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株主の皆様には、益々ご健勝のこととお喜び申し上

げます。

ここに当社第39期中間（平成17年4月1日～平成17

年9月30日）の事業概況をご報告申し上げます。

当中間期における経営環境を概観してみますと、自

然災害の発生、原油価格や鋼材価格の高騰等の懸念材

料はあるものの、企業部門の好調さが、雇用・所得環

境の好転につながり、個人消費の回復も見られる中、

遅れていたデジタル家電・IT関連部門の在庫調整も

目処がつき始め、電子部品やデバイスの生産に回復基

調が見え始めました。当社もこうした流れの中で、コ

スト削減、競争力の強化を目的に、中国生産体制の更

なる増強を図るべく、中国製造子会社（日本電産科宝

電子（浙江）有限公司）の増設を進めており、平成

18年3月完成時には、単一工場棟としては当社創業以

来、最大規模の工場となります。また、開発効率、開

発スピードを飛躍的に高め、新たな事業の創出を図る

ため、組織改革にも取り組み、開発体制の大幅な強化

を図りました。

当社は、今後も、マーケティング重視の方針の下、

営業部門と開発部門が連携した製品開発体制の強化を

図るとともに、基礎技術、要素技術の研究に注力し、

新製品開発・事業化のスピードアップを図り、成長を

軸とする事業展開を図ってまいる所存であります。

平成17年12月

代表取締役社長

当中間期の業績

売上高の推移（連結）

科　目
売 上 高
営 業 利 益
経 常 利 益
中間純利益

連　結（前年同期比）
11,611百万円（1.0%増）
2,080百万円（0.0%増）
2,177百万円（0.4%減）
1,434百万円（2.1%増）

単　独（前年同期比）
11,278百万円（2.1%増）
1,714百万円（3.0%減）
1,881百万円（3.7%増）
1,185百万円（8.9%増）
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経常利益/売上高経常利益率の推移（連結）
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業績報告TOP MESSAGE

＊平成17年８月19日付で普通株式１株につき４株の割合を持ちまして株式分割
を行いました。
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事業紹介

電子回路部品部門

当部門のトリマ及びスイッチは、
電流・電圧の調整、設定用として電
子回路基板上に搭載される電子部品
であり、完全密閉構造により環境特
性に優れていることが特徴です。主
な供給先も通信機器、情報機器、
放送機器、電源機器、医療機器、光
通信などの産業機器市場に加え、近年、デジタル家電市場へも
大きく販路を広げております。また、業界トップ企業としてい
ち早く鉛フリー、カドミウムフリー、更には来年７月からヨー
ロッパでスタートするRoHS指令といった環境対応にも積極的
に取り組み、市場より高い評価をいただいております。更に、
2004年度には、半導体型デジタルポテンショメータを販売し、
デジタル化時代に対応するとともに、今年６月からは、高周波
信号にも対応したスイッチを販売し、通信回線の高速化にも対
応可能な製品を供給しています。

圧力センサ部門

圧力センサは、半導体素子を利
用してさまざまな種類の気体や液
体の圧力を検知し、電気信号に変
えるもので、半導体技術を駆使し、
センサ素子から各種応用製品まで
一貫して自社にて製造、販売する
体制をとっております。製品の特
徴としては、小型、軽量で電気特
性に優れ、半導体製造装置、空圧
機器、FA機器、計測機器、油圧
機器、医療機器分野まで産業界に幅広く浸透しております。ま
た、近年、半導体製造装置、医療機器、各種産業機器を中心に
クリーン化、高温度対応、高耐食性が強く求められており、こ
うした要求に応えた高精度の製品の開発に注力し、市場に供給
しています。

商品部門

この部門の主要製品であるエン
コーダ、ポテンショメータ、ファ
ンモータは、当社のグローバルな
販売ネットワークを活用し、ユー
ザニーズを製品企画に反映させ、
グループ企業が製造を担当してい
ます。アナログ、デジタルの製品
を幅広く揃え、ユーザの要望にあ
わせて柔軟に対応できることが、この部門の大きな特徴です。
今後、産業界全体の自動化・コンピュータ化・デジタル化がま
すます進行する中、こうした市場のトレンドを踏まえ、小型化、
薄型化、製品のユニット化を積極的に進めてまいります。

アクチュエータ部門

この部門は、ポリゴンレーザスキ
ャナと小型精密モータが大きな２本
柱です。ポリゴンレーザスキャナは、
ポリゴンミラー（多面体ミラー）と
これを回転させるモータで構成され
る光偏向器で、主にレーザプリンタ
や複写機及び画像出力装置の基幹部
品として使用されています。ミラー
からモータまでを一貫生産してお
り、優れた加工技術、制御技術により生み出される精度・品質
は業界でも高く評価されています。特に、当社が独自に開発し
た小型空気動圧軸受スキャナは、従来にない高速回転、省電力、
静音性を実現し、レーザプリンタ市場において高い評価を得る
一方、空気動圧技術にコアレス技術を応用したカラーホイール
モータは、DLP方式のリアプロジェクションテレビ市場におい
て高いシェアを誇っています。また、今年５月には、これら技
術を更に深化させた空気動圧ターボファンのサンプル出荷を開
始しました。送風用途として、家庭用燃料電池、呼吸器系医療
機器、産業用送風機等、冷却用途として事務機器、電源、産業
用プロジェクタ等幅広い分野での需要が見込まれています。
更に、ポリゴンミラー単体についても、高度な製造技術が評

価され、ミラー市場で圧倒的なシェアを確保しています。小型
精密モータは、主に遊戯機器市場でユーザと一体となって開発
している製品で、長年にわたり、ユーザより高い評価をいただ
いております。

半導体製品
DCDCコンバータ

ターボブロア

高真空圧対応型圧力ゲージ

PG35L

DCブラシレスモータ
13Hシリーズ＜製造元：日本電産㈱＞
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●E-TA3216シリーズ

成長戦略の一環として、新たな

市場領域である高周波部品市場へ

の進出を進めておりましたが、本

年７月に感温型アッテネータの

販売を開始しました。近年の携

帯電話の急速な普及、Bluetooth、

無線LANなど無線データ通信が急速に拡大し、高周波部

品市場に大きな注目が集まっております。こうした中、販

売を開始した感温型アッテネータは、携帯電話、PHS基地

局などのアンプの温度補償用として使用され、他社にない

温度特性の直線性を実現しております。また、11月に発売

された「E-TA3216シリーズ」は、積層チップ構造の採用

により小型化、低価格化を実現し、市場より高い評価をい

ただいております。

●PRFシリーズ

2005年10月より、PTC方式の

自己復帰型ヒューズ「PRF（ポリ

マー・リセッタブル・ヒューズ）

シリーズ」の販売を開始いたし

ました。

本製品は、機器を過電流（過

熱）から守るためのヒューズ

（保護素子）で、温度が下がると

再び回路を導通させるため、交換することなく繰り返し使

用できる点が特徴です。主な用途としては、通信機器、パ

ーソナルコンピュータ、モータ、電源機器、計測機器など

多岐にわたっており、現在、この大きな市場に対し、当社

が持つ回路部品を中心とした広範な販売ネットワークを活

用し、拡販を進めております。
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事業成長へのチャレンジ

家庭用燃料電池向けターボブロア、圧力センサの開発新たな市場領域への進出　－高周波部品市場への新製品投入－

感温型アッテネータ
E-TA3216シリーズ

自己復帰型ヒューズ
PRFシリーズ

エネルギーの安定供給、地球温暖化問題、環境問題等へ

の対応が世界的規模で大きな課題となっています。こうし

た課題への対応の一環としてNEDO（New Energy AND

Industrial Technology Development Organization）が取

り組みを進めている家庭用燃料電池が国家プロジェクトと

して進められています。

当社は、この国家プロジェクトに協力する一員として、

小型・低消費電力・長寿命といった優れた特徴をもつスキ

ャナモータの技術、さらに高精度・高耐久性、小型で長期

安定性を特徴とする半導体圧力センサの技術をベースに、

家庭用燃料電池向けターボファン、圧力センサの開発を積

極的に進めています。クリーンなエネルギーとして家庭用

燃料への期待は大きく、近い将来大きな需要が期待されて

います。

※NEDO技術開発機構：エネルギー・環境技術に関して、

我国最大規模の研究機関
自己復帰型ヒューズの販売開始

家庭用燃料電池構成図

圧力センサ

高圧ターボブロア

中圧ターボプロア
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事業成長へのチャレンジ

CEATEC JAPAN2005に出展

本年10月初旬、千葉の幕張メッセで開催された情報・通

信・映像・エレクトロニクスの総合展示会「CEATEC

JAPAN 2005」に、昨年に引き続き当社製品を出展しま

した。例年になく、

多数の方々にご来場

いただき、当社の最

新の技術力、製品力

をアピールする絶好

の機会となりました。
当社出展風景

中国製造子会社の現況

中国製造子会社（日本電産科宝電子（浙江）有限公司

「NCES」）では、現在、スキャナモータ、カラーホイール

モータ等の生産を行っていますが、これらの製品の需要拡

大への対応、部品内製化への取り組み、更に今後国内から

移管する製品の生産対応を目的として、第二工場棟の建設

を進めています。新工場の規模は、60m×120mの３階建

てで、１フロアー面積6,000m2、総床面積18,000m2となり、

単一工場棟としては、当社創業以来、最大の工場棟になる

予定です。

工場完成後は、物流費低減、材料費低減、生産リードタ

イムの短縮、在庫削減等に努め、更なる収益基盤の強化を

図ってまいります。

環境への取り組み

オゾン層破壊問題がクローズ

アップされた1990年以降、特定

フロン対策委員会の発足を皮切

りに、ハンダの鉛フリー、グリ

ーン調達等にも当社は積極的に

取り組んでまいりました。また、

1999年には、環境指針を策定し、

現在では国内外の全工場で

ISO14001を取得しています。

また、2006年７月からヨーロッパで導入される有害物質

規制（RoHS指令）にも対応する製品を数多く取り揃えて

います。当社では、環境問題を品質と並ぶ最重要課題と位

置付け、社内への環境方針の徹底を図るべく環境方針カー

ド（図参照）を作成し、全役職員に対し配布する準備を進

めており、全役職員一丸となって積極的に環境問題に取り

組んでまいります。

環境方針カード

環 境 方 針
当社は、全社員の環境意識向上を通し

て継続的改善及び汚染の予防を含む以下
の事項を遂行する。

1. 環境法規制等の順守
（環境に関する法規制及び顧客、工業会
等との取り決めの順守）

2. 有害化学物質の削減排除
（製品内及び工程内有害化学物質の削減
／排除）

3. 顧客のグリーン調達要求への対応
4. ゼロエミッションの達成
（廃棄物の減量化とリサイクル推進）
5. 地球温暖化の防止
（電力等の省エネルギー推進、CO2の排出
抑制、温暖化物質（PFC）の全廃）

6. 省資源の推進
（製品の小型化、梱包材の減量化等の省
資源の推進）

全社開発機能を佐野事業所に集結

中期販売目標500億円達成に向け、開発スピードを飛躍

的に高め、新製品開発及び新事業の開拓と創出に全社を挙

げて取り組む拠点として佐野事業所内に開発センターを建

設する準備を進めております。

完成予想図

今回増築する
工場棟
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連結財務諸表

中間連結貸借対照表 （単位：百万円）

資産合計 25,488

科　　目 金　額

資本合計 18,308

中間連結損益計算書 （単位：百万円）

中間連結剰余金計算書 （単位：百万円）

負債合計 7,164

少数株主持分 14
中間連結キャッシュ・フローの推移 （単位：百万円）

総資産/株主資本/株主資本比率の推移（連結）
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（百万円） 

負債、少数株主持分及び資本合計 25,488

資本剰余金期首残高 2,262

資本剰余金増加高 0

自己株式処分差益 0

資本剰余金中間期末残高 2,263

利益剰余金期首残高 12,390

利益剰余金増加高 1,434

中 間 純 利 益 1,434

利益剰余金減少高 413

配　　当　　金 331

役　員　賞　与 82

（うち監査役賞与） （4）

利益剰余金中間期末残高 13,410

（ 資 本 の 部 ）

資　本　金 2,362

資本剰余金 2,263

利益剰余金 13,410

その他有価証券評価差額金 284

為替換算調整勘定 24

自 己 株 式 △37

（ 資 産 の 部 ）

流動資産 17,279

現金及び預金 5,939

受取手形及び売掛金 7,916

たな卸資産 2,869

繰延税金資産 332

その他 232

貸倒引当金 △12

固定資産 8,209

有形固定資産 5,841

建物及び構築物 1,477

機械装置及び運搬具 2,454

工具、器具及び備品 669

土　地 1,094

建設仮勘定 145

無形固定資産 265

投資その他の資産 2,101

投資有価証券 903

長期性預金 500

繰延税金資産 371

その他 340

貸倒引当金 △13

（ 負 債 の 部 ）

流動負債 5,883

買掛金 3,449

未払金 891

未払法人税等 765

未払費用 181

賞与引当金 500

その他 94

固定負債 1,280

退職給付引当金 1,115

その他 165

（ 少 数 株 主 持 分 ）

Ⅰ.営業活動によるキャッシュ・フロー 977 1,881 904

Ⅱ.投資活動によるキャッシュ・フロー △801 △716 85

Ⅲ.フリーキャッシュ・フロー 175 1,165 990

Ⅳ.財務活動によるキャッシュ・フロー △81 △429 △348

現金及び現金同等物の期末残高 6,129 5,918 △211

売上高 11,611

売上原価 7,739

売上総利益 3,872

販売費及び一般管理費 1,791

営業利益 2,080

営業外収益 115

営業外費用 18

経常利益 2,177

特別利益 40

特別損失 9

税金等調整前中間純利益 2,207

法人税、住民税及び事業税 769

少数株主利益 3

中間純利益 1,434

科　　目 金　額

科　　目 2004年9月 2005年9月 差異金額

科　　目 金　額 科　　目 金　額

設備投資 
減価償却費 
研究開発費 

設備投資 
減価償却費 
研究開発費 

通期 

中間期 



資産合計 24,249
資本合計 16,982

負債及び資本合計 24,249
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単独財務諸表

中間単独貸借対照表 （単位：百万円） 中間単独損益計算書 （単位：百万円）

売上高 11,278

売上原価 8,106

売上総利益 3,172

販売費及び一般管理費 1,457

営業利益 1,714

営業外収益 187

営業外費用 19

経常利益 1,881

特別利益 40

特別損失 6

税引前中間純利益 1,915

法人税、住民税及び事業税 730

中間純利益 1,185

前期繰越利益 1,699

中間未処分利益 2,885

負債合計 7,267

（ 資 産 の 部 ）

流動資産 16,507

現金及び預金 4,872

受取手形及び売掛金 7,865

たな卸資産 2,557

繰延税金資産 311

その他 901

貸倒引当金 △0

固定資産 7,741

有形固定資産 4,111

建物 1,008

機械及び装置 1.236

工具器具及び備品 638

土地 1,094

その他 134

無形固定資産 251

投資その他の資産 3,378

投資有価証券 984

出資金 1,252

長期性預金 500

繰延税金資産 367

その他 286

貸倒引当金 △13

科　　目 金　額科　　目 金　額 科　　目 金　額

（ 負 債 の 部 ）

流動負債 5,997

買掛金 3,700

未払金 877

未払法人税等 727

未払費用 155

賞与引当金 455

その他 80

固定負債 1,270

退職給付引当金 1,114

その他 155

（ 資 本 の 部 ）

資　本　金 2,362

資本剰余金 2,263

資本準備金 2.219

その他資本剰余金 44

利益剰余金 12,109

利益準備金 347

任意積立金 8,876

中間未処分利益 2,885

その他有価証券評価差額金 284

自己株式 △37

お 知 ら せ

株式分割のお知らせ
当社は、平成17年６月30日付最終の株主名簿及び実質
株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数を
１株につき４株の割合とする株式分割を平成17年８月
19日に実施しました。

名義書換代理人取次所　追加指定のお知らせ
平成17年12月５日（月）より従来の住友信託銀行株式
会社の全国本支店に加え、大和証券株式会社の全国本
支店及び日本証券代行株式会社の全国本支店でも、株
式の名義書換や住所変更等のお手続きが可能となりま
した。詳しくは、最終ページ「株主メモ」欄に掲載し
ています。住友信託銀行株式会社のお問合せ先までご
照会下さい。
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会社概要 株主メモ

会社概要（平成17年9月30日現在） 株主メモ

商 号

本 社

設 立

資 本 金

代表取締役社長

従 業 員 数

事 業 所

営 業 所

海 外 拠 点

役 員

U R L

決 算 期

定 時 株 主 総 会

基 準 日

配当金受領確定日

名義書換代理人

同事務取扱場所

（郵便物送付先）

（電話照会先）

同 取 次 所

1単元の株式の数

公 告 の 方 法

電 子 公 告 U R L

NIDEC COPAL ELECTRONICS CORPORATION

東京都新宿区西新宿七丁目5番25号

昭和42年4月1日

23億6,205万円

長谷川　實

1,443名（連結）

入間事業所（埼玉県）

田尻事業所（宮城県）

佐野事業所（栃木県）

東北営業所（宮城県仙台市）

北関東営業所（埼玉県入間市）

東関東営業所（千葉県松戸市）

南関東営業所（神奈川県横浜市）

長野営業所（長野県松本市）

名古屋営業所（愛知県名古屋市）

大阪営業所（大阪府大阪市）

福岡営業所（福岡県福岡市）

アメリカ、ドイツ、シンガポール、韓国、中国

取 締 役 会 長　永　守　重　信

代表取締役社長　長谷川　　　實

専 務 取 締 役　吉　田　喜　三

常 務 取 締 役　眞　銅　陽太郎

常 務 取 締 役　高　橋　明　義

取　　締　　役　樋　口　　　茂

取　　締　　役　金　野　　　成

取　　締　　役　佐々木　英　明

取　　締　　役　森　田　英　夫

取　　締　　役　鳥　山　泰　靖

常 勤 監 査 役　尾　関　博　之

監　　査　　役　細　川　謹　司

監　　査　　役　井　上　哲　夫

監　　査　　役　川　村　文　彦

http://www.copal-electronics.com/

毎年3月31日

毎年6月

定時株主総会についての基準日は毎年3月31日

といたします。その他必要あるときは、あらか

じめ公告して定めます。

利益配当金　3月31日

中間配当金　9月30日

大阪市中央区北浜四丁目5番33号

住友信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目4番4号

住友信託銀行株式会社　証券代行部

〒183-8701

東京都府中市日鋼町1番10

住友信託銀行株式会社　証券代行部

（住所変更等用紙のご請求） 0120-175-417

（その他ご照会） 0120-176-417

住友信託銀行株式会社　全国本支店

大和証券株式会社　　　全国本支店

日本証券代行株式会社　全国本支店

100株

電子公告により行う。

ただし、電子公告によることができない事故

その他やむを得ない事由が生じたときは、日

本経済新聞に掲載して行う。

http://www.copal-electronics.com




