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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 17,199 △24.6 1,426 △43.8 1,390 △42.0 853 △36.8

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

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

22年3月期第3四半期 12.87 ―

21年3月期第3四半期 20.35 ―

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

22年3月期第3四半期 32,426 22,538 69.4 339.50
21年3月期 32,544 22,405 68.8 337.62

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  22,509百万円 21年3月期  22,385百万円

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

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

21年3月期 ― 7.00 ― 5.00 12.00
22年3月期 ― 5.00 ―

22年3月期 
（予想） 5.00 10.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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 25,000 △12.2 2,300 △16.7 2,300 △14.5 1,200 △21.8 18.10
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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、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） 

(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 

 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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 66,452,000株 21年3月期  66,452,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  149,664株 21年3月期  149,656株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 66,302,341株 21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21年10月１日 ～ 平成21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 ％

22年３月期第３四半期 6,510 △8.8 743 14.5 790 50.6 495 73.2

21年３月期第３四半期 7,138 ─ 649 ─ 524 ─ 286 ─

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

22年３月期第３四半期 7.48 ─
21年３月期第３四半期 4.32 ─
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当第３四半期連結会計期間(平成21年10月１日～平成21年12月31日)における電子部品の需要動向につき

ましては、諸々のマーケットにおいて回復の兆しが見えつつあり、当社グループの主たるマーケットであ

る産業機器、設備関連においても足許の業況については一進一退を繰り返しながらも回復しつつあるもの

と言えます。 

上記の環境下、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、前年同期比8.8％減の

65億1千万円となりましたが、電子回路部品部門のトリマやアクチュエータ部門のスキャナ等一部製品に

つきましては前年同期比増収に転じ、一時の落込みからは回復の兆しが見えつつあります。 

当第３四半期連結会計期間(3ヶ月)の損益につきましては、連結営業利益が、売上減少はあったものの

「ＷＰＲ™（ダブル・プロフィット・レシオ＝利益率倍増）プロジェクト」に則った原価低減や販管費削

減努力により前年同期比14.5％増の7億4千3百万円、連結経常利益が、為替差損の減少等により前年同期

比50.6％増の7億9千万円、連結四半期純利益が、投資有価証券評価損の減少等により73.2％増の4億9千5

百万円と減収増益の結果となっております。 

  

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8.8％減の65億1千万円となりました。 

・ 電子回路部品部門の売上高につきましては、トリマが家電業界向け等の回復により前年同期比

0.5％増となりましたが、スイッチが前年同期比13.2％減となった結果、部門全体で前年同期比9.2％

減の26億9千5百万円となっております。 

・ 圧力センサ部門の売上高につきましては、前年同期比4.4％減の5億3千9百万円となりましたが、足

許の状況は、従来より比較的堅調である医療機関連に加え半導体・空圧関連向けも持ち直し、回復傾

向にあると言えます。 

・ アクチュエータ部門の売上高につきましては、モータが前年同期比7.3％減、スキャナが事務機器

業界等からの引き合い回復により前年同期比7.3％増となった結果、部門全体で前年同期比4.0％減の

25億5千8百万円となっております。 

・ 商品部門の売上高につきましては、前年同期にスポット的に発生した携帯電話向けタッチパネル売

上の反動により、前年同期比23.7％減の7億1千7百万円となっております。 

当第３四半期連結会計期間(3ヶ月)の売上総利益につきましては、減収の影響を受け前年同期比6.6％

減の19億4千8百万円となりましたが、「ＷＰＲ™プロジェクト」に注力し原価低減を図ったことによ

り、減収にも関わらず売上総利益率は29.9％と前年同期比0.7ポイントの改善となっております。販売

費及び一般管理費についても新基幹システム導入に基づく業務効率化及び各種経費低減により前年同期

比16.1％低減の12億5百万円となっております。この結果、営業利益は前年同期比14.5％増の7億4千3百

万円となっており、売上高営業利益率は11.4％と前年同期比2.3ポイントの改善を果たしております。 

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、為替

差損の減少等により前年同期比50.6％増の7億9千万円となっております。 

 
ＷＰＲ は、2008年に日本電産㈱の永守重信が自身の独自の経営手法に付した名称です。 

ＷＰＲ™ は、日本電産㈱の日本国における商標です。 

ＷＰＲ© 日本電産㈱ 永守重信 2008年 

【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、経常利益段階までの変動要因の

他、投資有価証券評価損の減少等により前年同期比73.2％増の4億9千5百万円となっております。 

  

平成22年３月期第１四半期連結会計期間及び平成22年３月期第２四半期連結会計期間に係る連結経営成

績に関す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、棚卸資産は減少したものの現金及

び預金の増加等により前連結会計年度末比8億7千5百万円増加し215億5千7百万円となっております。ま

た、固定資産が新規設備投資圧縮、設備償却進行及びのれんの償却による減少等により前連結会計年度

末比9億9千3百円減少し108億6千8百万円となっております。その結果、総資産は前連結会計年度末比1

億1千7百万円減少し324億2千6百万円となっております。 

当第３四半期連結会計期間末の負債につきましては、流動負債が引当時点差による賞与引当金の減少

等により前連結会計年度末比8千1百万円減少し80億1千3百万円となっております。また、固定負債が退

職給付引当金の減少等により前連結会計年度末比1億6千9百万円減少し18億7千4百万円となり、負債合

計は前連結会計年度末比2億5千1百万円減少し98億8千8百万円となっております。 

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1億3千3百万円増加し225

億3千8百万円となっております。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8億5千3

百万円及び投資有価証券時価回復に伴うその他有価証券評価差額金の増加1億1千8百万円、主な減少要

因は剰余金の配当6億6千3百万円及び為替換算調整勘定の減少1億8千4百万円であります。 

当第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フロー（現金及び現金同等物の増減額）は27億1千9

百万円の収入となり、前第３四半期連結累計期間の7億7千4百万円の収入と比べ19億4千4百万円の収入

の増加となっております。各キャッシュ・フローの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33億5千8百万円の収入と

なり、前第３四半期連結累計期間の22億7千万円の収入と比べ10億8千7百万円の収入の増加となって

おります。主な要因は、たな卸資産の増減額の変動及び法人税等の支払額の減少であります。 

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4千7百万円の収入とな

り、前第３四半期連結累計期間の7億7千8百万円の支出から収入に転じております。収入に転じた主

な要因は、定期預金の払戻による収入及び固定資産の取得による支出の減少であります。 

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6億6千4百万円の支出と

なりました。前第３四半期連結累計期間の6億3千5百万円と比べ、短期借入金の純増による収入、配

当金の支払額による支出とも減少した結果、差引き2千9百万円の支出の増加となっております。 

  

(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

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
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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、前回公表(平成21年10月

26日発表)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。 

  

該当事項はありません。 

   

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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5.【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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,776,696 4,557,469

受取手形及び売掛金 8,845,442 8,899,252

商品及び製品 2,465,516 3,163,588

仕掛品 435,757 1,582,620

原材料及び貯蔵品 2,393,772 1,685,550

その他 659,524 803,185

貸倒引当金 △18,781 △9,376

流動資産合計 21,557,928 20,682,290

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,249,594 3,474,462

機械装置及び運搬具（純額） 2,334,327 2,629,180

工具、器具及び備品（純額） 694,401 795,958

土地 1,599,296 1,599,296

リース資産（純額） 254 1,779

建設仮勘定 58,567 46,017

有形固定資産合計 7,936,441 8,546,695

無形固定資産   

のれん 701,612 988,635

その他 843,064 963,146

無形固定資産合計 1,544,676 1,951,782

投資その他の資産 1,387,596 1,363,734

固定資産合計 10,868,715 11,862,212

資産合計 32,426,643 32,544,502

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,146,161 4,094,977

短期借入金 2,001,000 2,000,000

未払法人税等 213,067 231,789

賞与引当金 338,962 596,409

その他 1,314,665 1,172,090

流動負債合計 8,013,856 8,095,266

固定負債   

長期借入金 300,000 300,000

退職給付引当金 1,242,709 1,395,460

その他 331,484 348,554

固定負債合計 1,874,194 2,044,014

負債合計 9,888,051 10,139,281
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,362,050 2,362,050

資本剰余金 2,263,488 2,263,488

利益剰余金 18,147,788 17,957,589

自己株式 △37,088 △37,084

株主資本合計 22,736,237 22,546,043

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 78,611 △39,934

為替換算調整勘定 △304,984 △120,875

評価・換算差額等合計 △226,373 △160,810

少数株主持分 28,727 19,987

純資産合計 22,538,592 22,405,220

負債純資産合計 32,426,643 32,544,502
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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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 22,805,484 17,199,708

売上原価 15,912,739 12,139,550

売上総利益 6,892,744 5,060,157

販売費及び一般管理費 4,355,487 3,633,879

営業利益 2,537,257 1,426,277

営業外収益   

受取利息及び配当金 34,345 24,297

補助金収入 18,301 101,542

その他 37,543 27,014

営業外収益合計 90,190 152,854

営業外費用   

支払利息 18,058 19,043

売上割引 7,615 3,850

為替差損 187,751 74,727

支払補償費 13,164 82,356

その他 5,361 8,767

営業外費用合計 231,952 188,746

経常利益 2,395,495 1,390,385

特別利益   

固定資産売却益 2,713 922

投資有価証券売却益 － 2,723

特別利益合計 2,713 3,645

特別損失   

固定資産除売却損 50,347 25,890

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 44,114

その他 1,111 0

特別損失合計 238,160 70,005

税金等調整前四半期純利益 2,160,049 1,324,025

法人税、住民税及び事業税 684,800 491,057

法人税等調整額 121,473 △28,508

法人税等合計 806,274 462,548

少数株主利益 4,355 8,254

四半期純利益 1,349,419 853,222
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第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３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 7,138,184 6,510,597

売上原価 5,052,478 4,561,702

売上総利益 2,085,705 1,948,895

販売費及び一般管理費 1,436,174 1,205,484

営業利益 649,531 743,410

営業外収益   

受取利息及び配当金 8,228 4,977

受取保険金 12,246 829

為替差益 － 6,551

補助金収入 18,006 45,069

その他 3,760 8,417

営業外収益合計 42,242 65,846

営業外費用   

支払利息 5,832 5,955

売上割引 2,117 1,425

為替差損 155,615 －

支払補償費 695 5,234

その他 2,654 6,243

営業外費用合計 166,915 18,859

経常利益 524,857 790,397

特別利益   

固定資産売却益 509 1

投資有価証券売却益 － 18

特別利益合計 509 19

特別損失   

固定資産除売却損 2,075 7,963

投資有価証券評価損 55,463 －

事業再編損 3,865 3,230

その他 126 0

特別損失合計 61,530 11,193

税金等調整前四半期純利益 463,836 779,223

法人税、住民税及び事業税 49,843 199,557

法人税等調整額 128,042 80,010

法人税等合計 177,885 279,567

少数株主利益又は少数株主損失（△） △304 3,790

四半期純利益 286,255 495,866
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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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 1,324,025

減価償却費 961,768 970,739

のれん償却額 287,023 287,023

退職給付引当金の増減額（△は減少） △40,703 △152,742

賞与引当金の増減額（△は減少） △238,621 △255,539

貸倒引当金の増減額（△は減少） 243 9,676

事業再編損失 68,854 44,114

投資有価証券評価損益（△は益） 86,621 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △2,722

固定資産除売却損益（△は益） 51,957 27,607

その他の特別損益（△は益） 1,111 －

受取利息及び受取配当金 △34,345 △24,297

支払利息 18,058 19,043

為替差損益（△は益） △19,673 7,606

売上債権の増減額（△は増加） 891,396 31,797

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,122,397 1,100,257

仕入債務の増減額（△は減少） 750,457 152,843

未払消費税等の増減額（△は減少） △102,951 174,779

預り保証金の増減額（△は減少） 71,881 3,048

その他 34,526 204,117

小計 3,825,255 3,921,376

利息及び配当金の受取額 34,407 24,839

利息の支払額 △14,370 △23,120

法人税等の支払額 △1,471,440 △515,961

事業再編による支出 △103,528 △48,852

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,270,323 3,358,282

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 500,000

固定資産の取得による支出 △866,733 △484,425

固定資産の売却による収入 9,365 5,336

投資有価証券の取得による支出 △11,981 △4,174

投資有価証券の売却による収入 3,752 11,448

貸付けによる支出 △1,545 －

貸付金の回収による収入 2,550 4,169

差入保証金の差入による支出 △12,420 △1,946

差入保証金の回収による収入 28,894 7,990

保険積立金の積立による支出 △31,250 △649

保険積立金の払戻による収入 100,753 9,471

その他 － 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △778,615 47,221
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（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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 1,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △3,129 △1,581

自己株式の取得による支出 － △4

配当金の支払額 △928,478 △663,271

少数株主への配当金の支払額 △2,524 △500

財務活動によるキャッシュ・フロー △635,132 △664,356

現金及び現金同等物に係る換算差額 △82,199 △21,920

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 774,375 2,719,226

現金及び現金同等物の期首残高 4,031,795 4,032,966

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,806,170 6,752,193
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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。 

  

前第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３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日) 

 
  

前第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 6,122,380 54,497 85,465 119,380 84,537 44,335 6,510,597 ─ 6,510,597

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
372,643 10,931 3,321 1,105,762 2,359 ─ 1,495,017 (1,495,017) ─

計 6,495,023 65,429 88,787 1,225,143 86,896 44,335 8,005,615 (1,495,017) 6,510,597

営業利益又は営業損失(△) 925,760 7,719 △190 181,429 21,567 6,502 1,142,789 (399,378) 743,410

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３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

 
  

前第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３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日) 

 
  

前第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) 

 
  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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。 

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 16,126,241 217,053 244,315 294,421 210,166 107,509 17,199,708 ─ 17,199,708

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
940,808 18,366 9,200 3,216,137 5,601 ─ 4,190,114 (4,190,114) ─

計 17,067,049 235,420 253,515 3,510,559 215,768 107,509 21,389,822 (4,190,114) 17,199,708

営業利益又は営業損失(△) 2,098,627 19,274 △16,682 409,723 46,721 8,716 2,566,381 (1,140,103) 1,426,277

【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) 101,856 179,093 1,004,232 1,421 1,286,604

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ ─ ─ 6,510,597

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

1.6 2.8 15.4 0.0 19.8

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

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) 353,811 492,514 2,615,360 12,058 3,473,744

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ ─ ─ 17,199,708

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

2.0 2.9 15.2 0.1 20.2
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該当事項はありません。 

  

 
(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 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。 

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

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20年10月１日
至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成21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 2,624,806 74.7 1,858,192 70.8

圧力センサ 570,074 73.1 644,487 113.1

アクチュエータ 2,379,595 70.0 2,379,942 100.0

合計 5,574,476 72.5 4,882,622 87.6

(2) 受注実績

①受注高

事業部門別

前第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３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成21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 2,718,318 70.0 3,512,889 129.2

圧力センサ 488,069 64.0 638,245 130.8

アクチュエータ 2,566,789 62.4 2,503,492 97.5

商品 992,103 103.8 693,277 69.9

合計 6,765,280 69.6 7,347,904 108.6

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20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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 1,943,049 83.6 2,662,761 137.0

圧力センサ 273,607 61.9 404,483 147.8

アクチュエータ 1,180,770 71.1 821,202 69.5

商品 408,421 90.6 477,038 116.8

合計 3,805,848 78.0 4,365,486 114.7
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(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。 

  

(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20年10月１日
至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成21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 2,969,828 78.1 2,695,596 90.8

圧力センサ 564,065 73.0 539,172 95.6

アクチュエータ 2,664,271 75.5 2,558,286 96.0

商品 940,017 98.3 717,541 76.3

合計 7,138,184 78.8 6,510,597 91.2

相手先

前第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３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

㈱三共 765,042 10.7 610,724 9.4
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平成22年１月28日

日本電産コパル電子株式会社
  

  

 

 
 (注) （ ）内は、対売上高比率 

   

    

    

連結子会社数 10社  持分法適用会社数 ─社 
＜前期末（平成21年３月）比の異動状況＞ 
連結  (新規) ─社 (除外) ─社  持分法  (新規) ─社 (除外) ─社 

＜前年同期末（平成20年12月）比の異動状況＞ 
連結  (新規) ─社 (除外) ─社  持分法  (新規) ─社 (除外) ─社 

平成22年３月期（第43期）第３四半期連結決算概要

１．連結業績の状況 （百万円未満切捨て）

当第３四半期 
（ 累 計 ）

自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日

前年 
同期 
増減率

前第３四半期
（ 累 計 ）

自 平成20年４月１日
至 平成20年12月31日

当第３四半期

自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日

前年 
同期 
増減率

前第３四半期

自 平成20年10月１日
至 平成20年12月31日

売上高
百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 百万円

17,199 △24.6 22,805 6,510 △8.8 7,138

営業利益
1,426

△43.8
2,537 743

14.5
649

(8.3%) (11.1%) (11.4%) (9.1%)

経常利益
1,390

△42.0
2,395 790

50.6
524

(8.1%) (10.5%) (12.1%) (7.4%)

四半期 
純利益

853
△36.8

1,349 495
73.2

286
(5.0%) (5.9%) (7.6%) (4.0%)

一株当たり 
四半期純利益

円 銭
─

円 銭 円 銭
─

円 銭

12.87 20.35 7.48 4.32

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

32,426 35,206 32,544

純資産
22,538 22,091 22,405

自己資本比率
％ ％ ％

69.4 62.7 68.8
一株当たり 
純資産

円 銭 円 銭 円 銭

339.50 332.80 337.62
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

3,358 2,270 2,090
投資活動による 

キャッシュ・フロー 47 △778 △1,263
財務活動による 

キャッシュ・フロー △664 △635 △635
現金及び 

現金同等物期末残高 6,752 4,806 4,032

３．配当の状況

第２四半期末 期末 合計

21年３月期
円 銭 円 銭 円 銭

7.00 5.00 12.00

22年３月期 5.00 ─ ─

22年３月期（予想） ─ 5.00 10.00

４．連結範囲及び持分法の適用に関する事項
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