
株主 
通信 

第40期 事 業 の ご 報 告 
2006年4月1日～2007年3月31日 



1

TOP MESSAGE

代表取締役社長

株主の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げ

ます。

ここに第40期（2006年４月１日から2007年３月31日）の事業概況をご報

告申し上げます。

当期における経営環境を概観してみますと、わが国の経済は、好調な輸

出と設備投資の増加により、個人消費への波及は緩やかでありましたが、

安定的な景気回復局面が持続しました。一方、海外に目を転じますと、米

国で懸念されていた住宅投資の減少による景気減速は軽微なものにとどま

り、中国経済も引き続き好調に推移しました。

こうした状況の下、当社グループは、主要な市場である情報通信機器、

各種産業用機器、半導体製造装置業界等が好調に推移したため、電子回路

部品部門、圧力センサ部門及び商品部門の販売を順調に拡大させることが

できました。特に電子回路部品部門の売上高については、新規に連結子会

社となった㈱フジソクの寄与もあり、大幅な前期比増加となりました。一

方、アクチュエータ部門の販売は、遊技機器市場におけるモータ販売の減

少により低調に推移し、前期比減少となりました。生産面では、中国製造

子会社の第２工場棟が稼動し、製造コストや物流費の削減等、一層のコス

トダウンに向けての施策を展開しました。また、研究開発面では、佐野事

業所内に建設を進めておりました開発技術センターが2007年２月に竣工

し、新製品開発を強力に推進する基盤が整いました。

当期は、中国生産拠点の増設、M&A、開発技術センターの竣工など、

成長に向け、その礎を築いてまいりました。今後、これらの事業インフラ

投資をもとに新規事業の創造や新製品の開発に結びつけ、大きな飛躍に向

けて邁進していく所存であります。

株主の皆様におかれましては、今後ともより一層のご支援ご鞭撻を賜り

ますよう、お願い申し上げます。

2007年６月

日本電産コパル電子株式会社

は せ が わ みのる
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業績報告

業績の推移

売上高の推移（連結）
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１株当たり当期純利益/株主資本利益率（ROE）の推移（連結）
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営業利益/売上高営業利益率の推移（連結）
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営業利益率 

経常利益 
当期純利益 
経常利益率 

1株当たり当期純利益 

ROE

科　　　目
2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期

連　結（前年同期比） 単　独（前年同期比） 連　結（前年同期比） 単　独（前年同期比） 連　結（前年同期比） 単　独（前年同期比）

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）

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）

26,759百万円（18.4%増）

3,473百万円（ 4.3%減）

3,520百万円（ 6.6%減）

2,280百万円（10.9%減）

22,982百万円（ 5.5%増）

2,687百万円（ 8.9%減）

2,804百万円（13.9%減）

1,721百万円（20.0%減）

売　上　高

営 業 利 益

経 常 利 益

当期純利益

＊2005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
を行っております。

23,865百万円（22.8%増）

4,254百万円（56.8%増）

4,185百万円（61.5%増）

2,760百万円（96.8%増）

23,008百万円（22.8%増）

3,583百万円（41.9%増）

3,500百万円（40.1%増）

2,164百万円（60.0%増）



事業紹介
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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、電子回路基盤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。主な供給先の通信機器、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。

今期は、情報通信機器・光通信および通信インフラ市場

への着実な浸透を図るとともに、回路保護部品など新製

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。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、圧倒的な市場シェアを確保しています。

今期は、需要の伸びはあったものの、収益は主要市場にお

ける価格競争激化の影響を受けております。

回転型サーフェイスマウントトリマ
ST-2

小型空気動圧ポリゴンレーザスキャナ
PTC25

小型精密モータは主に遊技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。

品・新シリーズ品の市場投入を行い、着実な成果を上げました。

また、㈱フジソクを連結子会社化することにより、次なる成

長に向けて、大きな足がかりを作ることができました。
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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す。

当社では、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

優れていることが挙げられます。また、半導体製造装置、

空圧装置、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。

今期は、当部門の主要な取引先である半導体製造装置業

界が、半導体メーカーの積極的な設備投資に支えられ、好

調に推移するとともに、前期に引き続き医療機器、油圧機

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

クを通じて吸い上げたユーザニーズを反映した製品企画に

基づき、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。

今期は、グループ企業との新製品共同開発や新市場への

拡販が功を奏し、建設機械業界、ATM関連での需要が増

加したため、着実に成果を上げることができました。

43.3%

12.6%
29.7%

14.4%
電子回路部品 
11,574百万円 
（53.1%増） 

圧力センサ 
　3,379百万円 
（22.5%増） 

商品 
3,857百万円 
（4.3%増） 

アクチュエータ 
7,947百万円 
（7.4%減） 

部門別売上高構成比（連結）

ブラシレスDCファン
F410U

アンプ内蔵型圧力トランスジューサ
PA-853

※（ ）内は前年同期比

器、計測機器業界への拡販にも注力し、成果を上げること

ができました。また、今後の高度な市場ニーズへの対応を

図るため、高品質・高付加価値製品の開発を継続的に推し

進め、新製品の比率を高める施策を推進しております。

今後も、市場のトレンドを踏まえ、積極的な製品開発を

進めてまいります。



スイッチ事業の基盤強化

昨年11月、友好的M＆Aにより㈱フジソクを当社のグル

ープ企業として迎えることにより、スイッチ製品の品揃え

が大きく広がりました。現在、同社の主力製品である操作

用スイッチの高収益化に向けての各種施策を展開しており

ます。その具体的な施策として、物流の見直し、拠点の統

廃合さらに外部委託品の内部への取り込み等を強力に推進

しており、その一環として、既に当社の中国工場での生産

も開始しております。これにより、社内への製品技術の蓄

積と品質体制の構築が可能になるとともに、当社の販売ネ

回路保護用部品の拡充、強化

回路部品における主軸製品であるトリマ、スイッチに加

え、新たに、回路保護用部品として、2005年10月より自己

復帰型プロテクタ（P.R.C.P.（ポリマー・リセッタブル・サ

ーキット・プロテクタ））の販売を開始していますが、昨年

末、さらなる回路保護用部品強化の一環として、電源機器

の一次側用タイムラグ型サブミニュチュアヒューズ及び二

次側用速断型プロテクタの販売を開始しました。

本製品は、優れたコストパフォーマンスと溶接によるエ

レメント接合設計等の高信頼性が大きな特徴で、特にプロ

テクタは、プリンタ、画像機器、オーディオ機器等に普及

が進み、今後は他の分野でも大きな需要が期待できます。

また、ヒューズに関しては、一次側保護用として、電源、

AV機器、照明機器等の幅広い分野に需要が見込めます。

回路保護用部品については、新たな成長分野として位置づ

け、拡充、強化を強力に進めてまいります。

トピックス
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～事業成長へのチャレンジ～

ットワークを有効に活用することにより、早期に高収益体

制の実現を図ってまいります。

操作用スイッチ製品群

ポリマー・リセッタブル・サーキット・プロテクタ
P.R.C.P.

サブミニチュアヒューズSPTシリーズ／低抵抗高性能プロテクタSMPシリーズ



小型・軽量空圧用センサモジュール　P－1500

本製品は、一般気体用（空気、窒素等の非腐食性ガス）

の圧力検知に使用するセンサモジュールで、素子に拡散形

半導体圧力センサを採用したことに特徴があります。従来

品に比較して、外形寸法（幅7.5mm×長さ14mm×厚さ

4.2mm）、質量（約0.5g）とも、約半分程度の小型・軽量化

を実現しました。取り付けは回路基板に直接半田付けする

タイプで、圧力導入は横向きポートから印加します。主な

用途は、空圧装置、FA機器、計測機器、医療機器、一般産

業機器の分野での幅広いアプリケーションが見込まれ、ま

た本製品の特徴である小型・軽量、優れた電気的特性から、

従来の用途に加え、新たなニーズの掘り起こしが期待でき

ます。シリーズ製品として、圧力導入ポート上向きタイプ

も現在開発中で、2タイプ同時の発売を予定しております。

高静圧、高風量の実現が医療機器への搭載を可能に
ターボブロアファン　TF037シリーズ

6

～新製品紹介～

当社の得意とする空気動圧軸受けを採用しているPTC30

シリーズ（用途：プリンタ等）およびPC20シリーズ（用

途：リアプロジェクションTV等）に加え、昨年４月、同

じ軸受けを採用したターボブロアファンTF050シリーズを

リリースしました。

当社のターボファンは、空気動圧軸受け構造が作り出す

長寿命、高速回転により、小型で高静圧かつ高風量という

相反する特性を、高いレベルで同時に実現しました。そし

て、更なる小型化・高静圧に取り組み、新たにTF037シリ

ーズを10月にリリースする予定です。

この製品は、医療機器関係をターゲットに、睡眠時無呼

吸症候群補助機の重要なユニットとしての使用が予定され

ています。無呼吸症候群は、世界的にも大きな問題となっ

ており、その対策が急がれていますが、このTF037の投入

により、補助機の大幅な機能アップが期待されています。

圧力導入ポート上向きタイプ
（開発中）

空圧用センサ
P-1500

ターボブロアファン
TF037



連結財務諸表
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連結貸借対照表 （単位：百万円）

科　　目 金　　額

（ 資 産 の 部 ）

流動資産 20,171

現金及び預金 4,372

受取手形及び売掛金 9,836

たな卸資産 4,999

繰延税金資産 371

その他 604

貸倒引当金 △12

固定資産 14,171

有形固定資産 9,223

建物及び構築物 3,803

機械装置及び運搬具 2,865

工具、器具及び備品 864

土　地 1,599

建設仮勘定 90

無形固定資産 2,399

投資その他の資産 2,548

投資有価証券 1,119

長期性預金 500

繰延税金資産 454

その他 485

貸倒引当金 △12

資産合計 34,343

売上高 26,759

売上原価 18,330

売上総利益 8,428

販売費及び一般管理費 4,955

営業利益 3,473

営業外収益 148

営業外費用 100

経常利益 3,520

特別利益 22

特別損失 27

税金等調整前当期純利益 3,516

法人税、住民税及び事業税 1,345

法人税等調整額 △118

少数株主利益 8

当期純利益 2,280

科　　目 金　　額 科　　目 金　　額

連結キャッシュ・フローの推移 （単位：百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,649 3,217 △431

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,706 △2,677 △971

フリーキャッシュ・フロー 1,942 539 △1,403

財務活動によるキャッシュ・フロー △760 △2,937 △2,176

現金及び現金同等物の期末残高 6,382 4,009 △2,372

科　　目 2006年3月 2007年3月 増減金額

連結損益計算書 （単位：百万円）

（ 負 債 の 部 ）

流動負債 11,736

支払手形及び買掛金 5,849

短期借入金 2,000

未払金 1,991

未払法人税等 726

未払費用 350

賞与引当金 610

その他 207

固定負債 1,862

退職給付引当金 1,582

その他 280

負債合計 13,599

（ 純 資 産 の 部 ）

株主資本 20,186

資　本　金 2,362

資本剰余金 2,263

利益剰余金 15,598

自 己 株 式 △37

評価・換算差額等 529

その他有価証券評価差額金 252

為替換算調整勘定 276

少数株主持分 27

純資産合計 20,744
負債純資産合計 34,343
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株主資本 評価・換算差額等 

資本金 資本剰余金 株主資本合計 利益剰余金 
その他 
有価証券 
評価差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 

純資産 
合計 自己株式 

前期末残高 

剰余金の配当 

役員賞与 

当期純利益 

当期変動額合計 

株主資本以外の項目の 
当期変動額（純額） 

当期末残高 

2,362,050 

 

 

 

 

 
     

2,362,050

－ 

2,263,488 

 

 

 

 

 

2,263,488

－ 

14,205,377 

 

△795,628 

△92,250 

2,280,856

15,598,355

1,392,978

△37,074 

 

 

 

 

 

△37,074

－ 

18,793,840 

 

△795,628 

△92,250 

2,280,856 

 

20,186,818

1,392,978

568,059 

 

 

 

 

△315,312

252,746

△315,312

141,992 

 

 

 

 

134,449

276,442

134,449

710,051 

 

 

 

 

△180,863

529,188

△180,863

20,175 

 

 

 

 

7,823

27,999

7,823

19,524,068 

 

△795,628 

△92,250 

2,280,856 

△173,039

20,744,007

1,219,938

当期変動額 

連結株主資本等変動計算書 （単位：千円）

連結株主資本等変動計算書について

2006年５月１日施行の会社法により、「連結剰余金計算書」が廃止され、「連結株主資本等変動計算書」が新設されました。これは、連結貸借対

照表の純資産の部の中で、主として株主の皆様に帰属する株主資本について、その１会計期間における変動事由と変動額を、連結ベースでご報

告するために作成する計算書類です。

総資産/純資産/株主資本比率の推移（連結）
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設備投資/減価償却費/研究開発費の推移（連結）
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単独貸借対照表 （単位：百万円）

（ 資 産 の 部 ）

流動資産 15,038

現金及び預金 2,618

受取手形及び売掛金 8,360

たな卸資産 2,734

その他 1,327

貸倒引当金 △1

固定資産 12,729

有形固定資産 5,323

建　物 2,387

機械及び装置 1,140

土　地 1,083

その他 712

無形固定資産 489

投資その他の資産 6,916

投資有価証券 1,969

出資金 1,600

長期貸付金 2,046

その他 1,311

貸倒引当金 △11

資産合計 27,768

科　　目 金　　額 科　　目 金　　額

（ 負 債 の 部 ）

流動負債 7,929

買掛金 4,593

未払金 1,864

未払法人税等 661

賞与引当金 493

役員賞与引当金 80

その他 236

固定負債 1,421

退職給付引当金 1,277

その他 143

負債合計 9,350

（ 純 資 産 の 部 ）

株主資本 18,171

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 13,583

利益準備金 347

その他利益剰余金 13,236

自 己 株 式 △37

評価・換算差額等 245

その他有価証券評価差額金 245

純資産合計 18,417
負債純資産合計 27,768

科　　目 金　　額

売上高 22,982

売上原価 16,822

売上総利益 6,159

販売費及び一般管理費 3,471

営業利益 2,687

営業外収益 158

営業外費用 42

経常利益 2,804

特別利益 22

特別損失 16

税引前当期純利益 2,810

法人税、住民税及び事業税 1,197

法人税等調整額 △108

当期純利益 1,721

単独損益計算書 （単位：百万円）

お知らせ

シンガポール現地法人設立について

シンガポールにおける事業強化のため、現地法人NIDEC

COPAL ELECTRONICS SINGAPORE PTE. LTD.を設立し、

2007年４月から業務を開始いたしました。シンガポールには

1996年に支店を設立し、営業活動を行っておりましたが、今後

は東南アジアの販売拠点として更なる拡大を目指し、東南アジ

アのみならず、インド市場も展望した販売基盤の構築を目指し

てまいります。

表紙写真について

表紙写真は、2007年２月に完成した開発技術センターです。

同センターは、当社研究開発の重要な拠点として、独自性の

ある新製品の開発を強力に推進します。
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会社概要

会社概要（2007年 6月13日）

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

事 業 所

国 内 営 業 所

海 外 拠 点

役 員

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

1,675名

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　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

韓国 

台湾 

シンガポール 

アメリカ 

ドイツ 

中国 

江蘇省  Jiangsu

蘇州
Suzhou

太湖
Taihu Lake

杭州
Hangzhou

浙江省  Zhejiang

上海市
Shanghai

NIDEC COPAL ELECTRONICS（ZHEJIANG）CO., LTD.

NIDEC COPAL ELECTRONICS（SHANGHAI）CO., LTD.

HANGZHOU COPAL ELECTRONICS CO., LTD.

販売会社 
海外生産子会社 
海外合弁会社 
支店事務所 

田尻事業所（宮城県） 

本社（東京都） 

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） 

本社 
事業所 
営業所 

入間事業所（埼玉県） 佐野事業所（栃木県） 

北関東営業所（埼玉県入間市） 

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） 
東北営業所（宮城県仙台市） 

国内製造・販売ネットワーク

海外製造・販売ネットワーク

製造・販売ネットワーク



〒160-0023　東京都新宿区西新宿七丁目5番25号 

TEL 03-3364-7071（代）　FAX 03-3364-7091 

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

株主メモ

事 業 年 度

定 時 株 主 総 会

基 準 日

剰余金受領確定日

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

毎年4月1日から翌年3月31日まで

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。

期末配当金　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

このパンフレットは、地球環境への負荷を低減させるために 
古紙100％再生紙と大豆インクを使用しています。 


