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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月開催

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

［株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について］
証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出および
ご照会は、口座のある証券会社宛にお願いいたします。
証券会社に口座を開設されていない株主様は、下記の電話照会先にご連
絡下さい。

株主名簿管理人および
特別口座の口座管理機関

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

株主名簿管理人事務取扱所 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） ®0120-176-417

（インターネット）　ホームページURL　
http://www.sumitomotrust.co.jp/STA/
retail/service/daiko/index.html

［特別口座について］
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
いなかった株主様には、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。）を開設いたしました。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

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

株主
通信
第42期事業のご報告
2008年4月1日～2009年3月31日



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（2008年４月１日から2009年３月31日）の事業概況を
ご報告申し上げます。
年度前半は世界的な好況により資源価格の高騰等はあったものの堅
調に推移しておりましたが、年度後半はリーマンショックに端を発し
た100年に一度と言われる世界同時不況により、国内外における生産
活動の減退やそれに伴う急激な在庫調整、設備投資の縮小等これまで
にない厳しい局面となり、まさしくハーフエコノミー下での生き残り
を賭した戦いとなっております。
このような経済環境の中、当社では収益性の抜本的な改革を図る
WPR™（ダブル・プロフィット・レシオ＝利益率倍増）プロジェクト
を立ち上げ、経営体質の大幅な改善・強化を実施し、収益性の向上を
実現すべく注力しております。
しかしながら、受注の減少は止まるところを知らず、第42期は売
上、利益共に前年を大幅に下回る結果とならざるを得ませんでした。
本期末配当金につきましては、厳しい経営環境ではありますが、日
頃の株主の皆様のご支援に報いるため、１株当り５円とさせていただ
きました。
今後も厳しい経済情勢が続くものと思われますが、WPR™（ダブル・
プロフィット・レシオ＝利益率倍増）プロジェクトを強力に推進する
とともに、開発センターの研究開発テーマの製品化・事業化を着実に
進めることで、この世界同時不況を乗り切る所存です。
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。

2009年６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

 業績報告 TOP MESSAGE

営業利益/売上高営業利益率の推移（連結）
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経常利益/当期純利益/売上高経常利益率の推移（連結）
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１株当たり当期純利益/自己資本利益率（ROE）の推移（連結）
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当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。今期は携帯電話機器市場への参入も
果たしています。

電子回路部品部門

当部門のポリゴンレーザスキャナは、ポリゴン（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。
また、小型精密モータは主に遊技機器市場でユー
ザと一体となり開発している製品で、長年にわたり
新規提案力と柔軟な生産体制に高い信頼をいただい
ています。

アクチュエータ部門

当部門は、電子回路基板上に搭載されるデバイス
として、電流電圧の調整に用いられるトリマ、設定
用や操作用スイッチ、回路保護素子、アッテネータ
などのラインアップを有しています。主な供給先で
ある通信、情報、放送、電源、医療、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。

圧力センサ部門

商品部門

当部門の取り扱う圧力センサは、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。

 事業紹介  事業成長へのチャレンジ

WPR™による収益性の抜本改革

当社では100年に一度と言われる世界同時不況の
中、WPR™（ダブル・プロフィット・レシオ＝利益
率倍増）プロジェクトを立ち上げ、経営体質の大幅
な改善・強化を実施し、収益性の向上を実現すべく
注力しております。このプロジェクトは単に「売上
が半減しても利益が出る体制」を取るだけで無く、「収
益性の抜本改革」を主眼としております。キャッシ
ュ・フロー最重視経営を目指し、「省エネ、エコ、軽
薄短小、ハーフプライス」にマッチした製品開発に
重点をおき、徹底した構造改革を通じて体質改善を
実行する所存であります。

WPRは、2008年に日本電産㈱の永守重信が自身の独自の経営
手法に付した名称です。
WPR™は、日本電産㈱の日本国における商標です。
WPR© 日本電産㈱ 永守重信 2008年

世界同時不況を乗り切る

 新製品紹介

表面実装押しボタンスイッチCFPAシリーズ

株式会社フジソクは、表面実装押しボタンスイッ
チCFPAシリーズを発売することになりました。本
製品は、当社従来品に比べ体積比で２／３と小型・
省スペース化を実現し、品質面では、金メッキ接点
の採用とクリップ接触機構による高信頼性を特徴と
しており、情報通信（基地局、サーバー）への利用
が期待されております。

株式会社フジソク
は、当社と協同して
新製品開発に注力し
てきましたが、今回
のCFPAシリーズは
その第一弾となりま
す。

新型ハンディマノメータ　PG-100N

センサ事業部は、一般産
業機器向けに ハンディタ
イプの圧力表示器 PG-100N
を製品化しました。堅牢で
使いやすい機能を基本とし
て、マイコン搭載により高
機能化を実現し、市販電池
での駆動やアナログ出力の
追加を行っており、更に液
体への対応も予定しており
ます。

フジソクとの協同開発の成果

ハンディタイプの圧力表示器

放送機器

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

用途例

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

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

表面実装押しボタンスイッチ
CFPAシリーズ

新型ハンディマノメータ
PG-100N

TF037B
表紙の写真は、当社独自の技術である空気同圧軸受
とコアレス技術の融合による世界初の高静圧・長寿
命のターボファンです。

表紙写真について

42.8%

電子回路部品
１２,1９５百万円

36.5%

アクチュエータ
１０,３７４百万円

8.5%

圧力センサ
　２,4２０百万円

12.2%

商品
３,４８２百万円
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 連結財務諸表
連結貸借対照表 （単位：百万円） 連結損益計算書 （単位：百万円）

連結キャッシュ・フローの推移 （単位：百万円）

科　　目 金　　額
前　　期 当　　期

（ 資 産 の 部 ）
流動資産 21,820 20,682

現金及び預金 4,056 4,557
受取手形及び売掛金 11,444 8,899
たな卸資産 5,565 6,431
前払費用 79 75
繰延税金資産 411 421
その他 275 306
貸倒引当金 △10 △9

固定資産 13,362 11,862
有形固定資産 8,912 8,546
建物及び構築物 3,596 3,474
機械装置及び運搬具 2,704 2,629
工具、器具及び備品 889 795
土地 1,599 1,599
建設仮勘定 122 46
リース資産 ̶ 1

無形固定資産 2,189 1,951
のれん 1,371 988
その他 817 963

投資その他の資産 2,260 1,363
投資有価証券 750 385
長期貸付金 7 5
長期前払費用 16 9
繰延税金資産 527 635
長期性預金 500 ̶
その他 473 340
貸倒引当金 △13 △12

資産合計 35,182 32,544
（ 負 債 の 部 ）

流動負債 11,223 8,095
支払手形及び買掛金 5,917 4,094
短期借入金 2,000 2,000
未払金 1,325 762
未払法人税等 880 231
未払費用 345 297
賞与引当金 615 596
その他 139 111

固定負債 1,810 2,044
長期借入金 ̶ 300
退職給付引当金 1,525 1,395
繰延税金負債 113 113
その他 171 235

負債合計 13,033 10,139
（ 純 資 産 の 部 ）

株主資本 21,938 22,546
資本金 2,362 2,362
資本剰余金 2,263 2,263
利益剰余金 17,350 17,957
自己株式 △37 △37
評価・換算差額等 175 △160
その他有価証券評価差額金 96 △39
為替換算調整勘定 79 △120

少数株主持分 34 19
純資産合計 22,148 22,405
負債純資産合計 35,182 32,544

科　　目 前　　期 当　　期 増　　減

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,573 2,090 △483

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,743 △1,263 479

フリーキャッシュ・フロー 830 826 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △798 △635 162

現金及び現金同等物の期末残高 4,031 4,032 1

科　　目 金　　額

前　　期 当　　期
売上高 33,880 28,472

売上原価 23,599 20,055

売上総利益 10,281 8,416

販売費及び一般管理費 5,974 5,656

営業利益 4,306 2,760

営業外収益 179 112

営業外費用 295 183

経常利益 4,190 2,688

特別利益 21 14

特別損失 146 302

税金等調整前当期純利益 4,065 2,400

法人税、住民税及び事業税 1,535 876

法人税等調整額 △27 △12

少数株主利益 10 1

当期純利益 2,547 1,535

会社概要（2009年３月31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
1,606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
（2009年6月16日現在）
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 高　木　浩　司
執　行　役　員 喜　古　康　朗

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

 会社概要  製造・販売ネットワーク
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