益 19,293

 売上債権の増減額 △1,975,314

 たな卸資産の増減額 △233,225

 仕入債務の増減額 958,206

 未払消費税等の増減額 183,058

 その他 108,207

小計 3,097,232

 利息及び配当金の受取額 42,635

 利息の支払額 △47,875

 法人税等の支払額 △1,308,467

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,783,524
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前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)

Ⅱ 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 △22,830

 定期預金の払戻による収入 360,472

 有形固定資産等の取得による支出 △1,755,389

 有形固定資産等の売却による収入 3,046

 投資有価証券の取得による支出 △5,868

 投資有価証券の売却による収入 77,635

 子会社株式の追加取得による支出 △157

 貸付けによる支出 △1,370

 貸付金の回収による収入 3,582

 差入保証金の預入による支出 △38,901

 差入保証金の回収による収入 4,563

 保険積立金に係る支出 △8,194

 保険積立金に係る収入 37,487

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,345,923

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

 配当金の支払額 △796,586

 少数株主への配当金の支払額 △2,641

財務活動によるキャッシュ・フロー △799,227

Ⅳ 現金及び現金同等物に 
  係る換算差額

△25,306

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  増加額（又は減少額）

△386,934

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 4,009,607

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び
  現金同等物の増加額

23,618

Ⅷ 現金及び現金同等物の 
  四半期末残高

3,646,291
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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。 

  

前第３四半期連結会計期間(自 平成19年10月１日 至 平成19年12月31日) 

 
(注) 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、490,438千円であり、その主なもの

は、当社の管理部門に係る費用であります。    

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12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、1,464,365千円であり、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．「シンガポール」の業績は、新規連結子会社である NIDEC COPAL ELECTRONICS SINGAPRE PTE. LTD. から構

成されておりますが、四半期連結財務諸表に含まれる同社の業績の期間は、平成19年４月１日から平成19年

９月30日までの６ヶ月間となっております。 

  

前第３四半期連結会計期間(自 平成19年10月１日 至 平成19年12月31日) 

 
  

セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

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）

売上高

外部顧客に対する売上高 8,513,939 53,856 173,144 149,292 90,273 77,967 9,058,473 ─ 9,058,473

セグメント間の内部売上高 
又は振替高

506,141 4,200 4,185 1,379,874 3,375 ─ 1,897,777 (1,897,777) ─

計 9,020,080 58,057 177,330 1,529,166 93,648 77,967 10,956,251 (1,897,777) 9,058,473

営業費用 7,365,961 60,009 169,924 1,332,244 80,520 68,489 9,077,150 (1,393,169) 7,683,981

営業利益（又は営業損失） 1,654,118 (1,951) 7,405 196,922 13,128 9,477 1,879,100 (504,608) 1,374,492

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）

売上高

外部顧客に対する売上高 23,646,702 219,189 561,101 509,996 328,363 169,101 25,434,455 ─ 25,434,455

セグメント間の内部売上高 
又は振替高

1,381,092 10,096 14,057 3,327,679 10,414 ─ 4,743,340 (4,743,340) ─

計 25,027,795 229,285 575,159 3,837,675 338,778 169,101 30,177,795 (4,743,340) 25,434,455

営業費用 20,960,490 227,070 529,803 3,399,175 290,485 153,632 25,560,658 (3,273,198) 22,287,460

営業利益 4,067,304 2,215 45,356 438,499 48,292 15,468 4,617,136 (1,470,141) 3,146,994

【海外売上高】

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) 119,679 321,877 1,021,044 5,562 1,468,163

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― ― 9,058,473

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

1.3 3.5 11.3 0.1 16.2
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前第３四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12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。 

  

 
(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。 

  

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) 444,813 1,203,968 3,297,786 18,991 4,965,559

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― ― 25,434,455

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

1.7 4.7 13.0 0.1 19.5

6. その他の情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

事業部門別

前第３四半期連結会計期間
(自 平成19年10月１日
至 平成19年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
至 平成20年12月31日)

金額(千円) 前年同期比(％) 金額(千円) 前年同期比(％)

電子回路部品 3,512,464 110.4 2,624,806 74.7

圧力センサ 780,090 87.4 570,074 73.1

アクチュエータ 3,398,257 247.8 2,379,595 70.0

合計 7,690,812 141.2 5,574,476 72.5

(2) 受注状況

①受注高

事業部門別

前第３四半期連結会計期間
(自 平成19年10月１日
至 平成19年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
至 平成20年12月31日)

金額(千円) 前年同期比(％) 金額(千円) 前年同期比(％)

電子回路部品 3,881,428 114.7 2,718,318 70.0

圧力センサ 762,850 90.3 488,069 64.0

アクチュエータ 4,113,917 240.4 2,566,789 62.4

商品 956,096 91.5 992,103 103.8

合計 9,714,293 139.1 6,765,280 69.6
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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。 

  

 
(注) １ 近２第３四半期連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次

のとおりであります。 

 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

②受注残高

事業部門別

前第３四半期連結会計期間末
(平成19年12月31日)

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

金額(千円) 前年同期比(％) 金額(千円) 前年同期比(％)

電子回路部品 2,323,616 109.8 1,943,049 83.6

圧力センサ 442,026 76.1 273,607 61.9

アクチュエータ 1,660,606 156.2 1,180,770 71.1

商品 450,762 88.0 408,421 90.6

合計 4,877,011 114.2 3,805,848 78.0

(3) 販売実績

事業部門別

前第３四半期連結会計期間
(自 平成19年10月１日
至 平成19年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
至 平成20年12月31日)

金額(千円) 前年同期比(％) 金額(千円) 前年同期比(％)

電子回路部品 3,803,000 113.1 2,969,828 78.1

圧力センサ 772,810 87.8 564,065 73.0

アクチュエータ 3,526,546 223.0 2,664,271 75.5

商品 956,116 97.5 940,017 98.3

合計 9,058,473 133.1 7,138,184 78.8

相手先

前第３四半期連結会計期間
(自 平成19年10月１日
至 平成19年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
至 平成20年12月31日)

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

㈱三共 1,602,626 17.7 765,042 10.7
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平成21年１月29日

日本電産コパル電子株式会社
  

平成21年３月期（第42期）第３四半期連結決算概要 
  

   

 
  ※ （ ）内は、対売上高比率 

   

   

    

   

    

  ※ 連結対象会社 10社  持分法適用会社 ─社 

１．連結業績の状況

当第３四半期 
（ 累 計 ）

自 平成20年４月１日
至 平成20年12月31日

前年 
同期 
増減率

前第３四半期
（ 累 計 ）

自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日

当第３四半期

自 平成20年10月１日
至 平成20年12月31日

前年 
同期 
増減率

前第３四半期

自 平成19年10月１日
至 平成19年12月31日

売上高
百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 百万円

22,805 △10.3 25,434 7,138 △21.2 9,058

営業利益
2,537

△19.4
3,146 649

△52.7
1,374

(11.1%) (12.4%) (9.1%) (15.2%)

経常利益
2,395

△22.8
3,104 524

△61.4
1,358

(10.5%) (12.2%) (7.4%) (15.0%)

四半期 
純利益

1,349
△29.4

1,912 286
△65.8

837
(5.9%) (7.5%) (4.0%) (9.2%)

一株当たり 
四半期純利益

円 銭
─

円 銭 円 銭
─

円 銭

20.35 28.84 4.32 12.63

２．連結財政状態

当第３四半期末 前第３四半期末 前年度末

総資産
百万円 百万円 百万円

35,206 35,277 35,182

純資産
22,091 21,839 22,148

自己資本比率
％ ％ ％

62.7 61.8 62.9
一株当たり 
純資産

円 銭 円 銭 円 銭

332.80 328.92 333.54
当第３四半期（累計） 前第３四半期（累計） 前年度

営業活動による 
キャッシュ・フロー

百万円 百万円 百万円

2,270 1,783 2,573
投資活動による 

キャッシュ・フロー △778 △1,345 △1,743
財務活動による 

キャッシュ・フロー △635 △799 △798
現金及び 

現金同等物期末残高 4,806 3,646 4,031

３．配当の状況

第２四半期末 期末 年間

20年３月期
円 銭 円 銭 円 銭

6.00 7.00 13.00

21年３月期 7.00 ─ ─

21年３月期（予想） ─ 7.00 14.00
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