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株主メモ

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

事 業 年 度 毎年4月1日から翌年3月31日まで

定 時 株 主 総 会 毎年6月

基 準 日 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。

剰 余 金 受 領 確 定 日 期末配当金　3月31日
中間配当金　9月30日

株 主 名 簿 管 理 人 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

同 事 務 取 扱 所 東京都中央区八重洲二丁目3番1号
住友信託銀行株式会社　証券代行部

（郵便物送付先） 〒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

（電話照会先） （住所変更等用紙のご請求）	 0120-175-417
（その他ご照会）	 0120-176-417

同 取 次 所 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

＊株券電子化後の株式に関するお届先およびご照会先について
　平成21年1月5日に株券電子化となります。その後のご住所の変更等のお
届出およびご照会は、株主様の口座のある証券会社宛にお願いいたします。
株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されていな
い株主様には、株主名簿管理人である上記の住友信託銀行株式会社に口座
（特別口座といいます。）を開設いたします。特別口座についてのご照会およ
び住所変更等のお届出は、上記の電話照会先にお願いいたします。

単 元 株 式 数 100株

＊株券電子化前後の単元未満株式の買取請求のお取扱いについて
　特別口座の単元未満株式をお持ちの株主様につきましては、株券電子化の
施行日（平成21年1月5日）から平成21年1月25日まで、受付を停止いた
します。また、平成20年12月25日から30日までに請求をいただいた場合
は、代金のお支払は平成21年1月26日以降となります。なお、既に「ほふ
り」を利用されている株主様につきましては上記取扱と異なりますので、お
取引の証券会社へお問い合わせください。

公 告 方 法 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。

電 子 公 告U R L http://www.nidec-copal-electronics.com
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業績の推移

売上高の推移（連結） 営業利益/売上高営業利益率の推移（連結）

経常利益/売上高経常利益率の推移（連結） 当期純利益/１株当たり当期純利益の推移（連結）

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42期第２四半期累計期間（2008年４月１日から2008年９月
30日のことで、以下、従来どおり「中間期」と称させていただきます。）
における経営環境を概観してみますと、サブプライムローン問題を発
端とする米国金融危機ならびに米国経済の悪化に加え、原油や原材料
価格の高騰など不安定な状況下にありました。

このような厳しい環境の中、当社グループにおいても、アクチュエ
ータ事業が積極的な拡販活動により前年同期を上回ったものの、半導
体市場の低迷、操作用スイッチ市場が縮小したことにより、当中間期
の売上高は、前年同期を下回る結果となりました。しかし、株式会社
フジソクの事業再生による収益改善が進展を見せ始めたこと、原価低
減活動の徹底ならびに販管費の削減により、営業利益、経常利益は前
年同期を上回り、引き続き高い水準の利益を確保することができまし
た。

この結果を踏まえ、株主の皆様の日頃のご支援にお応えするため、
当中間配当金は、前中間期より１円増配となる金７円とさせていただ
きました。

当期は、金融の不安や株価下落に伴う個人消費の減速、円高による
輸出企業の業績悪化など引き続き不透明な経営環境が継続するものと
思われます。

当社は、中期経営計画に掲げた高成長路線を強力に推進し、企業価
値向上に邁進してまいる所存であります。

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、宜しくお願い申し上げます。

2008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
2006年度 2007年度 200８年度

連　結（前年同期比） 連　結（前年同期比） 連　結（前年同期比）

売 上 高 12,203百万円（5.1%増） 16,375百万円（34.2%増） 15,667百万円（4.3%減）

営 業 利 益 2,024百万円（2.7%減） 1,772百万円（12.4%減） 1,887百万円（6.5%増）

経 常 利 益 2,083百万円（4.3%減） 1,745百万円（16.2%減） 1,870百万円（7.2%増）

中 間 純 利 益 1,320百万円（8.0%減） 1,074百万円（18.6%減） 1,063百万円（1.1%減）
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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。

当中間期は、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、着実に成果を挙げるこ
とができました。

電子回路部品部門

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。

当中間期も市場への取り組みを強化した結果、堅
調に推移しています。

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。

アクチュエータ部門

この部門のトリマ、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。主な供給先である通信機器、
情報機器、放送機器、電源機器、医療機器、光通信
機器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。

当中間期は、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
護部品など新製品・新シリーズ品の市場投入を行い、
着実な成果を挙げました。

圧力センサ部門

商品部門

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、電気信号に変換
するものです。当社では、半導体製造技術を駆使し
た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。

当中間期は、この部門の主要な取引先である半導
体製造装置業界の低迷により、前年同期比で減収と
なりましたが、堅調に推移している医療機器業界へ
の拡販に注力してまいります。

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。

ポテンショメータが使われています

パワーショベル

用途例

 事業紹介

放送機器

用途例

トリマポテンショメータや設定用スイッチが
　　　　　　　　　使われています

放送機材

レーザプリンタ
複合機

ポリゴン
レーザスキャナが
使われています

用途例

人工透析装置

体圧計

床ずれ予防に
圧力センサが使われて
います

圧力センサが使われて
います

用途例
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身近なところからCO2削減

京都議定書の発効やポスト京都への協調により国
際社会共通の課題となった地球温暖化防止につい
て、当社は、CO2排出量の削減を目指しています。
電機４団体の自主行動計画は、「2010年度に1990年
度比で実質生産高CO2原単位を35％改善」と定めら
れていますが、2007年度は、この長期目標を達成す
ることができました。今後、中期経営計画に掲げた
高成長路線を強力に推進する中で、避けては通れな
い問題と位置付け、クールビズやウォームビズの導
入など従業員の自らの工夫による身近で細かな低減
活動を積み重ねることで、引き続きCO2削減に積極
的に取り組んでまいる所存です。

地球温暖化防止への取り組み

最新の技術力・製品力をアピール

９月30日から10月４日まで、幕張メッセにて行わ
れ ま し た 最 先 端IT・ エ レ ク ト ロ ニ ク ス 総 合 展

「CEATEC JAPAN 2008」に例年通り出展いたしま
した。多数の方々にご来場いただき、当社の最新技
術をアピールする絶好の機会となりました。

また、12月３日から５日まで、幕張メッセで行わ
れます半導体製造装置・部品材料の総合イベント

「セミコン・ジャパン2008」にも出展することで、
製品を積極的にアピールしてまいります。

CEATEC JAPAN 2008 出展

営業・開発シナジー効果による収益強化

株式会社フジソクは、当社と連携を図ることで開
発シナジー効果を高め、次々と新製品を発売してま
いります。営業面でも地域営業拠点同士の連携を深
め、マーケティングベースの統合化を進め、お客様
に向いた活動を一層強化しております。

戦略製品として開発した全面照光プッシュボタン
スイッチは、スタジオの放送機器向けの操作用スイ
ッチで、ユーザニーズを反映し、操作感・クリック
感を作りこんだプロ仕様に仕上げております。また、
ハイ・インラッシュロッカースイッチは、突入電流
160Aに対応し、独自の低バウンジング機構を盛り込
み、ユーザニーズに対応した製品として開発を進め
ております。

フジソクの成長力強化

半導体圧力センサ PＡ-880

感温型アッテネータE-TA2012ハイ・インラッシュロッカースイッチ
開発イメージ図

会場風景

全面照光プッシュボタンスイッチ

家庭用燃料電池構成図

 事業成長へのチャレンジ  新製品紹介

半導体圧力センサPA-880

地球温暖化問題、環境問題等に対応するため、
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（統一名称：エネファーム）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の一員として、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PA-880の開発に成功しました。エネファームは、
水素と酸素の化学反応で電気を作る自家発電システ
ムで、CO２排出量が少なく、発電効率が高い上、発
電時に発生する廃熱も温水として無駄なく利用でき
る地球環境に優しいエネルギーとして大いに期待さ
れています。

家庭用燃料電池向け圧力センサの開発に成功
感温型アッテネータE-TA2012

回路部品事業部は、これまで進めてきた高周波部
品市場への参入をより確かなものとするため、感温
型アッテネータE-TAシリーズに、E-TA2012を追加
しました。

本製品は、自社開発した材料をもとに、これまで
蓄積した厚膜技術を駆使して積層化した結果、従来
品のE-TA3216より更に小型化することに成功しま
した。更に、設計段階から特性を最適化する解析ソ
フトを用いることで優れた減衰特性を実現していま
す。本製品は、携帯電話基地局や放送中継局、更に、
小型無線機器や計測機器など高速通信が要求される
分野での使用が見込まれています。

小型、高信頼性の高周波用チップ部品

積層化イメージ図
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9.5%

33.1%

11.6%

45.8%

商品
1,825百万円

アクチュエータ
5,184百万円

圧力センサ
　1,485百万円

電子回路部品
7,172百万円

部門別売上高構成比（連結）

 連結財務諸表

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 945 1,984 1,038

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,053 △609 444

フリーキャッシュ・フロー △107 1,375 1,482

財務活動によるキャッシュ・フロー △400 △468 △68

現金及び現金同等物の中間期末残高 3,560 4,891 1,331

科　　目 前中間期 当中間期 増減金額

中間連結損益計算書 （単位：百万円）

前中間期 当中間期

売上高 16,375 15,667

売上原価 11,623 10,860

売上総利益 4,752 4,807

販売費及び一般管理費 2,979 2,919

営業利益 1,772 1,887

営業外収益 58 47

営業外費用 85 65

経常利益 1,745 1,870

特別利益 11 2

特別損失 58 176

税金等調整前中間純利益 1,699 1,696

法人税、住民税及び事業税 642 634

法人税等調整額 △22 △6

少数株主利益 4 4

中間純利益 1,074 1,063

科　　目 金　　額

中間連結貸借対照表 （単位：百万円）

科　　目 金　　額 科　　目 金　　額

前　　期 当中間期
（ 資 産 の 部 ）

流動資産 21,820 22,173

現金及び預金 4,056 4,916

受取手形及び売掛金 11,444 10,258

商品及び製品 2,550 3,090

仕掛品 1,241 1,457

原材料及び貯蔵品 1,773 1,600

その他 766 862

貸倒引当金 △10 △11

固定資産 13,362 13,220

有形固定資産 8,912 8,983

建物及び構築物 3,596 3,655

機械装置及び運搬具 2,704 2,715

工具、器具及び備品 889 874

土地 1,599 1,599

リース資産 ─ 3

建設仮勘定 122 133

無形固定資産 2,189 2,111

のれん 1,371 1,179

その他 817 931

投資その他の資産 2,260 2,125

資産合計 35,182 35,394

前　　期 当中間期
（ 負 債 の 部 ）

流動負債 11,223 10,800
支払手形及び買掛金 5,917 5,816
短期借入金 2,000 2,000
未払法人税等 880 626
賞与引当金 615 603
その他 1,809 1,753

固定負債 1,810 1,797
退職給付引当金 1,525 1,467
その他 284 330

負債合計 13,033 12,597

（ 純 資 産 の 部 ）

株主資本合計 21,938 22,537
資本金 2,362 2,362
資本剰余金 2,263 2,263
利益剰余金 17,350 17,949
自己株式 △37 △37
評価・換算差額等 175 228
その他有価証券評価差額金 96 5
為替換算調整勘定 79 222
少数株主持分 34 30

純資産合計 22,148 22,796

負債純資産合計 35,182 35,394
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会社概要（2008年 ９月30日現在）
商 号

本 社
U R L
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

NIDEC COPAL ELECTRONICS CORPORATION
東京都新宿区西新宿七丁目5番25号
http://www.nidec-copal-electronics.com
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
1,796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
取締役専務執行役員 眞　銅　陽太郎
取締役常務執行役員 高　橋　明　義
取締役執行役員 樋　口　　　茂
取締役執行役員 森　田　英　夫
取締役執行役員 菊　池　　　詳
取　　締　　役 鳥　山　泰　靖
常 勤 監 査 役 佐々木　英　明
常 勤 監 査 役 山　本　澄　男
監　　査　　役 井　上　哲　夫
監　　査　　役 川　村　文　彦
監　　査　　役 中　津　晴　弘
執　行　役　員 金　野　　　成
執　行　役　員 布　施　寿　夫
執　行　役　員 小　野　正　人
執　行　役　員 喜　古　康　朗
執　行　役　員 高　木　浩　司

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

お知らせ
特別口座開設に関するお知らせ
　当社は、株券電子化に関する法律施行日におい
て株券を預託されていない株主様の権利を保護す
るため、現在の株主名簿管理人である住友信託銀
行株式会社に特別口座を開設いたします。特別口
座についてのご照会および住所変更等のお届出
は、株主メモ欄に記載しています株主名簿管理人
の電話照会先にお願いいたします。

事務所移転のお知らせ
　当社は、より一層のサービス体制の充実を図るた
め、平成20年8月25日付で名古屋営業所を、千草区今
池より中区錦に移転しました。

　　移転先住所
　　〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22
 りそな名古屋ビル5階
　　電話番号 052-220-0920
　　FAX番号 052-220-0921

表紙写真について
表紙写真は、集積ガスユニット用圧力表示器
PG-20です。半導体製造装置で使用されるセンサ
で、クラス100のクリーンルームで生産を行って
います。

 会社概要  製造・販売ネットワーク
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設備投資/減価償却費/研究開発費の推移（連結）

2007年度 2008年度
0

1,000

2,000

3,000
（百万円）

2006年度

1,085
1,333

2,738

1,448 1,386
1,635

（見込み）

1,484
1,629

632

1,652

722 782

0

100

200

400

300

（億円） （％）

0

25

50

75

100

2008年9月2006年9月 2007年9月

353
295

345

68.6
61.8 64.3

総資産/自己資本比率の推移（連結） 総資産

自己資本比率

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
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