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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）�a 0120-175-417
（その他ご照会）� a 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



業績報告 

中間期の業績の推移

売上高の推移（連結）

100

200

400

300

（億円）

2007年度2005年度

116

225

2006年度

122

267

163

320

0

（見込み）

通期

中間 営業利益/売上高営業利益率の推移（連結）

0

5

10

15

20

1,000

2,000

3,000

4,000

（百万円） （％）

2007年度2005年度

3,628

2,080

2006年度

16.1

3,473

2,024
1,772

13.0

0

（見込み）3,800

11.9

通期
中間
営業利益率（通期）

経常利益/売上高経常利益率の推移（連結）

2,000

1,000

3,000

4,000

0

5

10

15

20

（％）（百万円）

2007年度2005年度

2,177

2006年度

2,083

3,520

1,745

0

（見込み）

16.7

13.2
11.9

3,8003,768

通期
中間
経常利益率（通期）

当期純利益/１株当たり当期純利益の推移（連結）

0

1,000

2,000

3,000

25

30

35

40

（円）（百万円）

2007年度2005年度

37.23

2,560

1,434

2006年度

2,280

1,320

2,300

1,074

（見込み）

34.40 34.69

通期
中間
1株当たり純利益（通期）

TOP MESSAGE

　株主の皆様方におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上
げます。
　ここに第41期中間（2007年４月１日から2007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、国内では原油価格や原
材料価格の高騰、年金問題への不安など、個人消費の減速や設備投資の後
退につながりかねない不安定な状況下にあります。
　また、海外でも、米国のサブプライムローンに関する問題が世界経済に
大きな影響を与えることが懸念されており、先行き不透明な情勢が依然と
して続いております。
　このような情勢の中、連結子会社を含む当社グループは、情報通信機
器、各種産業用機器、遊技機器関連等が比較的堅調に推移した結果、電子
回路部品部門、アクチュエータ部門の売上を伸ばすことができました。特
に、電子回路部品部門では、昨年から新しく連結子会社となった㈱フジソ
クの寄与もあり、売上高は、対前年同期に比べ大幅な増加を達成すること
ができました。また、現在㈱フジソクでは、フジソク再生プランを立て生
産面や物流面の合理化を徹底して進めていますが、プランが進展していく
につれて当社に対し利益面でも大きく貢献するものと考えております。
　当社は、中期経営計画に高成長路線を掲げ、中国生産拠点の増設、開発
技術センターの開設、M＆Aを行い、着々と成長路線の礎を築いてまいり
ました。今後、当社はこれらの施策を軸に更なる成長に向けて邁進してま
いる所存であります。
　株主の皆様方におかれましては、今後ともより一層のご支援ご鞭撻を賜
りますよう、宜しくお願い申し上げます。

2007年12月

代表取締役社長

日本電産コパル電子株式会社

は せ が わ みのる

科　　　目
2005年度 2006年度 2007年度

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）

売　上　高 11,611百万円（1.0%増） 11,278百万円（2.1%増） 12,203百万円（5.1%増）11,758百万円（  4.3%増）16,375百万円（34.2%増） 12,163百万円（3.4%増）

営 業 利 益 2,080百万円（0.0%増） 1,714百万円（3.0%減） 2,024百万円（2.7%減） 1,575百万円（  8.1%減） 1,772百万円（12.4%減） 1,466百万円（6.9%減）

経 常 利 益 2,177百万円（0.4%減） 1,881百万円（3.7%増） 2,083百万円（4.3%減） 1,652百万円（12.2%減） 1,745百万円（16.2%減） 1,496百万円（9.4%減）

中間純利益 1,434百万円（2.1%増） 1,185百万円（8.9%増） 1,320百万円（8.0%減） 987百万円（16.7%減） 1,074百万円（18.6%減） 946百万円（4.2%減）
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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。

アクチュエータ部門 

※数値は2008年3月期中間期のものです。

カーナビゲーション

アミューズメント機器

圧力センサモータ 
19.1%

トリマ
13.7%

ＦＡＸスイッチ 
36.2%

エアコン

ファンモータ
自販機 医療機器

スキャナ
9.7%

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。

商品部門

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。

電子回路部品部門 

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。

圧力センサ部門

163.75億円

スイッチ

薄型テレビ

携帯電話

デジタルビデオカメラ

ポリゴンレーザスキャナ

トリマ

モータ

アクチュエータ
28.8%

電子回路部品
49.9%

商品
11.3%

圧力センサ
10.0%

プロジェクター

複写機

その他の用途
ＡＴＭ
ノートパソコン　等

その他の用途
検査装置
介護機器　等

その他の用途
半導体製造装置
排ガス装置
空圧機器　等

その他の用途
生活家電
エレベータ
カラオケ装置　等

その他の用途
通信機器
電源装置
PC周辺機器　等

事業紹介
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高周波デバイスで新市場へ

　当社最大の開発拠点として本年２月に完成し、稼動を開始し
た開発技術センターでは当社の次世代を担う基盤技術の研究と
新製品開発を進めています。今回は、その中で開発が進んでい
る高周波デバイスの開発をご紹介します。高周波デバイスは、
今後の高速、ユビキタス通信環境や高精彩マルチメディア関連
市場で大きな需要が期待されており、当社は、この分野で複数
の産学官研究プロジェクトに参加し、最先端の研究開発への取
り組みを開始しました。来年
度には、その第１弾として、
衛 星 放 送 信 号 切 替 用 の�
３ＧＨｚ対応スイッチの製品
化を予定しており、第２弾以
降についても各種高周波デバ
イスを製品化していく計画で
す。

事業成長へのチャレンジ

電子デバイス事業の展開

●低背型ピアノスイッチCYPシリーズ

　電子回路部品の主力事業であるスイッチの新製品として
低背型ピアノタイプのスイッチを開発しました。本製品は、
機器の小型化・薄型化の流れに伴うスイッチの薄型化要求
にいち早く対応したもので、実装高さ５㎜を実現しました。
また、材質はRoHS指令（※）に対応しており、構造面では
金メッキ・ツイン接点構造による高信頼性も合わせて実現
しています。
　この製品は小型化・薄型化の要求される情報通信、計測、
FA機器業界での使用が期待されています。
※�RoHS指令：EU（欧州連合）が2006年７月に施行した規制で、電子機
器への特定有害物質の含有を禁止するものです。

●ターボファンTF029シリーズ

　燃料電池や医療器など幅広い市場をターゲットに2005年
にリリースしたターボファンTF050A（空気動圧軸受を採
用）の後継機として、小型化・高出力を実現したTF037Bを
2008年１月に販売を開始し、来期には、さらなる小型化と
ローコストを追求し、民生用市場の開拓を狙ったTF029Ａ
の販売を予定しています。
　機能を高めた新製品を続々と市場投入することで、アク
チュエータ製品の柱のひとつとして、ターボファンのライ
ンアップを充実させてまいります。

●拡散形半導体圧力トランスジューサ Ｐ-8305

　10kPa（キロパスカル）という低い圧力を測定できるステ
ンレスダイアフラム方式の圧力センサを新たに開発しまし
た。接液部には、微圧を感知するため板厚が薄く、且つ腐
食性に強いSUS316L（ステンレス）をダイアフラムとして
採用することにより、これまで測定が難しかった低い圧力
を高精度に測定することを可能にしました。この圧力セン
サは、定格圧力レンジにて約１ｍの水位計測を実現し、半
導体製造装置、医療・分析装置、工作機械などでの使用が
期待されています。

新製品紹介

ピアノスイッチ（フルピッチ） CYP

操作型高周波スイッチ（開発中）

次世代センサ開発に向けて

　センサ事業は、産業用途を中心とした半導体製造装置市場、医
療機器市場、産業機器市場等へ半導体圧力センサを供給していま
す。ユーザーの高い要求に応えていくために、高機能・高性能・
高信頼性の製品品揃えを充実し、付加価値ある事業成長を目指し
ます。その一環として、開発技術センター内に完成したクリーン
ルームは、クラス100（※）のクリーン度を持つ施設で、これを
足がかりに、高精度な製品の開発のスピードアップを図り、市場
が要求する製品をタイムリーに供給してまいります。
　また、現在開発が進行している家庭用燃料電池や人工心臓ユニ
ット向け製品については、実証試験の段階に入っており、環境問
題や医療問題が注目される中、実用化後には大きな需要が見込ま
れています。

半導体製造装置

産業機器

医療・分析機器

高機能・高性能・
高信頼性に応える
製品開発

計測機器

空圧機器

操作用スイッチ事業の高収益化を目指して

　当社は、昨年11月、産業用スイッチメーカーの大手である㈱フ
ジソクを傘下に入れ、現在、急ピッチでFUJISOKU�Re-birth�Plan
（フジソク再生プラン）を進めております。
　生産面では、昨年から進めてきた当社の中国生産拠点での生産
に目途をつけ、一部生産を開始するとともに国内でも生産拠点の
集約やそれに伴う物流拠点の集約、さらに国内、海外の販売網に
ついても、㈱フジソクの販売網の強化や当社の持つ販売網、販売
力を十二分に活用する体制の構築を着々と進めております。
　こうした一連の施策により、大幅なコスト削減を実現し、操作
用スイッチ事業の高収益体質への転換を図ってまいります。

㈱フジソクの体制強化

照光式スイッチ製品群

レバー・ロッカースイッチ製品群

ターボファンTF029A

拡散形半導体圧力トランスジューサ P-8305

※�クラス100：１立方フィート当たりの空間に0.5ミクロン以上の
塵埃が100個以下であることを表します。

センサ事業の展開イメージ
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連結財務諸表

中間連結貸借対照表 （単位：百万円）

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

平成19年3月31日残高

剰余金の配当
中間純利益

中間連結会計期間中
の変動額合計

株主資本以外の項目の
中間連結会計期間中の
変動額（純額）

平成19年9月30日残高

中間連結会計期間中の変動額
2,362,050

△117,624 55,716 △61,908 3,456 △58,451

2,362,050

－

2,263,488

2,263,488

－

15,598,355

△397,814
1,074,946

16,275,487

677,131

△37,074

△37,074

－

20,186,818

△397,814
1,074,946

20,863,950

677,131

252,746

135,122

△117,624

276,442

332,158

55,716

529,188

467,280

△61,908

27,999

31,456

3,456

20,744,007

△397,814
1,074,946

21,362,687

618,680

中間連結株主資本等変動計算書  （単位：千円）

中間連結キャッシュ・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 2,135 945 △1,189

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,090 △1,053 37

フリーキャッシュ・フロー 1,044 △107 △1,152

財務活動によるキャッシュ・フロー △400 △400 △0

現金及び現金同等物の中間期末残高 7,030 3,560 △3,470

	 科　　目	 前中間期	 当中間期	 増減金額

総資産/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）

2006年度 2007年度
0

1,000
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3,000
（百万円）
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981 1,065

1,747

1,094

728 659 777

1,333

2,941

（見込み）
1,729（見込み）

1,502

（見込み）
1,632

総資産

株主資本比率
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

科　　目 金　　額
前中間期 当中間期

（ 資 産 の 部 ）
流動資産 19,439 20,659

現金及び預金 7,042 3,637
受取手形及び売掛金 8,590 11,104
たな卸資産 3,164 5,061
前払費用 72 88
未収入金 — 372
繰延税金資産 321 386
その他 258 19
貸倒引当金 △11 △10

固定資産 10,070 13,858
有形固定資産 7,288 9,232

建物及び構築物 2,058 3,737
機械装置及び運搬具 2,546 2,845
工具、器具及び備品 664 945
土地 1,083 1,599
建設仮勘定 937 104

無形固定資産 440 2,284
のれん — 1,562
その他 440 721

投資その他の資産 2,341 2,341
投資有価証券 1,142 846
長期貸付金 7 6
長期前払費用 11 5
繰延税金資産 307 527
長期性預金 500 500
その他 383 469
貸倒引当金 △11 △13

資産合計 29,510 34,517
（ 負 債 の 部 ）

流動負債 7,875 11,317
支払手形及び買掛金 4,693 6,261
短期借入金 — 2,000
未払金 1,522 1,338
未払法人税等 778 636
未払費用 242 343
賞与引当金 530 614
役員賞与引当金 45 —
その他 62 123

固定負債 1,373 1,837
退職給付引当金 1,223 1,556
繰延税金負債 0 113
その他 149 168

負債合計 9,248 13,154
（ 純 資 産 の 部 ）

株主資本 19,623 20,863
資本金 2,362 2,362
資本剰余金 2,263 2,263
利益剰余金 15,035 16,275
自己株式 △37 △37

評価・換算差額等 613 467
その他有価証券評価差額金 428 135
為替換算調整勘定 184 332

少数株主持分 24 31
純資産合計 20,261 21,362

負債純資産合計 29,510 34,517

 科　　目 金　　額

前中間期 当中間期

売上高 12,203 16,375

売上原価 8,067 11,623

売上総利益 4,136 4,752

販売費及び一般管理費 2,111 2,979

営業利益 2,024 1,772

営業外収益 74 58

営業外費用 14 85

経常利益 2,083 1,745

特別利益 — 11

特別損失 22 58

税金等調整前中間純利益 2,061 1,699

法人税、住民税及び事業税 781 642

法人税等調整額 △46 △22

少数株主利益 5 4

中間純利益 1,320 1,074

中間連結損益計算書 （単位：百万円）
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会社概要単独財務諸表

会社概要（2007年 9 月30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
1,677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

お知らせ

当社は、㈱フジソクとの間で、2007年８月31日を効力発生日とする
簡易株式交換を行いました。この結果、同社は当社の100％完全子
会社となりました。
詳細につきましては、当社ホームページをご覧ください。
http://www.nidec-copal-electronics.com/j/press/index.html

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

表紙写真について

表紙写真は拡散形半導体圧力トランスジューサP-8505（左）と
P-8305（右）です。P-8505は半導体製造装置、計測機器、医療
機器などに使用されております。P-8305はP-8505と同じ用途に
用いられ、より高精度のセンサ素子、構造設計を採用すること
で、低い圧力をより精密に測定することを可能にするなどの性
能アップを図っています。

製造・販売ネットワーク

 科　　目 金　　額

前中間期 当中間期

売上高 11,758 12,163

売上原価 8,486 8,881

売上総利益 3,272 3,281

販売費及び一般管理費 1,696 1,815

営業利益 1,575 1,466

営業外収益 92 83

営業外費用 16 53

経常利益 1,652 1,496

特別利益 — 1

特別損失 14 13

税引前中間純利益 1,637 1,484

法人税、住民税及び事業税 695 568

法人税等調整額 △44 △29

中間純利益 987 946

中間損益計算書 （単位：百万円）中間貸借対照表 （単位：百万円）

科　　目 金　　額

前中間期 当中間期
（ 資 産 の 部 ）

流動資産 18,375 15,617
現金及び預金 5,859 1,561
受取手形 2,081 1,984
売掛金 6,464 7,593
たな卸資産 2,785 2,939
その他 1,186 1,540
貸倒引当金 △1 △1

固定資産 9,202 12,597
有形固定資産 4,812 5,372

建物 997 2,217
機械及び装置 1,149 1,112
土地 1,083 1,083
その他 1,582 959

無形固定資産 428 573

投資その他の資産 3,961 6,651
投資有価証券 1,221 1,825
出資金 1,600 1,600
長期貸付金 — 1,875
その他 1,151 1,360
貸倒引当金 △11 △11

資産合計 27,578 28,214
（ 負 債 の 部 ）

流動負債 7,953 7,900
買掛金 4,985 5,330
未払金 1,494 1,233
未払法人税等 710 583
賞与引当金 479 505
役員賞与引当金 41 —
その他 241 247

固定負債 1,363 1,440
退職給付引当金 1,222 1,292
その他 140 147

負債合計 9,316 9,340
（ 純 資 産 の 部 ）

株主資本 17,834 18,720
資本金 2,362 2,362
資本剰余金 2,263 2,263

資本準備金 2,219 2,219
その他資本剰余金 44 44

利益剰余金 13,246 14,131
利益準備金 347 347
その他利益剰余金 12,899 13,784
　配当準備積立金 350 350
　特別償却準備金 15 1
　別途積立金 10,000 10,000
　繰越利益剰余金 2,533 3,433

自己株式 △37 △37
評価・換算差額等 426 153

その他有価証券評価差額金 426 153

純資産合計 18,261 18,874
負債純資産合計 27,578 28,214
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