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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（平成17年４月１日～平成18年
３月31日）の事業概況をご報告申し上げます。
第39期を取り巻く経営環境を概観してみますと、
長期化している原油、原材料の高騰等、経済に影響を
与える懸念材料はあったものの、企業収益は改善し、
個人消費が増加するなど、わが国経済は引き続き回
復・拡大基調が続くものと思われます。こうした状況
下、当社は、継続して技術力の向上に努めるとともに、
付加価値を重視したマーケティングの強化継続と新製
品開発・事業化を推進し、収益力の強化を図ってまい
りました。
新製品開発面では、今年中の完成を目標に、佐野事
業所内に開発センターの建設を進めており、完成の暁
には、開発体制の大幅な強化が実現でき、開発のスピ
ードアップと独自性をもった製品の開発に大きく寄与
できるものと期待しております。また、当社グループ
の主力工場であります中国の生産子会社では、本年４
月に第２工場棟が完成し、これにより製造コストや物
流費・材料費の削減、生産リードタイムの短縮、在庫
の削減等一層のコストダウンに向けての生産体制が整
い、強力な収益基盤の構築が可能となると考えており
ます。
今後も、マーケティング重視の方針のもと、全社一
丸となって、付加価値戦略を強力に推し進め、さらな
る成長の実現に向けて、努力してまいる所存でありま
す。

平成18年６月

代表取締役社長

当期の業績

売上高の推移（連結）

科　目
売 上 高
営 業 利 益
経 常 利 益
当期純利益

連　結（前期比）
22,599百万円（ 5.3%減）
3,628百万円（14.7%減）
3,768百万円（10.0%減）
2,560百万円（ 7.2%減）

単　独（前期比）
21,793百万円（ 5.3%減）
2,948百万円（17.7%減）
3,256百万円（ 7.0%減）
2,152百万円（ 0.5%減）
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※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、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、完全密閉構造により環境特性が
優れていることが大きな特徴です。
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、カドミウムフリーといった環境対応にも取
り組み、市場から高い評価をいただいています。
さらに、2004年度から販売を開始した半導体型デジタルポテ

ンショメータは、従来品に比べ信頼性の高い不揮発性メモリを
搭載しながらコストが低減できたことで、画像機器、通信機器
および計測機器等幅広い分野に需要が広がっています。

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、医療機器分野と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も注力し、市場に
供給しております。

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通じて、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より構成される
光偏向器で、主にレーザプリンタ、
複写機、画像出力装置等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一貫生産し、優れた加工技術、制御技術
により生み出される高精度・高品質は、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、静音性を備えているこ
とから、レーザプリンタ市場において高い評価を得ています。
また、新しく開発された空気動圧ターボファンは、空気動圧技
術にコアレスブラシレス技術を応用して、長寿命、高回転、静
音性、省電力を実現し、送風用途、冷却用途として今後の販売
拡大が期待できます。
また、ポリゴンミラー単体についても販売しており、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、ユーザより高い信頼を
いただいています。

感温型アッテネータ/
E-TA3216シリーズ

空気動圧ターボファン/
TF0487

液圧差圧センサ/
PA-838-D

ポテンショメータ/
MC1003
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●超小型表面実装型多回転トリマ「SM-31シリーズ｣

2005年11月から販売を開始した

SM-31シリーズは、密閉・表面実

装タイプの超小型多回転トリマで

す。業界初の５回転タイプの採用

により、「微細調整でかつ簡単に

調整できる可変抵抗を」という市

場ニーズに応え、微細調整と簡易調整の融合を実現していま

す。

この製品は、通信端末機器、エンコーダ・モータ、光電セ

ンサ等の小型制御機器における電流・電圧の微細調整が必要

な回路等で使用されます。

●小型・薄型スライドスイッチ「CUSシリーズ」、「CSSシリーズ」

2005年11月、RoHS指令（鉛およ

びカドミウムフリー）に対応した

小型・薄型スライドスイッチ

「CUSシリーズ」、「CSSシリーズ」

の販売を開始しました。

両シリーズは、携帯機器のさら

なる軽薄短小化に対応するため、

従来の「CMSシリーズ」（高さ

3.5mm）を大幅に短小化し、実装高

さ1.4mm（CUSシリーズ）と２mm

（CSSシリーズ）を実現した小型・

薄型スライドスイッチです。

用途として、携帯オーディオプレーヤー、携帯情報機器、

カメラ一体型VTRの機能設定切替に使用されます。

●新たな素子を使用した大気圧確認用真空スイッチ「PS91シリーズ」

本製品は、半導体・液晶製造装

置の真空プロセスで使用される大

気圧確認用の電子式真空スイッチ

として開発されました。感圧素子

としては、半導体型薄膜素子を採

用し、高真空での連続使用が可能

となります。

半導体・液晶・有機EL製造装置の真空室の大気圧確認、真

空ポンプの切替圧検知に使用されることが見込まれています。

●小型圧力トランスジューサ「PA-853シリーズ｣

近年、半導体・液晶製造装置、

一般産業機器においては、装置自

体の小型化が要求され、内部に使

用される部品についても、当然の

こと、小型化が要求されています。

本製品は、このような要求に基づ

き、従来製品の性能を保持しつつ、

本体部直径20mm、長さ60mm、質

量140gという小型、軽量化を実現しました。また、ハウジン

グも含めすべてをステンレス化し、高い耐環境性を実現して

おります。

主な市場としては、半導体・液晶製造装置、一般産業機器、

計測機器、医療および分析装置などがあります。
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事業成長へのチャレンジ

佐野事業所内に開発センター棟を建設　開発体制強化へ

新製品紹介

SM-31シリーズ

PA-853シリーズ

完成予想図

CUSシリーズ

CSSシリーズ

PS91シリーズ

2005年10月、組織改革を行い、新たに事業本部制を導入

しました。事業本部制導入の目的は、従来の事業の枠組み

にとらわれることなく新規事業の開発に注力し新事業ドメ

インを増やすことにあり、その中核を担うのが新たに設置

した電子デバイス開発センターおよびメカトロ開発センタ

ーです。こうした組織体制の強化とともに本年中の完成を

目標に、佐野事業所内に最新鋭の研究設備を設置した開発

センター棟の建設を進めております。
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事業成長へのチャレンジ コーポレート・ガバナンスの強化

海外生産子会社　第二工場棟竣工

中国におけるマーケットの更なる拡大を見込み建設を進
めておりました中国製造子会社（日本電産科宝電子（浙江）
有限公司）の第二工場棟が４月に完成しました。総床面積
18,000㎡、単一工場棟としては、当社創業以来最大の工場棟
となります。現在、スキャナモータ、ポリゴンミラー、カ
ラーホイールモータ等の生産を行っておりますが、これら
の製品の需要拡大への対応、部品内製化への取組み、さら
に今後国内から移管する製品の生産対応を目的としており、
これによりさらなる収益基盤の強化を図ってまいります。

●コンプライアンス活動

当社は、コンプライアンスに関する具体的な取り組みと
して、「コンプライアンスマニュアル」を2005年３月に制
定し、ビジネス活動の中で役職員が遵守すべき行動指針を
定めております。また、企業倫理や法令に違反する行為が
発見された場合に、速やかに相談をする社内窓口として
「ホットライン」（内部通報制度）を設置しております。ホ
ットラインの運用のために、「内部相談・報告運用マニュ
アル」を整備し、内部相談・報告に対しては適宜適切な対
応を行うとともに相談・報告者の保護の徹底を図る体制を
築いています。
コンプライアンス活動を推進する組織としては、代表取

締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置
し、コンプライアンスの方針や施策の決定を行うとともに
活動状況が常に把握できる体制としております。
さらに、当社で働くすべての役職員に対して、啓蒙小冊

子「役職員の行動指針と内部通報制度について」を配布し、
コンプライアンス意識の向上に努めております。

●リスク管理活動

当社のリスク管理活動は、企業活動の障害となるリスク
を想定し、事象の発生を未然に防止するとともにリスク発
生時には適切な対応を行い、会社および社会に対する有
形・無形の損害を最小限に止めることを目的としておりま
す。2005年３月に「リスク管理規程」を制定するとともに、
具体的な活動を規定した「リスク管理マニュアル」も作成
し、これに基づき全社を挙げて組織的な活動を展開してお
ります。
リスク管理を推進する組織としては、代表取締役社長を

委員長とするリスク管理委員会を設置し、リスク管理方針、
施策の決定等を行うとともに、リスク管理活動についての
内部監査報告を受け、リスク管理の適切性、改善の効果性
についてマネジメントレビューを実施し、実効性のあるリ
スク管理活動を展開しております。

内部統制システムの構築

当社は、経営統制と会計統制に係わる管理強化のため、
2005年３月に内部統制の指針となるポリシー・マニュアル
を制定し、経営理念・経営組織・経営計画・人事方針・決
裁権限・リスク管理・コンプライアンス・情報と社内外コ
ミュニケーション等の企業経営の根幹に関わる事項を明確
にいたしました。また、企業活動における業務プロセスや
リスク事項の統制手続きを評価・測定するためのプロセス
統制マニュアルを作成し、これに基づき、2005年４月より
定期的な自己監査と内部監査室による監査体制を整備し、
適切な業務執行と継続的な業務プロセスの改善を通じて、
内部統制の強化を図っております。

日本電産科宝電子（浙江）有限公司（後方の建物が第二工場棟）

コーポレート・ガバナンス体制　模式図

会計監査人� 取締役会�

経営会議�

リスク管理委員会�
コンプライアンス委員会�

代表取締役社長�
監
査�

連
携�

連携�

連携�
内部監査�

内部監査室�

各事業部門�

監査役会�

株　主　総　会�
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連結財務諸表

連結貸借対照表 （単位：百万円）

資産合計 26,592

科　　目 金　額

資本合計 19,503

連結損益計算書 （単位：百万円）

連結剰余金計算書 （単位：百万円）

負債合計 7,068

少数株主持分 20
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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負債、少数株主持分及び資本合計 26,592

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 2,560

当 期 純 利 益 2,560

利益剰余金減少高 745

配　　当　　金 662

役　員　賞　与 82

（うち監査役賞与） （4）

利益剰余金期末残高 14,205

（ 資 本 の 部 ）

資　本　金 2,362

資本剰余金 2,263

利益剰余金 14,205

その他有価証券評価差額金 568

為替換算調整勘定 141

自 己 株 式 △37

（ 資 産 の 部 ）

流動資産 17,427

現金及び預金 6,386

受取手形及び売掛金 7,687

たな卸資産 2,814

繰延税金資産 294

その他 257

貸倒引当金 △14

固定資産 9,164

有形固定資産 6,364

建物及び構築物 1,506

機械装置及び運搬具 2,552

工具、器具及び備品 675

土　地 1,083

建設仮勘定 546

無形固定資産 351

投資その他の資産 2,448

投資有価証券 1,378

長期性預金 500

繰延税金資産 190

その他 392

貸倒引当金 △14

（ 負 債 の 部 ）

流動負債 5,723

買掛金 3,372

未払金 1,092

未払法人税等 446

未払費用 227

賞与引当金 488

その他 96

固定負債 1,344

退職給付引当金 1,168

その他 175

（ 少 数 株 主 持 分 ）

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,273 3,649 1,375

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,065 △1,706 358

フリーキャッシュ・フロー 208 1,942 1,733

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,079 △760 319

現金及び現金同等物の期末残高 5,140 6,382 1,241

売上高 22,599

売上原価 15,199

売上総利益 7,400

販売費及び一般管理費 3,772

営業利益 3,628

営業外収益 230

営業外費用 90

経常利益 3,768

特別利益 57

特別損失 19

税金等調整前当期純利益 3,807

法人税、住民税及び事業税 1,218

法人税等調整額 19

少数株主利益 8

当期純利益 2,560

科　　目 金　額

科　　目 2005年3月 2006年3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�
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単独財務諸表

お 知 ら せ

電子公告URL変更のお知らせ
2006年１月、電子公告のURLを下記のとおり変更しま
した。
変更前　http://www.copal-electronics.com
変更後　http://www.nidec-copal-electronics.com

台湾事務所設立のお知らせ
2005年11月、台湾でのビジネス拡大を目的に、台湾駐
在員事務所を設立いたしました。

利益処分 （単位：百万円）

当期未処分利益 3,521

特別償却準備金取崩額 11

計 3,532

これを次のとおり処分いたします。

株主配当金 397

１株につき6円

役員賞与金 87

（うち監査役賞与） （6）

別途積立金 1,500

計 1,985

次期繰越利益 1,546

科　　目 金　額

中間配当金を含めた当期の配当金は、１株につき11円となっています。

単独貸借対照表 （単位：百万円）

資産合計 25,036

科　　目 金　額

資本合計 17,899

単独損益計算書 （単位：百万円）

負債合計 7,137

負債及び資本合計 25,036

（ 資 産 の 部 ）

流動資産 16,547

現金及び預金 5,031

受取手形及び売掛金 7,675

たな卸資産 2,493

繰延税金資産 267

その他 1,079

貸倒引当金 △0

固定資産 8,488

有形固定資産 4,081

建物及び構築物 1,085

機械装置及び運搬具 1,210

工具、器具及び備品 626

土　地 1,083

その他 75

無形固定資産 338

投資その他の資産 4,069

投資有価証券 1,370

関係会社出資金 1,589

長期性預金 500

繰延税金資産 188

その他 434

貸倒引当金 △14

（ 負 債 の 部 ）

流動負債 5,811

買掛金 3,688

未払金 1,004

未払費用 193

未払法人税等 395

賞与引当金 449

その他 80

固定負債 1,326

退職給付引当金 1,167

その他 158

（ 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 12,745

利益準備金 347

任意積立金 8,876

当期未処分利益 3,521

その他有価証券評価差額金 565

自 己 株 式 △37

売上高 21,793
売上原価 15,802
売上総利益 5,991
販売費及び一般管理費 3,042
営業利益 2,948
営業外収益 393
営業外費用 85
経常利益 3,256
特別利益 57
特別損失 18
税引前当期純利益 3,295
法人税、住民税及び事業税 1,115
法人税等調整額 27
当期純利益 2,152
前期繰越利益 1,699
中間配当額 331
当期未処分利益 3,521

科　　目 金　額 科　　目 金　額

●

●
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会社概要 株主メモ

会社概要（平成18年6月14日現在） 株主メモ

商 号

本 社

証 券 取 引 所

設 立

資 本 金

代表取締役社長

従業員数（連結）

事 業 所

国 内 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

株主名簿管理人

同事務取扱所

（郵便物送付先）

（電話照会先）

同 取 次 所

単 元 株 式 数

公 告 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

東京証券取引所　市場第一部
（証券コード6883）

昭和42年4月1日

23億6,205万円

長谷川　實

1,425名（平成18年3月末現在）

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、台湾

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　森　田　英　夫

取　　締　　役　菊　池　　　詳

取　　締　　役　布　施　寿　夫

取　　締　　役　鳥　山　泰　靖

常 勤 監 査 役　尾　関　博　之

常 勤 監 査 役　佐々木　英　明

監　　査　　役　井　上　哲　夫

監　　査　　役　川　村　文　彦

監　　査　　役　中　津　晴　弘

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

毎年3月31日

毎年6月

定時株主総会については毎年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

電子公告とします。

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います。

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

�
�

※表紙写真の説明

高周波対応のDIPスライドスイッチ「CRFS」シリーズです。


