
平成21年3月期 第2四半期決算短信 

平成20年10月27日

（百万円未満切捨て）

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

四半期報告書提出予定日 平成20年11月13日 配当支払開始予定日 平成20年12月3日

1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30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2四半期 15,667 ― 1,887 ― 1,870 ― 1,063 ―

20年3月期第2四半期 16,375 34.2 1,772 △12.4 1,745 △16.2 1,074 △18.6

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2四半期 16.04 ―

20年3月期第2四半期 16.21 ―

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2四半期 35,394 22,796 64.3 343.37
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2四半期  22,766百万円 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  有  
 

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 33,400 △1.4 4,500 4.5 4,400 5.0 2,600 2.1 39.21

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2四半期  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2四半期  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2四半期  66,302,364株 20年3月期第2四半期  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７月１日 ～ 平成20年９月30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２四半期 8,046 ─ 976 ─ 916 ─ 510 ─

20年３月期第２四半期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

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２四半期 7 70 ─
20年３月期第２四半期 ─ ─
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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)における外部環境につきましては、

投資銀行の大型破綻に象徴される米国実体経済の更なる悪化や欧州への金融危機の波及、円高進行に伴う

輸出動向の不透明感等、従前と比べても厳しい局面を迎えた感があります。 

このような環境下、当第２四半期連結会計期間(3ヶ月)の売上高につきましては、アクチュエータ部

門、商品部門が前年同期比で増収となりましたが、電子回路部品部門及び圧力センサ部門が減収となり前

年同期比3.8％減の80億4千6百万円となりました。 

連結売上高は減収となったものの売上総利益率の上昇並びに販管費の減少により、連結営業利益は前年

同期比10.6％増の9億7千6百万円、連結経常利益は前年同期比10.0％増の9億1千6百万円、連結四半期純利

益は前年同期比2.2％増の5億1千万円となり減収増益の結果となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間(3ヶ月)の売上高は前年同期比3.8％減の80億4千6百万円となりました。 

・ 電子回路部品部門の売上高につきましては、トリマが前年同期比8.2％増と健闘したものの、スイ

ッチについては操作用スイッチの需要減少により前年同期比18.5％減となり、部門全体では前年同期

比11.4％減の36億1千2百万円となりました。 

・ 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からの引き合いに回復感がみられな

いこともあり、前年同期比13.2％減の7億2千1百万円となりました。 

・ 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向けを中心に第１四半期に

引き続き堅調に推移し前年同期比4.9％増、モータが遊技機器業界向けを中心に好調を維持し前年同

期比11.8％増と健闘した結果、部門全体で前年同期比9.6％増の27億9千7百万円となりました。 

・ 商品部門の売上高につきましては、ATM向けコインセンサの売上増等により前年同期比1.6％増の9

億1千6百万円となりました。 

当第２四半期連結会計期間(3ヶ月)の営業利益につきましては、スイッチ生産の拠点集約、スキャナ

の利益率改善等による売上総利益率の上昇並びに各部門の販管費の削減努力により前年同期比10.6％増

の9億7千6百万円となりました。 

当第２四半期連結会計期間(3ヶ月)の経常利益につきましては、上記営業利益の増加要因の他に、為

替差損の影響等により前年同期比10.0％増の9億1千6百万円となりました。 

当第２四半期連結会計期間(3ヶ月)の四半期純利益につきましては、上記経常利益の増加要因の他

に、固定資産除売却損の影響等により前年同期比2.2％増の5億1千万円となりました。 

  

なお、当第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日～平成20年９月30日)の経営成績につきましては連

結売上高が前年同期比4.3％減の156億6千7百万円、連結営業利益が前年同期比6.5％増の18億8千7百万

円、連結経常利益が前年同期比7.2％増の18億7千万円、連結四半期純利益が1.1％減の10億6千3百万円と

【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

(4)四半期純利益
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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)に係る定性的情報につきましては平

成21年３月期第１四半期決算短信(平成20年７月29日発表)をご参照願います。 

  
  

当第２四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棚卸資産の増

加により前連結会計年度末比3億5千3百万円増加し221億7千3百万円となりました。また、固定資産が、

のれんの償却や投資有価証券の期末時価の低下により前連結会計年度末比1億4千1百万円減少し132億2

千万円となり、総資産は前連結会計年度末比2億1千1百万円増加し353億9千4百万円となりました。 

当第２四半期連結会計期間末の負債につきましては、流動負債が買掛債務の減少や未払法人税等の減

少により前連結会計年度末比4億2千3百万円減少し108億円となりました。また、固定負債が、退職給付

引当金の減少により前連結会計年度末比1千3百万円減少し17億9千7百万円となり、負債合計は前連結会

計年度末比4億3千6百万円減少し125億9千7百万円となりました。 

当第２四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6億4千8百万円増加し227

億9千6百万円となりました。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10億6千3百万

円、主な減少要因は剰余金の配当4億6千4百万円であります。 

当第２四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48億9千1百万円となり、前連結会

計年度末と比べ8億5千9百万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２四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19億8千4百万円の収入と

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16億9千6百万円、売上債権の減少額

12億円等であり、支出要因が棚卸資産の増加額5億4千9百万円、法人税等の支払額8億7千4百万円等で

あります。 

当第２四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6億9百万円の支出となり

ました。主な要因は、固定資産の取得による支出6億2千2百万円であります。 

当第２四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4億6千8百万円の支出と

なりました。主な要因は、配当金の支払額4億6千4百万円であります。 

  

今後の外部環境の変化につき不確定要素はございますが、当第２四半期までの業績は順調であり、前回

公表(平成20年７月29日発表)の通期連結業績予想値は変更致しません。 

  

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

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

当第２四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２四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）を当第１四半期連結会計期間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

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２四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. 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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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２四半期連結累計期間にて、リース資産が有形

固定資産に3,814千円計上され、営業利益は91千円、経常利益は47千円増加し、税金等調整前四半期

純利益は129千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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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２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30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 4,916,001 4,056,298 

受取手形及び売掛金 10,258,884 11,444,050 

商品及び製品 3,090,619 2,550,312 

仕掛品 1,457,010 1,241,099 

原材料及び貯蔵品 1,600,338 1,773,608 

その他 862,333 766,071 

貸倒引当金 △11,227 △10,846 

流動資産合計 22,173,959 21,820,593 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 3,655,638 3,596,236 

機械装置及び運搬具（純額） 2,715,674 2,704,010 

工具、器具及び備品（純額） 874,750 889,812 

土地 1,599,296 1,599,296 

リース資産（純額） 3,814 － 

建設仮勘定 133,895 122,876 

有形固定資産合計 8,983,070 8,912,232 

無形固定資産 

のれん 1,179,984 1,371,333 

その他 931,914 817,927 

無形固定資産合計 2,111,899 2,189,261 

投資その他の資産 2,125,855 2,260,701 

固定資産合計 13,220,824 13,362,195 

資産合計 35,394,784 35,182,788 
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（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30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 5,816,470 5,917,688 

短期借入金 2,000,000 2,000,000 

未払法人税等 626,726 880,559 

賞与引当金 603,497 615,623 

その他 1,753,714 1,809,551 

流動負債合計 10,800,409 11,223,422 

固定負債 

退職給付引当金 1,467,253 1,525,801 

その他 330,174 284,660 

固定負債合計 1,797,427 1,810,461 

負債合計 12,597,837 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 17,949,421 17,350,374 

自己株式 △37,074 △37,074 

株主資本合計 22,537,885 21,938,838 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 5,627 96,091 

為替換算調整勘定 222,587 79,703 

評価・換算差額等合計 228,215 175,795 

少数株主持分 30,846 34,269 

純資産合計 22,796,947 22,148,903 

負債純資産合計 35,394,784 35,182,788 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 15,667,300 

売上原価 10,860,261 

売上総利益 4,807,039 

販売費及び一般管理費 2,919,312 

営業利益 1,887,726 

営業外収益 

受取利息及び配当金 26,116 

その他 21,831 

営業外収益合計 47,948 

営業外費用 

支払利息 12,225 

売上割引 5,498 

為替差損 32,135 

支払補償費 12,469 

その他 2,707 

営業外費用合計 65,036 

経常利益 1,870,638 

特別利益 

固定資産売却益 2,204 

特別利益合計 2,204 

特別損失 

固定資産除売却損 48,272 

投資有価証券評価損 31,157 

たな卸資産評価損 31,225 

事業再編損 64,988 

その他 985 

特別損失合計 176,629 

税金等調整前四半期純利益 1,696,212 

法人税、住民税及び事業税 634,957 

法人税等調整額 △6,568 

法人税等合計 628,389 

少数株主利益 4,659 

四半期純利益 1,063,163 
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 8,046,831 

売上原価 5,621,123 

売上総利益 2,425,707 

販売費及び一般管理費 1,449,554 

営業利益 976,153 

営業外収益 

受取利息及び配当金 15,253 

その他 8,885 

営業外収益合計 24,138 

営業外費用 

支払利息 6,418 

売上割引 2,691 

為替差損 65,060 

支払補償費 8,606 

その他 1,321 

営業外費用合計 84,097 

経常利益 916,195 

特別利益 

固定資産売却益 37 

特別利益合計 37 

特別損失 

固定資産除売却損 44,415 

投資有価証券評価損 31,157 

事業再編損 33,845 

その他 171 

特別損失合計 109,589 

税金等調整前四半期純利益 806,643 

法人税、住民税及び事業税 400,778 

法人税等調整額 △106,991 

法人税等合計 293,786 

少数株主利益 2,142 

四半期純利益 510,714 

日本電産コパル電子㈱（6883）平成21年３月期　第２四半期決算短信

― 10 ―



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30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 1,696,212 

減価償却費 636,350 

のれん償却額 191,348 

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,090 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △469 

事業再編損失 65,165 

投資有価証券評価損益（△は益） 31,157 

固定資産除売却損益（△は益） 50,392 

その他の特別損益（△は益） 985 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △58,480 

預り保証金の増減額（△は減少） 49,444 

受取利息及び受取配当金 △26,116 

支払利息 12,225 

為替差損益（△は益） 16,707 

売上債権の増減額（△は増加） 1,200,890 

たな卸資産の増減額（△は増加） △549,713 

仕入債務の増減額（△は減少） △211,239 

未払消費税等の増減額（△は減少） △56,340 

その他 △103,004 

小計 2,933,427 

利息及び配当金の受取額 26,181 

利息の支払額 △2,584 

法人税等の支払額 △874,588 

事業再編による支出 △98,200 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,984,236 

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 △622,759 

固定資産の売却による収入 7,347 

投資有価証券の取得による支出 △3,480 

投資有価証券の売却による収入 3,752 

貸付けによる支出 △1,650 

貸付金の回収による収入 1,552 

差入保証金の差入による支出 △11,386 

差入保証金の回収による収入 17,961 

保険積立金の積立による支出 △433 

投資活動によるキャッシュ・フロー △609,096 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △2,081 

配当金の支払額 △464,199 

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 △468,806 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △46,630 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 859,703 

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 4,891,498 
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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２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

 
(注) 当第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45千円増加してお

ります。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

 
(注) 当第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91千円増加してお

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 7,285,892 100,612 232,659 221,530 119,911 86,225 8,046,831 ─ 8,046,831

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
568,001 2,279 4,502 1,396,269 4,693 ─ 1,975,745 (1,975,745) ─

計 7,853,893 102,892 237,161 1,617,799 124,604 86,225 10,022,577 (1,975,745) 8,046,831

営業利益 1,220,512 4,385 5,022 225,866 17,631 7,064 1,480,484 (504,330) 976,153

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 14,251,449 166,782 450,848 393,137 238,133 166,948 15,667,300 ─ 15,667,300

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,127,208 5,092 8,493 2,790,362 8,495 ─ 3,939,652 (3,939,652) ─

計 15,378,658 171,874 459,341 3,183,499 246,629 166,948 19,606,952 (3,939,652) 15,667,300

営業利益 2,367,882 1,565 29,878 479,232 38,950 14,048 2,931,558 (1,043,831) 1,887,726
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当第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30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。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30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) 178,450 393,689 1,261,441 1,821 1,835,403

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ ─ ─ 8,046,831

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

2.2 4.9 15.7 0.0 22.8

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) 319,087 751,739 2,358,917 5,771 3,435,516

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ ─ ─ 15,667,300

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

2.0 4.8 15.1 0.0 21.9

(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」

前中間連結損益決算書

（単位：千円、未満切捨て）

科   目

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

金額

Ⅰ 売上高 16,375,982

Ⅱ 売上原価 11,623,502

   売上総利益 4,752,479

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,979,976

   営業利益 1,772,502

Ⅳ 営業外収益

 １．受取利息及び配当金 30,748

 ２．受取保険金 7,877

 ３．ＮＥＤＯ開発費助成金 3,742

 ４．その他 16,118

    計 58,486

Ⅴ 営業外費用

 １．支払利息 16,617

 ２．為替差損 24,892

 ３．支払手数料 3,075

 ４．製品補償費用 31,613

 ５．その他 9,152

    計 85,352

   経常利益 1,745,637

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 10,350

    計 11,912

Ⅶ 特別損失

 １. 固定資産除売却損 13,485

 ２. 減損損失 2,618

 ３. 事業再編損失 39,660

 ４. その他 2,573

    計 58,336

  税金等調整前中間純利益 1,699,213

  法人税、住民税及び事業税 642,250

  法人税等調整額 △22,980

  少数株主利益 4,997

  中間純利益 1,074,946
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前中間連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円、未満切捨て）

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

区分 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前中間純利益 1,699,213

   減価償却費 662,545

   のれん償却額 190,304

   賞与引当金の増減額 3,310

   役員賞与引当金の増減額 △89,050

   貸倒引当金の増減額 △454

   減損損失 2,618

   有形固定資産等除売却損益 14,666

   投資有価証券売却損益 △7,870

   退職給付引当金の増減額 △26,240

   預り営業保証金の増減額 7,487

   受取利息及び受取配当金 △30,748

   支払利息 16,617

   為替差損益 1,719

   売上債権の増減額 △1,259,199

   たな卸資産の増減額 △53,428

   仕入債務の増減額 417,195

   未払消費税等の増減額 179,879

   その他 △57,614

     小計 1,670,950

   利息及び配当金の受取額 32,078

   利息の支払額 △41,162

   法人税等の支払額 △716,255

 営業活動によるキャッシュ・フロー 945,611
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前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

区分 金額

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 △18,698

   定期預金の払戻による収入 305,252

   有形固定資産等の取得による支出 △1,413,356

   有形固定資産等の売却による収入 23

   投資有価証券の取得による支出 △4,215

   投資有価証券の売却による収入 76,083

   貸付金の回収による収入 2,336

   差入保証金の預入による支出 △41,052

   差入保証金の回収による収入 3,454

   保険積立金に係る支出 △439

   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 △1,053,124

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   配当金の支払額 △397,818

   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 △400,459

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 34,945

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） △473,026

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中間期末残高 3,560,198
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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。 

  

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30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、973,927千円であり、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 SINGAPORE PTE. LTD. から

構成されておりますが、中間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

６月30日までの３ヶ月間となっております。 

  

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30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

【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 15,132,763 165,333 387,957 360,703 238,090 91,134 16,375,982 ─ 16,375,982

セグメント間の内部売上高 
又は振替高

874,950 5,895 9,871 1,947,804 7,039 ─ 2,845,562 (2,845,562) ─

計 16,007,714 171,228 397,829 2,308,508 245,129 91,134 19,221,544 (2,845,562) 16,375,982

営業費用 13,594,529 167,061 359,878 2,066,930 209,965 85,142 16,483,508 (1,880,028) 14,603,479

営業利益 2,413,185 4,167 37,950 241,577 35,163 5,991 2,738,036 (965,533) 1,772,502

【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) 325,133 882,090 2,276,742 13,429 3,497,396

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ ─ ─ 16,375,982

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

2.0 5.4 13.9 0.1 21.4
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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 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. 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２四半期連結会計期間
(自 平成19年７月１日
至 平成19年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
至 平成20年９月30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 3,745,967 172.0 3,441,296 91.9

圧力センサ 791,838 99.2 694,992 87.8

アクチュエータ 2,316,437 108.6 2,616,663 113.0

合計 6,854,243 134.1 6,752,952 98.5

(2) 受注状況

①受注高

事業部門別

前第２四半期連結会計期間
(自 平成19年７月１日
至 平成19年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
至 平成20年９月30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 3,926,950 180.5 3,374,536 85.9

圧力センサ 767,171 89.3 695,964 90.7

アクチュエータ 2,629,709 160.0 2,775,826 105.6

商品 955,298 100.8 771,005 80.7

合計 8,279,130 147.1 7,617,333 92.0

②受注残高

事業部門別

前第２四半期連結会計期間末
(平成19年９月30日)

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30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 2,245,187 244.2 2,194,559 97.7

圧力センサ 451,985 73.5 349,603 77.3

アクチュエータ 1,073,235 115.0 1,278,253 119.1

商品 450,782 100.6 356,335 79.0

合計 4,221,191 144.8 4,178,752 99.0
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(注) １ 近２第２四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２四半期連結会計期間
(自 平成19年７月１日
至 平成19年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
至 平成20年９月30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 4,078,639 186.0 3,612,179 88.6

圧力センサ 830,587 101.4 721,112 86.8

アクチュエータ 2,551,363 117.0 2,797,002 109.6

商品 902,525 94.1 916,537 101.6

合計 8,363,115 135.9 8,046,831 96.2

相手先

前第２四半期連結会計期間
(自 平成19年７月１日
至 平成19年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
至 平成20年９月30日)

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

㈱三共 785,251 9.4 1,045,175 13.0
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平成20年10月27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２四半期連結決算概要 
  

   

 
  ※ （ ）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２四半期 
（ 累 計 ）

自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日

前年 
同期 
増減率

前第２四半期
（ 累 計 ）

自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日

当第２四半期

自 平成20年７月１日
至 平成20年９月30日

前年 
同期 
増減率

前第２四半期

自 平成19年７月１日
至 平成19年９月30日

売上高
百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 百万円

15,667 △4.3 16,375 8,046 △3.8 8,363

営業利益
1,887

6.5
1,772 976

10.6
882

(12.0%) (10.8%) (12.1%) (10.5%)

経常利益
1,870

7.2
1,745 916

10.0
833

(11.9%) (10.7%) (11.4%) (10.0%)

四半期 
純利益

1,063
△1.1

1,074 510
2.2

499
(6.8%) (6.6%) (6.3%) (6.0%)

一株当たり 
四半期純利益

円 銭
─

円 銭 円 銭
─

円 銭

16.04 16.21 7.70 7.53

２．連結財政状態

当第２四半期末 前第２四半期末 前年度末

総資産
百万円 百万円 百万円

35,394 34,517 35,182

純資産
22,796 21,362 22,148

自己資本比率
％ ％ ％

64.3 61.8 62.9
一株当たり 
純資産

円 銭 円 銭 円 銭

343.37 321.73 333.54
当第２四半期（累計） 前第２四半期（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

1,984 945 2,573
投資活動による 

キャッシュ・フロー △609 △1,053 △1,743
財務活動による 

キャッシュ・フロー △468 △400 △798
現金及び 

現金同等物期末残高 4,891 3,560 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

ce000990
グループ

ce000990
Nidecロゴ


