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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 100,515 △7.8 4,709 △50.7 4,665 △31.8 1,874 △62.8
20年3月期 108,987 △3.2 9,544 1.1 6,845 △31.7 5,041 △51.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 9.81 ― 2.5 4.6 4.7
20年3月期 26.42 ― 6.7 6.3 8.8

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 98,176 74,285 75.5 387.86
20年3月期 104,547 75,787 72.4 395.76

（参考） 自己資本   21年3月期  74,111百万円 20年3月期  75,631百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 7,225 △5,710 △1,257 31,163
20年3月期 11,498 △5,687 △8,517 31,409

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 1,909 37.9 2.6
21年3月期 ― 6.00 ― 3.00 9.00 1,719 91.7 2.3
22年3月期 

（予想） ― 3.00 ― 3.00 6.00 57.3

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

30,000 △48.4 500 △90.1 500 △92.2 300 △93.9 1.57

通期 75,000 △25.4 3,500 △25.7 3,500 △25.0 2,000 6.7 10.47

keiri
新規スタンプ



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、13～18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更」19ページ「表示方法の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、26ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 191,107,628株 20年3月期 191,107,628株
② 期末自己株式数 21年3月期  30,208株 20年3月期  1,728株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 69,964 △2.9 4,160 △17.7 5,140 40.5 2,434 △33.6
20年3月期 72,064 △7.6 5,052 △28.9 3,657 △55.9 3,668 △52.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 12.74 ―
20年3月期 19.22 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 86,020 69,142 80.4 361.85
20年3月期 89,687 69,389 77.4 363.10

（参考） 自己資本 21年3月期  69,142百万円 20年3月期  69,389百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等に影響を与える可能性のある重要な要因は、以下の事項があります。なお、業績に影響を与える要因はこれらに限定されるものではありま
せん。 
1.製品販売価格の著しい下落や原油・原材料の著しい価格上昇および為替相場の著しい変動があった場合 
2.市場価格に対応した製品開発やコスト削減が計画どおり進まなかった場合 
3.製品開発の難しい高付加価値製品の開発を余儀なくされ、それに追随できなかった場合 
なお、業績予想の前提となる仮定等については、3・4ページ「1.経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧下さい。 



 

 

 

 

 

定性的情報・財務諸表等 

 

１．経営成績 

 

（１）経営成績に関する分析 

 

 米国に端を発した金融危機は、急激なスピードで全世界の実体経済に深刻な影響を及ぼしました。当社グループを

取り巻く環境も11月中旬以降想定をはるかに上回る需要減と顧客の急速な在庫調整に見舞われ、大幅な生産調整を余

儀なくされたことに加え、急激な円高の進行による影響を受けました。当連結会計年度の売上高は、事業廃止を決定

した光ピックアップや、第３四半期連結会計期間以降の電子部品関連事業の急激な減収などにより、前期比84億72百

万円（△7.8％）減収の1,005億15百万円となりました。 

 営業利益については電子部品関連事業の減収影響が大きく、前期比48億34百万円減益の47億９百万円となりました。

経常利益については、為替差損が25億34百万円減少したこと等により、前期比21億80百万円減益の46億65百万円とな

りました。当期純利益については、特別損失で、光ピックアップ事業整理損失が36億21百万円発生致しましたが、法

人税等においては、利益減少により税金費用が14億97百万円減少したこと等により、前期比31億67百万円減益の18億

74百万円となりました。 

 

セグメント別売上高・営業利益の状況は次のとおりです。 

 

①電子部品関連事業 

 電子部品関連事業の売上高は前期比138億46百万円（△17.3%）減収の661億89百万円となりました。携帯電話は多機

能化の流れが加速しており、カメラ機能もデジタルカメラ並の高画質が求められ高画素化やオートフォーカス化が進

んでおります。このような状況下、当社の携帯電話用途のレンズアクチュエータは、小型・薄型化の要求に応え積極

的な拡販を行った結果、大手メーカーへの参入を果たし、売上高は前期比倍増と大幅な増収となりました。一方、事

業廃止を決定した光ピックアップについては前期比△42.6%となりました。ステッピングモータは在庫調整や需要減の

影響を受け、前期比△20.0%となりました。モータ駆動ユニットも第４四半期での需要減の影響を受けましたが、スリ

ー新の掘り起こしを積極的に推し進めてきたことや、白物家電市場が不況時に比較的強さを発揮することもあり、前

期比△3.4%の減収に留まりました。 

 営業損失については、光ピックアップ事業の損失、需要減や顧客の在庫調整による生産調整の影響に加えて、第４

四半期の急激な市況悪化の中、海外事業所を中心とした、生産効率悪化による影響が予想を越える結果となり、前期

比△49億37百万円減益の△２億52百万円となりました。 

  

②システム機器関連事業 

 システム機器関連事業の売上高は前期比54億80百万円（+20.5％）増収の321億50百万円となりました。前期に投資

抑制があった液晶ガラス基板搬送用ロボットについては、液晶パネルメーカー各社が増産のための設備投資を行った

ことから、前期比増収となりました。カードリーダについては、金融市場の投資抑制影響のため、前期比減収となり

ました。 

 営業利益については、産業用ロボットの増収効果により、前期比52百万円増益の53億15百万円となりました。 

 

③その他 

 その他については、売上高は21億75百万円（前期は22億81百万円）、営業利益は２億98百万円（前期は２億21百万

円）となりました。 

 



 

 

 

 

 

次期の見通しは次のとおりです。 

 当社グループを取り巻く環境は、世界同時不況の影響を受け、当面は厳しい状況が継続すると見ております。従来

から取り組んでおります、新製品・新市場・新顧客の積極展開を強力に推し進め、売上高を確保するとともに、ＷＰ

Ｒ™ （ダブル・プロフィット・レシオ＝利益率倍増）計画に基づく収益構造の抜本的改革を図ってまいります。具体

的には、総合的な合理化・生産性向上活動等により体質改善を図っていくことに加え、電子部品関連事業を中心とし

た原価低減を強力に推し進めること、製品開発の集中と選択を行い参入市場の拡大により増収に繋げること、更に海

外事業所の統廃合も含めた固定構造改革を推し進めること、これらのスピードを更にあげて実行していくことが必要

であると考えております。 

 

各製品における当社取り組みの考え方につきましては次のとおりです。 

 ステッピングモータについては、更なる事業成長を目指し、新たな市場への参入を目論み、小型小径のステッピン

グモータの開発・参入市場の拡大に注力してまいります。内蔵カメラの高画素化に伴い需要が高まっている携帯電話

用途のレンズアクチュエータについては小型・薄型化等の市場要求に応え積極的に拡販を行うとともに、顧客要求規

模に応える増産体制を整えており、トップメーカーを目指し事業拡大を推進してまいります。ブラシ付き及びブラシ

レスＤＣモータについては、従来の音響・映像用途中心から、省エネルギー・エコロジー関連など、新たな分野へ展

開を図っており、当社の保有技術を組み合わせ、ポンプ・センサー応用製品・ＩＰＭ（高効率モータ）・家電・住設

市場向け省エネ・環境関連モータユニット等の市場開拓を進め事業拡大を進めてまいります。モータ駆動ユニットに

つきましては、当社独自の技術を融合させた提案型営業を積極的に展開し、需要の掘り起こしを図り増収に結びつけ

てまいります。また、モータ駆動ユニット事業は、今期より、ＤＣモータ事業との垂直統合により、シナジー効果を

発揮し新しい市場に向けたユニット製品を展開してまいります。カードリーダにつきましては、金融市場で培ったノ

ウハウを交通・流通市場に展開することで、参入市場の拡大を進めてまいります。産業用ロボットについては、業界

トップシェアである液晶ガラス基板搬送用ロボットの拡販を進めるとともに、太陽電池用ガラス基板搬送ロボットや

半導体ロボット等をラインアップし様々な搬送ニーズに高品位でお応えし更なる事業拡大を図ってまいります。 

 上記の考え方に基づき、以下の業績予想を示すものであります。 

 なお、業績予想の前提となっております為替レートは1ＵＳ＄＝95円です。アジア通貨もこれに連動して設定してお

ります。 

平成 22 年３月期 連結業績見通し（平成 21 年４月１日～平成 22 年３月 31 日）     （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

第2四半期業績予想 ３０,０００ ５００ ５００ ３００ 

対前年同期比（％） △４８.４ △９０.１ △９２.２ △９３.９ 

年間業績予想 ７５,０００ ３,５００ ３,５００ ２,０００ 

対前期比（％） △２５.４ △２５.７ △２５.０ ６.７ 

 

（２）財政状態に関する分析 

 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末比63億70百万円減少し981億76百万円（前年同期は1,045億47百

万円）となりました。流動資産は現金及び預金の減少（有価証券勘定の譲渡性預金を含む）26億26百万円、預け金の

増加24億78百万円、受取手形及び売掛金の減少48億88百万円等で52億４百万円減少し、固定資産は、光ピックアップ

事業廃止等による有形固定資産の減少18億７百万円、投資有価証券の減少８億61百万円、繰延税金資産の増加13億28

百万円等で11億66百万円減少しています。 

 負債合計は、前連結会計年度末比48億68百万円減少し238億91百万円（前年同期は287億59百万円）となりました。

流動負債が、支払手形及び買掛金の減少43億17百万円、短期借入金増加14億88百万円、未払金及び未払費用の減少７

億26百万円等により、39億44百万円減少し、固定負債は、負ののれんの減少２億78百万円、長期未払金の減少７億61

百万円等により、９億23百万円減少しています。 

 純資産は、前連結会計年度末比15億１百万円減少し742億85百万円（前年同期は757億87百万円）となりました。

自己資本比率につきましては、前連結会計年度末の72.4％から当連結事業年度末の75.5％となりました。 

 



 

 

 

 

 

②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末のＣＭＳ預け金の残高は147億34百万円で、これを含めた現金及び現金同等物の残高は、311

億63百万円（前年同期は314億９百万円）となり、前連結会計年度末と比較して２億46百万円減少しました。 

 営業活動の結果得られた資金は、72億25百万円（前年同期は114億98百万円の獲得）となりました。これは、税

金等調整前当期純利益13億98百万円および、減価償却費55億19百万円の収入が主な内容です。 

 投資活動の結果使用した資金は、57億10百万円（前年同期は56億87百万円の使用）となりました。これは設備

投資による54億17百万円の支出が主な内容です。 

 財務活動の結果使用した資金は、12億57百万円（前年同期は85億17百万円の使用）となりました。これは短期

借入金の借入れによる収入15億０百万円、リース債務の返済６億25百万円および配当金支払額21億２百万円の支

出が主な内容です。 

 

キャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりです。 

 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 

自己資本比率
（％） 

54.6 58.3 65.9 72.4 75.5 

時価ベースの 
自己資本比率
（％） 

196.2 310.5 157.6 148.1 77.7 

キャッシュ・フ
ロー対有利子負
債比率（％） 

25.6 45.2 56.8 0.4 34.9 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯ
ｼﾞ･ 
ﾚｼｵ（倍） 

85.1 62.5 30.6 56.9 165.3 

      

（注）自己資本比率：自己資本／総資本 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資本 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

 ※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しています。 

 ※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しています。 

 ※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用していま

す。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っているすべての負債を対象として

います。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しています。 

  

（３）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 

 当社グループは、当社グループを取り巻く利害関係者と良好な関係を長期にわたり構築し、社会に貢献しなが

ら発展して行きたいと考えております。とりわけ株主の皆様には、安定した配当を継続的に還元してまいりたい

と考えておりますが、一方で経営業績に応じた弾力的な配当を実施することも肝要であると考えており、それら

を総合的に勘案した上で株主の皆様に利益還元を行ってまいりたいと考えております。 

 当期の配当につきましては、上記方針に基づき中間配当（１株当たり６円）と合わせ、１株当たり９円の配当

を実施することを予定しております。この結果当期の配当性向（連結）は91.7％となります。 

 また、内部留保資金につきましては、将来、当社グループが更に成長をするための開発研究・設備投資などに

充当してまいります。 

 次期の配当につきましては、極めて厳しい先行きを総合的に勘案して当期より３円減配の１株当たり６円（中

間配当１株当たり３円）を予定しております。 

 



 

 

 

 

 

 

２．企業集団の状況 

 

 当社および当社の関係会社は、当社（日本電産サンキョー株式会社）、親会社（日本電産株式会社）、子会社

27社によって構成されており、電子部品関連事業、システム機器関連事業ならびにその他（オルゴール販売、機

器メンテナンスサービス等）の製造・販売を主たる業務としています。 

 当連結会計年度における、各事業の変更と主要な子会社の異動は、概ね次のとおりです。 

＜電子部品関連事業＞ 

 平成20年12月に、光ピックアップ事業を廃止しました。 

 これに伴い、NIDEC SANKYO FUZHOU（H.K.）CO.,LIMITEDの解散を決議し、平成21年９月末清算完了を予定して

います。 

＜システム機器関連事業＞ 

 主な事業内容および主要な子会社の異動はありません。 

＜その他＞ 

 （株）サンキョウオルゴールは、、当連結会計年度に日本電産サンキョー商事（株）の100％子会社となり、社

名を日本電産サンキョーオルゴール（株）と変更しました。 

 

 その他の事項については、最近の有価証券報告書（平成20年６月17日提出）における「事業系統図（事業の内

容）」および「関係会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略しています。 

 

 

３．経営方針 

（1）対処すべき課題 

①売上拡大対策の実施 

 現有製品の再強化による売上拡大に加えて、新製品・新市場・新顧客への徹底展開を行い、積極的な増収活動

に取り組んでまいります。 

 

②収益力アップ対策の実施 

 全社一丸となって、ＷＰＲ™ プロジェクトに基づく収益構造の抜本的改革を図り、利益体質をより強固なもの

としてまいります。生産ロケーションの再編・製品設計の基本的な見直し・内製化推進によるコスト構造改革と

経費支出の徹底的な見直しを行い、原価低減活動に取り組んでまいります。 

 

③スピードアップ対策の実施 

 全ての場面においてスピードを上げるために、開発・生産・販売の同期化を確立し市場対応のスピードを飛躍

的に向上させ、お客様のご要望に応えられるよう取り組んでまいります。 

 

④モノづくりの革新 

 原材料価格の変動や、市場における製品価格低下のトレンドに対応するため、海外生産工区を含めモノづくり

の革新を進め省人化を積極的に展開し生産性の向上に取り組んでまいります。また、モノづくりの根幹は人づく

りであるという認識のもと、人材育成にも注力してまいります。 

 

 上記以外は、平成20年3月期決算短信（平成20年４月23日開示）により開示を行った内容から重要な変更がない

ため開示を省略しています。当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

 

（当社ホームページ） 

  http://www.nidec-sankyo.co.jp/ir/library.htm 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

  http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

 

 ＷＰＲ™  
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。 

 



 

 

 

 

 

４．連結財務諸表 

（１）連結貸借対照表 

                                       (単位：百万円) 

 
前連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 14,312 16,686 

  受取手形及び売掛金 30,940 26,051 

  有価証券 5,000 － 

  たな卸資産 9,265 － 

  商品及び製品 － 4,171 

  仕掛品 － 1,858 

  原材料及び貯蔵品 － 2,294 

  繰延税金資産 1,176 1,839 

  預け金 12,255 14,734 

  短期貸付金 9 3 

  未収入金 840 891 

  その他 310 354 

  貸倒引当金 △45 △25 

  流動資産合計 74,065 68,860 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 15,022 15,332 

    減価償却累計額 △8,729 △9,154 

    建物及び構築物（純額） 6,293 6,177 

   機械装置及び運搬具 32,414 26,543 

    減価償却累計額 △22,950 △19,510 

    機械装置及び運搬具（純額） 9,463 7,033 

   工具・器具及び備品 15,147 14,345 

    減価償却累計額 △12,541 △12,328 

    工具・器具及び備品（純額） 2,605 2,017 

   土地 7,068 7,351 

   リース資産 － 2,131 

    減価償却累計額 － △1,052 

    リース資産（純額） － 1,078 

   建設仮勘定 1,350 1,316 

   有形固定資産合計 26,782 24,974 

 無形固定資産   

   リース資産 － 74 

   その他 374 468 

   無形固定資産合計 374 542 

 投資その他の資産   

  投資有価証券 *1 2,480 *1 1,619 

  長期貸付金 36 32 

  長期前払費用 12 38 

  繰延税金資産 545 1,873 

  その他 *2  260 *2  284 

  貸倒引当金 △10 △49 

  投資その他資産合計 3,325 3,798 

 固定資産合計 30,481 29,315 

資産合計 104,547 98,176 

    



 

 

 

 

    

                                      (単位：百万円) 

 
前連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 15,212 10,894 

  短期借入金 13 1,502 

  リース債務 － 532 

  未払金及び未払費用 4,922 4,196 

  未払法人税等 865 918 

  繰延税金負債 2 45 

  賞与引当金 1,102 686 

  設備関係支払手形 979 754 

  その他 713 335 

  流動負債合計 23,811 19,866 

 固定負債   

  長期借入金 36 32 

  リース債務 － 455 

  長期未払金 2,877 2,116 

  繰延税金負債 424 132 

  退職給付引当金 196 291 

  負ののれん 1,275 997 

  その他 138 － 

  固定負債合計 4,948 4,024 

 負債合計 28,759 23,891 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 35,270 35,270 

  利益剰余金 41,727 41,416 

  自己株式 △1 △16 

  株主資本合計 76,996 76,670 

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 315 △250 

  為替換算調整勘定 △1,680 △2,308 

  評価・換算差額等合計 △1,364 △2,558 

 少数株主持分 155 173 

 純資産合計 75,787 74,285 

負債純資産合計 104,547 98,176 



 

 

 

 

 

（２）連結損益計算書 

                                          (単位：百万円) 

 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

売上高 108,987   100,515 

売上原価 *1  88,834 *1  86,057 

売上総利益 20,152 14,457 

販売費及び一般管理費 *2  10,608 *2   9,747 

営業利益 9,544 4,709 

営業外収益   

 受取利息 498 340 

 受取配当金 39 39 

 負ののれん償却額 110 276 

 雑収入 312 297 

 営業外収益合計 960 954 

営業外費用   

 支払利息 201 43 

 為替差損 3,320 785 

 雑損失 137 169 

 営業外費用合計 3,659 998 

経常利益 6,845 4,665 

特別利益   

 固定資産売却益 *4  21 *4  27 

 投資有価証券売却益 8 313 

 貸倒引当金戻入額 43 21 

 補助金収入 － 85 

 その他 － 1 

 特別利益合計 73 449 

特別損失   

 固定資産除却損 *5   68 *5   32 

 固定資産売却損 *6    0 *6    3 

 減損損失 *7   308 *7    57 

 生産委託整理損   334    － 

 事業整理損 *8   － *8  3,621 

 その他 － 1 

 特別損失合計 711 3,716 

税金等調整前当期純利益 6,207 1,398 

法人税、住民税及び事業税 1,516 1,355 

法人税等調整額 △498 △1,835 

法人税等合計 1,017 △480 

少数株主利益 148 4 

当期純利益 5,041 1,874 

 



 

 

 

 

 

（３）連結株主資本等変動計算書 

                                          (単位：百万円) 

 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 35,270 35,270 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 35,270 35,270 

利益剰余金   

前期末残高 38,624 41,727 

当期変動額   

剰余金の配当 △1,908 △2,102 

当期純利益 5,041 1,874 

株式交換 △29 － 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △83 

当期変動額合計 3,103 △311 

当期末残高 41,727 41,416 

自己株式   

前期末残高 △229 △1 

当期変動額   

自己株式の取得 △179 △15 

株式交換 407 － 

当期変動額合計 228 △15 

当期末残高 △1 △16 

株主資本合計   

前期末残高 73,665 76,996 

当期変動額   

剰余金の配当 △1,908 △2,102 

当期純利益 5,041 1,874 

自己株式の取得 △179 △15 

株式交換 378 － 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △83 

当期変動額合計 3,331 △326 

当期末残高 76,996 76,670 

 



 

 

 

 

 

                                          (単位：百万円) 

 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 813 315 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △497 △565 

当期変動額合計 △497 △565 

当期末残高 315 △250 

為替換算調整勘定   

前期末残高 △453 △1,680 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,226 △628 

当期変動額合計 △1,226 △628 

当期末残高 △1,680 △2,308 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 359 △1,364 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,724 △1,193 

当期変動額合計 △1,724 △1,193 

当期末残高 △1,364 △2,558 

少数株主持分   

前期末残高 3,623 155 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,468 18 

当期変動額合計 △3,468 18 

当期末残高 155 173 

純資産合計   

前期末残高 77,648 75,787 

当期変動額   

剰余金の配当 △1,908 △2,102 

当期純利益 5,041 1,874 

自己株式の取得 △179 △15 

株式交換 378 － 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △83 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,192 △1,175 

当期変動額合計 △1,861 △1,501 

当期末残高 75,787 74,285 



 

 

 

 

 

 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

                                               (単位：百万円) 

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税金等調整前当期純利益 6,207 1,398

 減価償却費 5,346 5,519

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △37 110

 賞与引当金の増減額（△は減少） 99 △409

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13 －

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △41 20

 受取利息及び受取配当金 △537 △379

 支払利息 201 43

 負ののれん償却額 △110 △276

 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △8 △313

 固定資産売却損益（△は益） △21 △24

 固定資産除却損 68 32

 減損損失 308 57

 生産委託整理損 334 －

 事業整理損失 － 3,621

 売上債権の増減額（△は増加） △409 4,669

 たな卸資産の増減額（△は増加） △1,354 787

 仕入債務の増減額（△は減少） 1,313 △4,365

 その他資産の増減額（△は増加） 540 △900

 その他負債の増減額（△は減少） △848 △1,217

 その他 1,137 △127

 小計 12,174 8,249

 利息及び配当金の受取額 537 379

 利息の支払額 △201 △43

 法人税等の支払額 △1,011 △1,360

 営業活動によるキャッシュ・フロー 11,498 7,225

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 定期預金の増減額（△は増加） 512 △120

 有形固定資産の取得による支出 △4,395 △5,417

 無形固定資産の取得による支出 △61 △80

 有形固定資産の売却による収入 59 46

 無形固定資産の売却による収入 － 1

 投資有価証券の取得による支出 △100 △139

 投資有価証券の売却による収入 14 59

 関係会社株式の取得による支出 △1,719 －

 貸付けによる支出 △9 △5

 貸付金の回収による収入 18 14

 その他 △6 △68

 投資活動によるキャッシュ・フロー △5,687 △5,710

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 短期借入金の純増減額（△は減少） △6,342 1,500

 長期借入金の返済による支出 △49 △14

 リース債務の返済による支出 － △625

 自己株式の取得による支出 △179 △15

 配当金の支払額 △1,908 △2,102

 少数株主への配当金の支払額 △37 －

 財務活動によるキャッシュ・フロー △8,517 △1,257

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,791 △503

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,498 △246

現金及び現金同等物の期首残高 35,907 31,409

現金及び現金同等物の期末残高 *1   31,409 *1   31,163

 



 

 

（５）継続企業の前提に関する注記 

 

該当事項はありません。 

 

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

    至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

    至 平成21年３月31日） 

(1)連結子会社数23社 (1)連結子会社数23社 １．連結の範囲に関する事項 

国内子会社 国内子会社 

 

 

日本電産サンキョーサービスエンジニア

リング株式会社  

日本電産サンキョーサービスエンジニア

リング株式会社  

 日本電産サンキョー商事株式会社  日本電産サンキョー商事株式会社  

 日本電産ニッシン株式会社  日本電産ニッシン株式会社  

 東北日本電産ニッシン株式会社  東北日本電産ニッシン株式会社  

 日本電産ピジョン株式会社  日本電産ピジョン株式会社  

  計 5社   計 5社  

   

 在外子会社 在外子会社 

 NIDEC SANKYO (H.K.) CO.,LIMITED  NIDEC SANKYO (H.K.) CO.,LIMITED  

 NIDEC SANKYO TAIWAN CORPORATION NIDEC SANKYO TAIWAN CORPORATION 

 NIDEC SANKYO SINGAPORE PTE.LTD. NIDEC SANKYO SINGAPORE PTE.LTD.  

 NIDEC SANKYO (FUZHOU) CORPORATION  NIDEC SANKYO (FUZHOU) CORPORATION  

 
NIDEC SANKYO FUZHOU (H.K.) CO.,LIMITED 

NIDEC SANKYO FUZHOU (H.K.) CO.,LIMITED 

(注） 

 NIDEC SANKYO AMERICA CORPORATION  NIDEC SANKYO AMERICA CORPORATION  

 NIDEC SANKYO ELECTRONICS (SHAOGUAN) 

CO.,LTD. 

NIDEC SANKYO ELECTRONICS (SHAOGUAN) 

CO.,LTD. 

 NIDEC SANKYO ELECTRONICS (SHENZHEN)  NIDEC SANKYO ELECTRONICS (SHENZHEN)  

 CORPORATION  CORPORATION  

 NIDEC SANKYO (ZHEJIANG) CORPORATION  NIDEC SANKYO (ZHEJIANG) CORPORATION  

 NIDEC NISSIN (H.K.) CO.,LIMITED  NIDEC NISSIN (H.K.) CO.,LIMITED  

 NIDEC NISSIN VIETNAM CORPORATION  NIDEC NISSIN VIETNAM CORPORATION  

 PT.NIDEC NISSIN INDONESIA  PT.NIDEC NISSIN INDONESIA  

 NIDEC NISSIN (DALIAN) CORPORATION  NIDEC NISSIN (DALIAN) CORPORATION  

 NIDEC NISSIN (DONGGUAN) CORPORATION NIDEC NISSIN (DONGGUAN) CORPORATION 

 NIDEC PIGEON (H.K.) CO.,LIMITED  NIDEC PIGEON (H.K.) CO.,LIMITED  

 NIDEC SANKYO ELECTRONICS (SHANGHAI)  NIDEC SANKYO ELECTRONICS (SHANGHAI)  

 CORPORATION  CORPORATION  

 NIDEC SANKYO EUROPE GmbH  NIDEC SANKYO EUROPE GmbH  

 NIDEC SANKYO VIETNAM CORPORATION  NIDEC SANKYO VIETNAM CORPORATION  

  計 18社  計 18社 

  合計 23社  合計 23社 

  (注)NIDEC SANKYO FUZHOU (H.K.) 

CO.,LIMITED は、平成20年12月に解散を

決議し、平成21年９月末清算完了を予定

しています。 



 

    

    

項目 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

    至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

    至 平成21年３月31日） 

 (2)非連結子会社の数および主要な非連結子

会社名 

(2)非連結子会社の数および主要な非連結子

会社名 

 NIDEC SANKYO KOREA CORPORATION  

PT．NIDEC SANKYO INDONESIA 

NIDEC SANKYO DO BRASIL LTDA. 

       合計                ３社 
 

NIDEC SANKYO KOREA CORPORATION  

PT．NIDEC SANKYO INDONESIA 

NIDEC SANKYO DO BRASIL LTDA. 

日本電産サンキョーオルゴール㈱(注） 

   合計                ４社 

㈱サンキョウオルゴールは、当連結会計年

度に日本電産サンキョー商事（株）の100％

子会社となり、社名を日本電産サンキョーオ

ルゴール（株）と変更しました。 

 (3)非連結子会社について連結の範囲から除

いた理由 

(3)非連結子会社について連結の範囲から除

いた理由 

  非連結子会社の、総資産・売上高・当期純

損益（持分に見合う額）および利益剰余金（持

分に見合う額）等はいずれも小規模であり全

体としても連結財務諸表に与える影響が軽

微なため連結の範囲から除外しました。 

 なお、会社間の消去計算を行った後の金額

によって計算すると次のとおりとなります。 

 非連結子会社の、総資産・売上高・当期純

損益（持分に見合う額）および利益剰余金（持

分に見合う額）等はいずれも小規模であり全

体としても連結財務諸表に与える影響が軽

微なため連結の範囲から除外しました。 

 なお、会社間の消去計算を行った後の金額

によって計算すると次のとおりとなります。 

 資産基準 0.1％ 

売上高基準 0.1％ 

利益基準 0.2％ 

利益剰余金基準 0.1％ 
 

資産基準 0.2％ 

売上高基準 0.5％ 

利益基準 △0.0％ 

利益剰余金基準 0.1％ 
 

(1)持分法適用会社数とその会社名 (1)持分法適用会社数とその会社名 

―――――― ―――――― 

(2)持分法を適用しない会社数とその主要な

会社名 

(2)持分法を適用しない会社数とその主要な

会社名 

非連結子会社 非連結子会社 

NIDEC SANKYO KOREA CORPORATION  

PT．NIDEC SANKYO INDONESIA 

NIDEC SANKYO DO BRASIL LTDA. 

   合計                ３社 
 

NIDEC SANKYO KOREA CORPORATION  

PT．NIDEC SANKYO INDONESIA 

NIDEC SANKYO DO BRASIL LTDA. 

日本電産サンキョーオルゴール㈱ 

  合計                ４社 
 

(3)持分法を適用しない理由 (3)持分法を適用しない理由 

 非連結子会社はいずれも小規模であり全

体としても当期純損益および利益剰余金等

に与える影響が軽微なため、持分法を適用し

ていません。 

 なお、会社間の消去計算を行った後の金額

によって計算すると次のとおりとなります。 

 非連結子会社はいずれも小規模であり全

体としても当期純損益および利益剰余金等

に与える影響が軽微なため、持分法を適用し

ていません。 

 なお、会社間の消去計算を行った後の金額

によって計算すると次のとおりとなります。 

２．持分法の適用に関する事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利益基準 0.2％ 

利益剰余金基準 0.1％ 

利益基準 △0.0％ 

利益剰余金基準 0.1％ 
 



 

 

 

項目 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

３．連結子会社の事業年度に

関する事項 

連結子会社のうち、 

NIDEC SANKYO ELECTRONICS (SHANGHAI) 

CORPORATION、 

NIDEC SANKYO ELECTRONICS (SHENZHEN) 

CORPORATION、 

NIDEC SANKYO (FUZHOU) CORPORATION、 

NIDEC SANKYO ELECTRONICS (SHAOGUAN) 

CO.,LTD、 

NIDEC SANKYO (ZHEJIANG) CORPORATION、 

PT.NIDEC NISSIN INDONESIA、 

NIDEC NISSIN (DALIAN) CORPORATION、 

NIDEC NISSIN (DONGGUAN) CORPORATION、 

NIDEC NISSIN VIETNAM CORPORATION 

の決算日は12月31日です。 

 (注）NIDEC NISSIN(H.K.)CO.,LIMITED 

は、当連結会計年度より決算日を3月31

日に変更しています。 

連結財務諸表の作成にあたっては、 

(1)NIDEC SANKYO ELECTRONICS (SHANGHAI) 

CORPORATION、 

NIDEC SANKYO ELECTRONICS(SHENZHEN) 

CORPORATION、 

NIDEC SANKYO ELECTRONICS (SHAOGUAN) 

CO.,LTD、 

NIDEC SANKYO (FUZHOU) CORPORATION、 

NIDEC SANKYO (ZHEJIANG) CORPORATION、 

NIDEC NISSIN (DALIAN) CORPORATION（注）、 

NIDEC NISSIN (DONGGUAN) CORPORATION（注） 

は、連結決算日現在で実施した仮決算に基

づく財務諸表を使用しています。 

連結子会社のうち、 

NIDEC SANKYO ELECTRONICS (SHANGHAI) 

CORPORATION、 

NIDEC SANKYO ELECTRONICS (SHENZHEN) 

CORPORATION、 

NIDEC SANKYO (FUZHOU) CORPORATION、 

NIDEC SANKYO ELECTRONICS (SHAOGUAN) 

CO.,LTD、 

NIDEC SANKYO (ZHEJIANG) CORPORATION、 

PT.NIDEC NISSIN INDONESIA、 

NIDEC NISSIN (DALIAN) CORPORATION、 

NIDEC NISSIN (DONGGUAN) CORPORATION、 

NIDEC NISSIN VIETNAM CORPORATION 

の決算日は12月31日です。 

 

 

 

連結財務諸表の作成にあたっては、 

(1)NIDEC SANKYO ELECTRONICS (SHANGHAI) 

CORPORATION、 

NIDEC SANKYO ELECTRONICS (SHENZHEN) 

CORPORATION、 

NIDEC SANKYO ELECTRONICS (SHAOGUAN) 

CO.,LTD、 

NIDEC SANKYO (FUZHOU) CORPORATION、 

NIDEC SANKYO (ZHEJIANG) CORPORATION、 

NIDEC NISSIN (DALIAN) CORPORATION、 

NIDEC NISSIN (DONGGUAN) CORPORATION、 

NIDEC NISSIN VIETNAM CORPORATION（注） 

は、連結決算日現在で実施した仮決算に基

づく財務諸表を使用しています。 

  (注）NIDEC NISSIN (DALIAN) CORPORATION、

NIDEC NISSIN (DONGGUAN) CORPORATION 

は、当連結会計年度より連結決算日現在

で実施した仮決算に基づく財務諸表を

使用しています。 

(注）NIDEC NISSIN VIETNAM CORPORATION 

は、当連結会計年度より連結決算日現在

で実施した仮決算に基づく財務諸表を

使用しています。 

 (2)PT.NIDEC NISSIN INDONESIA、 

NIDEC NISSIN VIETNAM CORPORATION 

は、当該子会社の決算日と連結決算日との

間に重要な取引が生じた場合、連結上必要

な調整を行っています。 

(2)PT.NIDEC NISSIN INDONESIA 

は、当該子会社の決算日と連結決算日との

間に重要な取引が生じた場合、連結上必要

な調整を行っています。 

 



 

 

 

項目 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

重要な資産の評価基準および評価方法 

【たな卸資産】 

 当社および国内連結子会社は、先入先出法

による低価法、海外連結子会社は一部を除き

先入先出法による低価法を採用しています。 

 

重要な資産の評価基準および評価方法 

【たな卸資産】 

 当社および国内連結子会社は、先入先出法

による原価法（貸借対照表価額については収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法）、海

外連結子会社は先入先出法による低価法を

採用しています。 

（会計方針の変更） 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産に

ついては従来、当社および国内連結子会社

は、先入先出法による低価法を採用していま

したが、当連結会計年度より「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 

平成18年７月５日公表分）が適用されたこと

に伴い、先入先出法による原価法（貸借対照

表価額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）を採用しています。 

 これによる損益に与える影響はありませ

ん。 

 なお、セグメント情報に与える影響は当該

箇所に記載しています。 

 



 

 

 

項目 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

 

重要な減価償却資産の減価償却の方法 

【有形固定資産】 

 当社および国内連結子会社は定率法、海外

連結子会社は一部を除き定額法を採用して

います。ただし、当社および国内連結子会社

については、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（附属設備を除く）について、定額法

を採用しています。 

 なお、主な耐用年数は建物及び構築物15

～60年、機械装置及び運搬具４～13年、工

具・器具及び備品２～20年です。 

（会計方針の変更） 

 当社および国内連結子会社は、法人税法の

改正にともない当連結会計年度より、平成19

年４月１日以降に取得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人税法に基づく減価償却

の方法に変更しています。これにより営業利

益、経常利益および税金等調整前当期純利益

がそれぞれ101百万円減少しています。 

 なお、セグメント情報にあたえる影響は、

当該箇所に記載しています。 

（追加情報） 

 当社および国内連結子会社は、法人税法の

改正にともない当連結会計年度より、平成19

年３月31日以前に取得した有形固定資産に

ついては、改正前の法人税法に基づく減価償

却方法の適用により取得価額の５％に到達

した連結会計年度の翌連結会計年度より、取

得価額の５％相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含

めて計上しています。これにより営業利益、

経常利益および税金等調整前当期純利益が

それぞれ129百万円減少しています。 

 なお、セグメント情報にあたえる影響は、

当該箇所に記載しています。 

 

 

【無形固定資産】 

 当社および国内連結子会社は定額法、海

外連結子会社は一部を除き定額法を採用し

ています。 

 なお、自社利用のソフトウエアについて

は、社内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法を採用しています。 

 

 

 

 

重要な減価償却資産の減価償却の方法 

【有形固定資産】（リース資産を除く） 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加情報） 

 法人税法の改正による法定耐用年数の変

更を契機として当連結会計年度より、当社

および国内連結子会社は、既存の減価償却

資産を含め法人税法改正後の耐用年数に、

一部の海外連結子会社の機械装置について

は、従来の経済的使用可能予測期間が実際

の経済的使用可能期間と相違することが明

らかになったため、既存の償却資産を含め

実際の経済的使用期間に合わせた経済耐用

年数に変更しています。 

 これにより、当連結会計年度の営業利益、

経常利益および税金等調整前純利益は、そ

れぞれ163百万円増加しています。 

 なお、セグメント情報に与える影響は当

該箇所に記載しています。 

【無形固定資産】（リース資産を除く） 

同左 

 

 

 

 

 

【リース資産】 

 当社はリース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定率法を、連結子会社は定

額法を採用しています。 



 

 

 

項目 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

 

 

重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっています。 

重要なリース取引の処理方法 

―――――― 

 

 なお、上記以外は、最近の有価証券報告書（平成20年6月17日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略しています。 

 

（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

――――――                                                                                                                                                                                                                                                                    （リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっていました

が、当連結会計年度から「リース取引に関する会計基準」（企

業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一

部会）、平成19年３月30日改正））および「リース取引に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号

（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員

会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通常の売買取引

に係る会計処理によっています。 

 また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリー

ス資産の減価償却の方法について、当社はリース期間を耐用

年数とし、残存価額を零とする定率法を、連結子会社は定額

法を採用しています。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転

外ファイナンス・リース取引については、期首に前連結会計

年度末における未経過リース料期末残高相当額（利息相当額

控除後）を取得価額として取得したものとしてリース資産を

計上する方法によっています。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産

が有形固定資産に702百万円、無形固定資産に74百万円計上

され、損益に与える影響は軽微です。 

 なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載して

います。 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関す

る当面の取扱いの適用） 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外子

会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18

号 平成18年５月17日）を適用しています。 

 これによる損益に与える影響は軽微です。 

 なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載して

います。 



 

 

 

（８）表示方法の変更 

 前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

（連結貸借対照表） 

 従来「現金及び預金」に含めて表示していた譲渡性預金は、

「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 最終

改正平成20年３月10日）、「金融商品会計に関する実務指針」

（会計制度委員会報告第14号 最終改正平成20年３月25日）

「『連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則』

の取扱いに関する留意事項について」（最終改正平成19年10

月２日）および「金融商品会計に関するＱ＆Ａ」（最終改正

平成20年３月25日）が改正されたことに伴い、当連結会計年

度末より「有価証券」に含めて表示しています。 

 これにより、当連結会計年度末の「現金及び預金」は

5,000百万円減少し、「有価証券」は同額増加しています。 

（連結貸借対照表） 

1. 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等

の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府

令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度にお

いて、「たな卸資産」として掲記されていたものは、当連

結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び

貯蔵品」に区分掲記しています。なお、前連結会計年度に

含まれる「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」

はそれぞれ4,154百万円、2,311百万円、2,800百万円です。 

2. 従来「投資有価証券及び出資金」として掲記されていた

ものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入にともない連結財

務諸表の比較可能性を向上するため当連結会計年度から

「投資有価証券」「その他」に区分掲記しています。なお、

前連結会計年度の「投資有価証券」「その他」はそれぞれ

2,480百万円、59百万円です。 

―――――― （連結キャッシュ・フロー計算書） 

 従来区分掲記していた「固定資産売却益」（当連結会計

年度は27百万円）および「固定資産売却損」（当連結会計

年度は3百万円）は、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入にと

もない連結財務諸表の比較可能性を向上するため、当連結

会計年度より「固定資産売却損益（△は益）」として表示

しています。 

 

 

（９）連結財務諸表に関する注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 

(平成20年3月31日現在） 

当連結会計年度 

（平成21年3月31日現在） 

＊１．担保資産 

税関に対して投資有価証券100百万円を担保として供し

ています。 

＊１．担保資産 

税関に対して投資有価証券200百万円を担保として供し

ています。 

＊２．非連結子会社に対するものは、次のとおりです。 

関係会社株式 54 百万円 
 

＊２．非連結子会社に対するものは、次のとおりです。 

関係会社株式 51 百万円 
 

３．保証債務 

次のとおり銀行借入金等に対して債務保証を行ってい

ます。 

３．保証債務 

次のとおり銀行借入金等に対して債務保証を行ってい

ます。 

内容 金額（百万円） 

従業員（住宅ローンほか） 228 

計 228 
 

内容 金額（百万円） 

従業員（住宅ローンほか） 206 

計 206 
 

４．受取手形割引高は該当がありません。 ４．          同 左 

 



 

 

 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日） 

＊１．売上原価に算入されているたな卸資産の低価法評価損の金額

は、379百万円です。 

＊１．売上原価に算入されているたな卸資産の低価法評価損の金額

は、394百万円です。 

＊２．販売費及び一般管理費 ＊２．販売費及び一般管理費 

販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は次の

とおりです。 

販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は次

のとおりです。 

販売手数料 642 百万円 

荷造運賃保管料 1,192  

従業員給与 3,348  

賞与 563  

賞与引当金繰入額 286  

福利厚生費 321  

旅費交通費 517  

減価償却費 286  

研究開発費 1,101  
 

販売手数料 718 百万円 

荷造運賃保管料 984  

従業員給与 3,126  

賞与 551  

賞与引当金繰入額 164  

福利厚生費 283  

旅費交通費 422  

減価償却費 439  

研究開発費 955  
 

 ３．当連結会計年度におけるグループ全体の研究開発費は4,293

百万円です。 

 ３．当連結会計年度におけるグループ全体の研究開発費は4,039

百万円です。 

＊４．固定資産売却益の内訳は次のとおりです。 ＊４．固定資産売却益の内訳は次のとおりです。 

建物及び構築物 0 百万円 

機械装置及び運搬具 15  

工具・器具及び備品 5  

計 21  
 

機械装置及び運搬具 26 百万円 

工具・器具及び備品 1  

計 27  
 

＊５．固定資産除却損の内訳は次のとおりです。 ＊５．固定資産除却損の内訳は次のとおりです。 

建物及び構築物 5 百万円 

機械装置及び運搬具 45  

工具・器具及び備品 16  

無形固定資産 0  

計 68  
 

建物及び構築物 6 百万円 

機械装置及び運搬具 15  

工具・器具及び備品 11  

無形固定資産 0  

計 32  
 

＊６．固定資産売却損の内訳は次のとおりです。 ＊６．固定資産売却損の内訳は次のとおりです。 

機械装置及び運搬具 0 百万円 

工具・器具及び備品 0  

計 0  
 

建物及び構築物 1 百万円 

機械装置及び運搬具 0  

工具・器具及び備品 1  

計 3  
 

＊７．減損損失 ＊７．減損損失 

 当社グループは、遊休状態になり将来用途の定まっていない資

産について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減

損損失(308百万円)として特別損失に計上しています。 

 当社グループは、遊休状態になり将来用途の定まっていない資

産について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減

損損失(57百万円)として特別損失に計上しています。 

会社名 用途 種類 
金額 

(百万円) 

日本電産サンキョー
㈱ 

遊休資産 
機械
等 

234 

日本電産サンキョー 
商事㈱ 

遊休資産 
機械
等 

0 

NIDEC SANKYO 
(FUZHOU) CORPORATION  

遊休資産 
機械
等 

45 

NIDEC SANKYO FUZHOU 
(H.K.) CO.,LIMITED 

遊休資産 
機械
等 

27 

 

会社名 用途 種類 
金額 

(百万円) 

日本電産サンキョー
㈱ 

遊休資産 
土地
等 

24 

NIDEC SANKYO (H.K.) 
CO.，LIMITED  

遊休資産 
機械
等 

5 

NIDEC SANKYO 
(FUZHOU) CORPORATION  

遊休資産 
機械
等 

17 

NIDEC SANKYO FUZHOU 
(H.K.) CO.,LIMITED 

遊休資産 
機械
等 

10 

 
＊８．         ―――――― ＊８．事業整理損 

  光ピックアップ事業廃止にともなう特別損失（3,621百万円）

の内訳は次のとおりです。 

 固定資産除却 901 百万円 

固定資産減損 1,103  

たな卸資産廃却 382  

たな卸資産評価減 560  

事業廃止費用 673  
 



 

 

 

（連結株主資本等変動計算書関係） 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

（１）発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増 加 減 少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 191,107,628 － － 191,107,628 

 

（２）自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増 加 減 少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 256,081 223,547 477,900 1,728 

 

（変動事由の概要） 

単元未満株式の買取による増加        32,547株 

取締役会決議による自己株式取得による増加 191,000株 

株式交換による減少            477,900株 

 

（３）新株予約権および自己株式予約権に関する事項 

該当ありません。 

 

（４）配当に関する事項 

①当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項 

決 議 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

一株当たり

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

平成19年５月18日 

取締役会 
普通株式 954 5.00 平成19年３月31日 平成19年６月４日 

平成19年10月26日 

取締役会 
普通株式 954 5.00 平成19年９月30日 平成19年12月７日 

 

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当効力発生日が連結期間末後となるもの 

決 議 株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 
配当の原資 

一株当たり

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

平成20年5月16日 

取締役会 
普通株式 955 利益剰余金 5.00 平成20年３月31日 平成20年６月２日 



 

 

 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

（１）発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増 加 減 少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 191,107,628 － － 191,107,628 

 

（２）自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増 加 減 少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 1,728 28,480 － 30,208 

 

（変動事由の概要） 

単元未満株式の買取による増加        28,480株 

 

（３）新株予約権および自己株式予約権に関する事項 

該当ありません。 

 

（４）配当に関する事項 

①当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項 

決 議 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

一株当たり

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

平成20年５月16日 

取締役会 
普通株式 955 5.00 平成20年３月31日 平成20年６月２日 

平成20年10月27日 

取締役会 
普通株式 1,146 6.00 平成20年９月30日 平成20年12月５日 

 

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当効力発生日が連結期間末後となるもの 

次のとおり決議を予定しています。 

決 議 株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 
配当の原資 

一株当たり

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

平成21年５月14日 

取締役会 
普通株式 573 利益剰余金 3.00 平成21年３月31日 平成21年６月１日 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日） 

＊１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

＊１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年3月31日現在） （平成21年3月31日現在） 

（百万円） （百万円） 

現金及び預金 14,312 

有価証券 5,000 

預け金 12,255 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △159 

現金及び現金同等物 31,409 

 ２．       ―――――― 

 

 

現金及び預金 16,686 

預け金 14,734 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △257 

現金及び現金同等物 31,163 

 

 ２．重要な非資金取引の内容 

 当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・リ

ース取引に係る資産および債務の額は、それぞれ

1,355百万円です。 

 



 

 

 

（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日）                (単位：百万円) 

 
電子部品 
関連事業 

システム
機器関連

事業 
そ の 他 計 消去又は  

全社 
連  結 

Ⅰ．売上高及び営業損益       

 売上高       

 外部顧客に対する売上高 80,035 26,669 2,281 108,987 － 108,987 

 セグメント間の内部売上高又は振替高 113 331 164 609 (609) － 

計 80,148 27,001 2,446 109,596 (609) 108,987 

 営業費用 75,463 21,738 2,224 99,427 15 99,442 

 営業利益 4,685 5,262 221 10,169 (625) 9,544 

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失及び資
本的支出 

      

 資産 56,556 19,824 653 77,034 27,512 104,547 

 減価償却費 4,706 499 13 5,219 127 5,346 

 減損損失 193 1 0 194 113 308 

 資本的支出 4,177 658 9 4,845 18 4,863 

 
(注)１.事業区分は製品の種類および市場の類似性を基礎とし、生産実態、親会社における経営組織も考慮して区分していま

す。 
 
２.事業区分に属する主要な製品等の名称 

事 業 区 分 主    要    製    品 

電子部品関連事業 
マイクロモータ、レンズアクチュエータ、タイムスイッチ、ステッピングモータおよび
関連ユニット、光ピックアップユニット、事務機器用ユニット、メカユニット 等 

システム機器関連事業 磁気カードリーダ、産業用機械 等 

そ の 他 オルゴール販売、機器メンテナンス 等 

 
３. 当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は625

百万円であり、その主なものは、親会社の役員関連の費用および全社に係る総務、経理などの費用です。 
 

４. 当連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は27,684百万円であ
り、その主なものは、親会社での余資産運用資金（現金及び預金・有価証券・預け金）、長期投資資金（投
資有価証券）および全社に係る総務、経理などの管理部門の資産です。 

 
５. 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、法人税法の改正にともない当連

結会計年度より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減
価償却の方法に変更しています。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べ、営業費用は「電子部品関連事業」71百万円「システム機器
関連事業」29百万円「その他」0百万円増加し、営業利益はそれぞれ同額減少しています。 

 
６. 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、法人税法の改正にともない当連

結会計年度より、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産について、改正前の法人税法に基づく減
価償却方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％
相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上する方法に変更してい
ます。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べ、営業費用は「電子部品関連事業」75百万円「システム機器
関連事業」26百万円「その他」27百万円増加し、営業利益はそれぞれ同額減少しています。 

 



 

 

 

当連結会計年度（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日）               (単位：百万円) 

 
電子部品 
関連事業 

システム機
器関連事業 

そ の 他 計 
消去又は  

全社 
連  結 

Ⅰ．売上高及び営業損益       

 売上高       

 外部顧客に対する売上高 66,189 32,150 2,175 100,515 － 100,515 

 セグメント間の内部売上高又は振替高 61 225 171 458 (458) － 

計 66,250 32,375 2,347 100,973 (458) 100,515 

 営業費用 66,503 27,060 2,049 95,612 192 95,805 

 営業利益又は営業損失(△) △252 5,315 298 5,360 (651) 4,709 
Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失及び資

本的支出 
      

 資産 49,173 20,520 730 70,424 27,751 98,176 

 減価償却費 4,665 545 14 5,224 295 5,519 

 減損損失 35 0 － 35 22 57 

 資本的支出 5,051 345 3 5,400 134 5,534 

 
（注)１．事業区分は製品の種類および市場の類似性を基礎とし、生産実態、親会社における経営組織も考慮して区分しています。 

 
２．事業区分に属する主要な製品等の名称 

事 業 区 分 主    要    製    品 

電子部品関連事業 
マイクロモータ、レンズアクチュエータ、ステッピングモータ、モータ駆動ユニット、光ピックア
ップユニット(注３)、事務機器用ユニット、メカユニット 等 

システム機器関連事業 カードリーダ、産業用ロボット 等 

そ の 他 オルゴール販売、機器メンテナンス 等 

 
３． 光ピックアップユニットは平成20年12月に事業を廃止しています。 
 
４． 当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は650百万円であり、その主なも

のは、親会社の役員関連の費用および全社に係る総務、経理などの費用です。 
 
５． 当連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は27,839百万円であり、その主なものは、親会

社での余資産運用資金（現金及び預金・預け金）、長期投資資金（投資有価証券）および全社に係る総務、経理などの管理部門の
資産です。 

 
６． 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、通常の販売目的で保有するたな卸資産については従来、

当社および国内連結子会社は、先入先出法による低価法を採用していましたが、当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会
計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）が適用されたことに伴い、先入先出法による原価法（貸借対照表価額
については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しています。 
 これによるセグメント情報に与える影響はありません。 

 
７． 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より、「連結財務諸表作成におけ

る在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しています。 
 これによるセグメント情報に与える影響は軽微です。 

 
８． 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっていましたが、当連結会計年度から「リース取引に関する会計基準」（企
業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））および「リース取引に関する会計
基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30
日改正））を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっています。 
 また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について、当社はリース期間を耐用年数とし、
残存価額を零とする定率法を、連結子会社は定額法を採用しています。 
 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、期首に前連結会計年度末に
おける未経過リース料期末残高相当額（利息相当額控除後）を取得価額として取得したものとしてリース資産を計上する方法によ
っています。 
 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の資産は「電子部品関連事業」で679百万円「システム機器
関連事業」で1百万円「その他」で95百万円増加し、損益に与える影響は軽微です。 

 
９． 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、法人税法の改正による法定耐用年数の変更を契機として

当連結会計年度より、当社および国内連結子会社は、既存の減価償却資産を含め法人税法改正後の耐用年数に、一部の海外連結子
会社の機械装置については、従来の経済的使用可能予測期間が実際の経済的使用可能期間と相違することが明らかになったため、
既存の減価償却資産を含め、実際の経済的使用可能期間に合わせた経済耐用年数に変更しています。 
 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業費用は「電子部品関連事業」で173百万円減少し、「シ
ステム機器関連事業」で8百万円、「その他」で0百万円増加し、営業利益はそれぞれ同額増減しています。 

 



 

 

 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日）                            (単位：百万円) 

 日 本 アジア 北 米 欧 州 計 
消去又は 
全  社 

連 結 

Ⅰ．売上 高及び 営業損 益         
売上高         
外部顧客 に対す る売上 高  75,593 27,585 3,884 1,924 108,987 － 108,987 
セグメン ト間の 内部売 上
高又は振 替高  

13,976 37,246 16 14 51,254 (51,254) － 

計  89,570 64,831 3,901 1,938 160,241 (51,254) 108,987 
営業費用  82,852 62,192 3,305 1,636 149,987 (50,544) 99,442 
営業利益  6,717 2,639 595 301 10,253 (709) 9,544 
Ⅱ．資   産  62,011 33,021 2,128 1,199 98,360 6,186 104,547 

当連結会計年度（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日）                            (単位：百万円) 

 日 本 アジア 北 米 欧 州 計 
消去又は 
全  社 

連 結 

Ⅰ .売上高及 び営業 損益         
売上高         
外部顧客 に対す る売上 高  72,724 22,684 3,421 1,684 100,515 － 100,515 
セグメン ト間の 内部売 上
高又は振 替高  

11,649 30,369 125 11 42,155 (42,155) － 

計  84,373 53,053 3,547 1,695 142,670 (42,155) 100,515 
営業費用  79,222 53,546 3,216 1,420 137,405 (41,600) 95,805 
営業利益 又は営 業損失 (△ ) 5,151 △493 330 275 5,264 (554) 4,709 
Ⅱ．資   産  56,202 26,437 1,900 960 85,502 12,674 98,176 

(注)１.地域は地理的近接度により区分しています。 
２.本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりです。 

(1)アジア----中国、香港、シンガポール、台湾 等 
(2)北米------米国 
(3)欧州------ドイツ 

３.前連結会計年度および当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金
額は、625百万円および650百万円であり、その主なものは、親会社の役員関連の費用及び全社に係る総務、経理など
の費用です。 

４.前連結会計年度および当連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は27,684百
万円および27,839百万円であり、その主なものは、親会社での余資産運用資金（現金及び預金・有価証券・預け金）、
長期投資資金（投資有価証券）および全社に係る総務、経理などの管理部門の資産です。 

５.会計方針の変更 
（前連結会計年度） 
① 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、法人税法の改正にともない当連結会計年

度より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変
更しています。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べ、「日本」の営業費用は101百万円増加しており、営業利益は同額減
少しています。 

② 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、法人税法の改正にともない当連結会計年
度より、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産について、改正前の法人税法に基づく減価償却方法の適用
により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額
を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上する方法に変更しています。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べ、「日本」の営業費用は129百万円増加し、営業利益は同額減少して
います。 

（当連結会計年度） 
① 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、通常の販売目的で保有するたな卸資産に

ついては従来、当社および国内連結子会社は、先入先出法による低価法を採用していましたが、当連結会計年度よ
り「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）が適用されたことに伴
い、先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用してい
ます。 
 これによるセグメント情報に与える影響はありません。 

② 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より、「連結財務
諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適
用しています。 
 これによるセグメント情報に与える影響は軽微です。 

③ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、所有権移転外ファイナンス・リー
ス取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっていましたが、当連結会計年度から「リ
ース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３
月30日改正））および「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月
18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係る会計
処理によっています。 
 また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について、当社はリース期間
を耐用年数とし、残存価額を零とする定率法を、連結子会社は定額法を採用しています。 
 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、期首に前連
結会計年度末における未経過リース料期末残高相当額（利息相当額控除後）を取得価額として取得したものとして
リース資産を計上する方法によっています。 
 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の資産は「日本」で776百万円増加し、損
益に与える影響は軽微です。 

④ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、法人税法の改正による法定耐用年数の変
更を契機として当連結会計年度より、当社および国内連結子会社は、既存の減価償却資産を含め法人税法改正後の
耐用年数に、一部の海外連結子会社の機械装置については、従来の経済的使用可能予測期間が実際の経済的使用可
能期間と相違することが明らかになったため、既存の減価償却資産を含め、実際の経済的使用可能期間に合わせた
経済耐用年数に変更しています。 
 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業費用は「日本」で109百万円増加し、
「アジア」で273百万円減少し、営業利益はそれぞれ同額増減しています。 



 

 

 

 

【海外売上高】 

 最近２連結会計年度の売上高は、次のとおりです。 

  北米地域 欧州地域 アジア地域 その他 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 4,525 4,767 54,244 1,684 65,222 

Ⅱ 連結売上高(百万円) － － － － 108,987 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日）Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
4.1 4.4 49.8 1.5 59.8 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 2,606 3,496 49,521 1,647 57,271 

Ⅱ 連結売上高(百万円) － － － － 100,515 
当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
    至 平成21年３月31日）Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
2.6 3.5 49.3 1.6 57.0 

（注）１．地域は、地理的近接度により区分しています。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりです。 

 (1) 北米地域-------米国、カナダ 

 (2) 欧州地域-------ＥＵ諸国 等 

 (3) アジア地域-----中国、香港、インドネシア、シンガポール、台湾 等 

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高です。 

 

（関連当事者との取引） 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 
会社等の名称 
（親会社） 

議決権被所有割合
（うち間接） 

関連当事者との関係 取引の内容 
取引金額 
（百万円） 

科目 
期末残高 
（百万円） 

日本電産 
株式会社 

65.6％ 
（2.1％） 

役員の兼務 
ＣＭＳ預け金 
ＣＭＳ預け金利息 
投資有価証券の取得 

2,991 
57 

1,631 

 
預け金 

－ 

 
11,724 

－ 
(追加情報） 
 当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）および「関連
当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用しています。 
 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

会社等の名称 
（親会社） 

議決権被所有割合
（うち間接） 

関連当事者との関係 取引の内容 
取引金額 
（百万円） 

科目 
期末残高 
（百万円） 

日本電産 
株式会社 

72.8％ 
（2.1％） 

役員の兼務 
ＣＭＳ預け金 
ＣＭＳ預け金利息 

2,163 
48 

預け金 13,936 

(注)1.CMS 預け金は日本電産グループ内におけるキャッシュ・マネジメント・システムの利用によるもので、平成 18 年４月１日付で

日本電産㈱との間で基本契約を締結しています。利息については、市場金利を勘案し合理的に決定しています。 

   2.投資有価証券の取得価格は、種々の評価方法を参考にして交渉により決定しています。 

 

（開示の省略） 

リース取引、デリバティブ取引、有価証券取引、税効果会計等に関する注記事項については、決算短信における開示の

必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

 

（１株当たり情報） 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 395円 76銭 １株当たり純資産額 387円 86銭 

１株当たり当期純利益金額 26円 42銭 １株当たり当期純利益金額 9円 81銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、
希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載し
ていません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、
希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載し
ていません。 

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当期純利益 (百万円) 5,041 1,874 

普通株主に帰属しない金額 (百万円) － － 

普通株式に係る当期純利益 (百万円) 5,041 1,874 

普通株式の期中平均株式数 (千 株) 190,842 191,091 



 

 

 

５．個別財務諸表 

（１）貸借対照表 

                                       (単位：百万円) 

 
前事業年度 

(平成20年３月31日) 

当事業年度 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 4,712 8,227 

  受取手形 2,596 1,534 

  売掛金 19,330 17,994 

  有価証券 5,000 － 

  製品 1,594 1,677 

  原材料 326 － 

  仕掛品 1,036 772 

  貯蔵品 684 － 

  原材料及び貯蔵品 － 706 

  前払費用 50 68 

  繰延税金資産 983 1,775 

  短期貸付金 7 2 

  関係会社短期貸付金 10,845 11,632 

  預け金 11,724 13,936 

  未収入金 7,038 1,961 

  その他の流動資産 1 0 

  貸倒引当金 △559 △497 

  流動資産合計 65,372 59,794 

 固定資産   

 有形固定資産   

  建物 9,327 9,323 

   減価償却累計額 △5,916 △6,114 

   建物（純額） 3,411 3,209 

  構築物 460 465 

   減価償却累計額 △346 △364 

   構築物（純額） 114 101 

  機械及び装置 9,407 9,902 

   減価償却累計額 △8,431 △9,172 

   機械及び装置（純額） 976 730 

  車両運搬具 29 29 

   減価償却累計額 △26 △27 

   車両運搬具（純額） 3 1 

  工具・器具及び備品 8,838 7,991 

   減価償却累計額 △7,859 △7,285 

   工具・器具及び備品（純額） 979 706 

  土地 5,926 6,210 

  リース資産 － 163 

   減価償却累計額 － △117 

   リース資産（純額） － 46 

  建設仮勘定 364 56 

  有形固定資産合計 11,776 11,061 



 

 

 

                                       (単位：百万円) 

 
前事業年度 

(平成20年３月31日) 

当事業年度 

(平成21年３月31日) 

 無形固定資産   

  電話加入権 7 7 

  借家権 1 1 

  ソフトウエア 17 141 

  リース資産 － 47 

  その他の無形固定資産 36 41 

  無形固定資産合計 62 239 

 投資その他の資産   

  投資有価証券 2,471 1,576 

  関係会社株式 7,482 7,482 

  出資金 4 0 

  関係会社出資金 3,991 4,945 

  従業員長期貸付金 36 32 

  関係会社長期貸付金 － 785 

  繰延税金資産 985 2,221 

  破産更生債権等 3 20 

  敷金及び差入保証金 36 35 

  事業保険掛金 27 27 

  貸倒引当金 △3 △20 

  投資損失引当金 △2,558 △2,183 

  投資その他の資産合計 12,476 14,925 

 固定資産合計 24,315 26,225 

資産合計 89,687 86,020 



 

    

    

                                      (単位：百万円) 

 
前事業年度 

(平成20年３月31日) 

当事業年度 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形 415 341 

  買掛金 12,376 9,132 

  短期借入金 － 1,500 

  1年以内返済長期借入金 2 2 

  リース債務 － 76 

  未払金 1,377 1,086 

  未払費用 1,014 990 

  未払法人税等 258 470 

  前受金 250 66 

  預り金 111 417 

  賞与引当金 720 446 

  設備関係支払手形 899 154 

  その他流動負債 6 0 

  流動負債合計 17,434 14,683 

 固定負債   

  長期借入金 36 32 

  リース債務 － 77 

  長期未払金 2,827 2,084 

  固定負債合計 2,863 2,194 

 負債合計 20,297 16,877 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 35,270 35,270 

  利益剰余金   

   利益準備金 536 746 

   その他利益剰余金   

    別途積立金 28,000 28,000 

    繰越利益剰余金 5,269 5,391 

   利益剰余金合計 33,805 34,138 

  自己株式 △1 △16 

  株主資本合計 69,074 69,391 

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 315 △249 

  評価・換算差額等合計 315 △249 

 純資産合計 69,389 69,142 

負債純資産合計 89,687 86,020 



 

 

 

（２）損益計算書 

                                          (単位：百万円) 

 

前事業年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当事業年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

売上高 72,064 69,964 

売上原価   

 製品期首たな卸高 1,742 1,679 

 当期製品仕入高 34,354 27,134 

 当期製品製造原価 27,727 34,546 

 合計 63,824 63,360 

 他勘定振替高 459 517 

 製品期末たな卸高 1,679 1,813 

 たな卸資産評価損 63 0 

 製品売上原価 61,749 61,030 

売上総利益 10,314 8,934 

販売費及び一般管理費 5,262 4,773 

営業利益 5,052 4,160 

営業外収益   

 受取利息 563 415 

 受取配当金 1,054 1,253 

 雑収入 193 237 

 営業外収益合計 1,811 1,906 

営業外費用   

 支払利息 174 7 

 為替差損 2,954 786 

 雑損失 77 133 

 営業外費用合計 3,206 927 

経常利益 3,657 5,140 

特別利益   

 固定資産売却益 5 3 

 投資有価証券売却益 6 313 

 貸倒引当金戻入額 353 42 

 特別利益合計 365 359 

特別損失   

 固定資産除却損 23 7 

 固定資産売却損 0 － 

 減損損失 234 24 

 投資損失引当金繰入額 149 552 

 生産委託整理損 334 － 

 事業整理損 － 3,520 

 その他 － 0 

 特別損失合計 742 4,105 

税金等調整前当期純利益 3,280 1,394 

法人税、住民税及び事業税 422 610 

法人税等調整額 △809 △1,650 

法人税等合計 △387 △1,040 

当期純利益 3,668 2,434 



 

 

 

（３）株主資本等変動計算書 

                                          (単位：百万円) 

 

前事業年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当事業年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

株主資本   
資本金   

前期末残高 35,270 35,270 
当期変動額   

当期変動額合計 － － 
当期末残高 35,270 35,270 

利益剰余金   
利益準備金   

前期末残高 345 536 
当期変動額   

利益準備金の積立 190 210 
当期変動額合計 190 210 

当期末残高 536 746 
その他の利益剰余金   

別途積立金   
前期末残高 22,000 28,000 
当期変動額   

別途積立金の積立 6,000 － 
当期変動額合計 6,000 － 

当期末残高 28,000 28,000 
特別償却準備積立金   

前期末残高 20 － 
当期変動額   

特別償却準備金取崩 △20 － 
当期変動額合計 △20 － 

当期末残高 － － 
繰越利益剰余金   

前期末残高 9,709 5,269 
当期変動額   

利益準備金の積立 △190 △210 
別途積立金の積立 △6,000 － 
剰余金の配当 △1,908 △2,102 
特別償却準備金取崩 20 － 
当期純利益 3,668 2,434 
株式交換 △29 － 
当期変動額合計 △4,440 122 

当期末残高 5,269 5,391 
利益剰余金合計   

前期末残高 32,075 33,805 
当期変動額   

剰余金の配当 △1,908 △2,102 
当期純利益 3,668 2,434 
株式交換 △29 － 
当期変動額合計 1,729 332 
当期末残高 33,805 34,138 

自己株式   
前期末残高 △229 △1 
当期変動額   

自己株式の取得 △179 △15 
株式交換 407 － 
当期変動額合計 228 △15 

当期末残高 △1 △16 
株主資本合計   

前期末残高 67,116 69,074 
当期変動額   

剰余金の配当 △1,908 △2,102 
当期純利益 3,668 2,434 
自己株式の取得 △179 △15 
株式交換 378 － 
当期変動額合計 1,957 317 

当期末残高 69,074 69,391 



 

 

 

                                          (単位：百万円) 

 

前事業年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当事業年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金   

前期末残高 808 315 
当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △492 △565 
当期変動額合計 △492 △565 

当期末残高 315 △249 
評価・換算差額等合計   

前期末残高 808 315 
当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △492 △565 
当期変動額合計 △492 △565 

当期末残高 315 △249 
純資産合計   
前期末残高 67,924 69,389 
当期変動額   

剰余金の配当 △1,908 △2,102 
当期純利益 3,668 2,434 
自己株式の取得 △179 △15 
株式交換 378 － 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △492 △565 
当期変動額合計 1,465 △247 

当期末残高 69,389 69,142 

 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 

該当事項はありません。 

 

６．その他 

（１）役員の異動 

 

 「役員の異動」につきましては、本日発表の「代表取締役の異動に関するお知らせ」に記載しておりますので、そちら

をご参照ください。 

 



 

 

 

（２）その他 

 

四半期連結損益計算書 

                           (単位：百万円) 

 

当第４四半期会計期間 

（自 平成21年１月１日 

至 平成21年３月31日) 

売上高 17,277 

売上原価 16,501 

売上総利益 776 

販売費及び一般管理費 1,940 

営業損失（△） △1,164 

営業外収益  

 受取利息 39 

 受取配当金 0 

 為替差益 1,435 

 負ののれん償却額 68 

 雑収入 59 

 営業外収益合計 1,603 

営業外費用  

 支払利息 12 

 雑損失 100 

 営業外費用合計 113 

経常利益 325 

特別利益  

 固定資産売却益 8 

 貸倒引当金戻入額 2 

 補助金収入 85 

 その他 0 

 特別利益合計 96 

特別損失  

 固定資産除却損 22 

 固定資産売却損 2 

 減損損失 △0 

 事業整理損 240 

 その他 0 

 特別損失合計 266 

税金等調整前四半期純利益 155 

法人税、住民税及び事業税 421 

法人税等調整額 △31 

法人税等合計 390 

少数株主損失（△） △4 

四半期純損失（△） △230 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                           (単位：百万円) 

 

前第４四半期会計期間 

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年３月31日) 

売上高 29,193 

売上原価 23,700 

売上総利益 5,493 

販売費及び一般管理費 2,734 

営業利益 2,759 

営業外収益  

 受取利息 101 

 受取配当金 0 

 負ののれん償却額 54 

 雑収入 53 

 営業外収益合計 210 

営業外費用  

 支払利息 9 

 為替差損 2,991 

 雑損失 50 

 営業外費用合計 3,050 

経常損失（△） △81 

特別利益  

 固定資産売却益 0 

 投資有価証券売却益 6 

 その他 △0 

 特別利益合計 6 

特別損失  

 固定資産除却損 18 

 固定資産売却損 0 

 減損損失 159 

 生産委託整理損 179 

 特別損失合計 357 

税金等調整前四半期純損失（△） △432 

法人税、住民税及び事業税 386 

法人税等調整額 △787 

法人税等合計 △401 

少数株主損失（△） △30 

四半期純損失（△） △1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

平成21年４月24日 
日本電産サンキョー株式会社 

 
平成21年３月期（第85期）連結決算概要 

 
１． 連結業績の状況                                     （百万円未満切捨て） 
 

当連結会計年度 前連結会計年度 当第４四 半期 前第４四 半期  

自 平成20年４月 １日 
至 平成21年３月31日 

前年 
同期 
増減率 自 平成19年４月 １日 

至 平成20年３月31日 
自 平成21年１月 １日 
至 平成21年３月31日 

前年 
同期 
増減率 自 平成20年１月 １日 

至 平成20年３月31日 

百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 百万円 
売上高 

100,515 △7.8 108,987 17,277 △40.8 29,193 
営業利益 
（△）損失 

4,709 
（4.7％) △50.7 

9,544 
(8.8％) 

△1,164 
（△6.7％) － 

2,759 
（9.5％) 

経常利益 
（△）損失 

4,665 
（4.6％) △31.8 

6,845 
（6.3％) 

325 
（1.9％) － 

△81 
（△0.3) 

当期(四半期) 
純利益(△純損失) 

1,874 
（1.9％) △62.8 

5,041 
（4.6％) 

△230 
（△1.3％) － 

△1 
（△0.0) 

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 １株当たり当期
(四半期)純利益
(△純損失） 9.81 

 
26.42 △1.21 

 
△0.01 

潜在株調整後 
１株当たり当期
(四半期)純利益 

－  － －  － 

（ ）内は、対売上高比率 

２． 連結財政状態 
 
  

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

百万円 百万円 
総 資 産 

98,176 104,547 

純 資 産 74,285 75,787 
％ ％ 

自 己 資 本 比 率 
75.5 72.4 
円 銭 円 銭 １ 株 当 た り 

純 資 産 387.86 395.76 

 

当連結会計年度 
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

前連結会計年度 
自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日 

 百万円 営 業 活 動 に よ る         
キャッシュ・フロー 7,225 11,498 
投 資 活 動 に よ る         
キャッシュ・フロー △5,710 △5,687 
財 務 活 動 に よ る         
キャッシュ・フロー △1,257 △8,517 
現 金 及 び 
現 金 同 等 物 
期 末 残 高 31,163 31,409 
 
３． 配当の状況 
 
 第 ２ 四 半 期 末 期 末 年 間 

円 銭 円 銭 円 銭 
２ ０ 年 ３ 月 期 

5.00 5.00 10.00 

２ 1 年 ３ 月 期 6.00 3.00 9.00 

２２年３月期（予想） 3.00 3.00 6.00 
 
  ※ 連結対象会社 23社  持分法適用会社 －社 
 

連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
＜前期末（平成20年３月）比の異動はありません＞ 

 

keiri
新規スタンプ
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