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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 65,062 △12.5 5,903 22.2 5,915 20.9 3,888 28.6
21年3月期 74,323 △15.5 4,832 △35.1 4,892 △32.1 3,023 △39.5

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 ％ ％ ％

22年3月期 61.87 ― 8.3 9.2 9.1
21年3月期 48.10 ― 6.7 7.8 6.5

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  7百万円

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

22年3月期 70,124 50,443 69.0 770.35
21年3月期 58,787 46,699 76.5 715.47

（参考） 自己資本   22年3月期  48,418百万円 21年3月期  44,968百万円

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

22年3月期 6,612 △4,625 △2,001 8,632
21年3月期 7,124 △4,281 △748 8,775

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 12.50 ― 7.50 20.00 1,257 41.6 2.8
22年3月期 ― 7.50 ― 10.00 17.50 1,099 28.3 2.4

23年3月期 
（予想）

― 10.00 ― 10.00 20.00 25.4

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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

35,000 19.6 4,100 126.8 4,000 145.5 2,350 104.1 37.38

通期 73,000 12.2 9,000 52.4 8,800 48.8 4,950 27.3 78.75
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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） 

(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、38ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 62,954,924株 21年3月期 62,954,924株

② 期末自己株式数 22年3月期  103,495株 21年3月期  103,000株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 49,380 △17.4 1,519 △27.7 2,461 △11.0 1,768 3.8
21年3月期 59,817 △15.0 2,102 △38.4 2,766 △21.8 1,703 △27.8

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

22年3月期 28.13 ―

21年3月期 27.09 ―

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

22年3月期 55,578 36,373 65.4 578.72
21年3月期 46,564 34,882 74.9 554.99

（参考） 自己資本 22年3月期  36,373百万円 21年3月期  34,882百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載されております業績等の予想数字につきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますが、多分に不確定な要素を含んでおり 
ます。従いまして、実際の業績等は、業況の変化などにより上記に記載されている予想とは大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。 
なお、業績予想の前提となる仮定及び業績予想に関する注記事項等につきましては、３ページ「1.経営成績1-（1）経営成績に関する分析」をご参照下さい。
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１．経営成績 

 

 １－（１）経営成績に関する分析 

当連結会計年度における世界経済は、世界同時不況に対する主要各国の景気刺激策な

どによって年度後半から先進主要国で緩やかに回復に向かう一方、中国や東南アジアを

はじめとする新興国では急速な回復ぶりを示しました。 

当社の主力製品の関連市場は、期前半は需要の停滞と販売価格の下落が続きましたが、

カメラメーカー各社の新機能を追加した新製品投入による需要喚起、新興国向け開発製

品の伸長などから期後半には数量ベースで回復に向かい始めました。 

このような情勢の中、当社グループは、収益性の飛躍的向上を狙いとした経営手法 

「ＷＰＲＴＭ（ダブル･プロフィット･レシオ=利益率倍増）」を導入し、部品内製化や購

入部材のコストダウンによる材外費率の改善、海外工場における自働化・省人化をはじ

め事業活動全般にわたる固定費構造の見直し等による企業体質の変革に取り組んでま

いりました。同時に“省エネ・エコ”、“健康・医療”、“安心・安全（セキュリティ）”、

“ハーフプライス”、“軽薄短小”をキーワードにした“スリー新活動（新製品の開発、

新市場の開拓、新顧客の開拓）”を強力に推進する体制を構築し、既存市場に対する深

掘りとも合わせて売上基盤の拡充に注力いたしました。 

その結果、当社グループの当連結会計年度における売上高は前期比 12.5％減の 650

億 62 百万円となりましたが、直近の第 4四半期ではピーク時売上（平成 20 年度第 2 四

半期）の 78%まで回復しております。また、営業利益は 59 億 3 百万円（前期比 22.2％

増）で営業利益率では 9.1％となり、第 3 四半期及び第 4 四半期では二桁の利益率を達

成しております。経常利益は 59 億 15 百万円（同 20.9％増）、当期純利益は 38 億 88 百

万円（同 28.6％増）となりました。 

 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

光学電子機器関連事業 

光学機器関連は、主力のデジタルカメラおよび携帯電話関連製品が前第 4四半期から

低迷しておりましたが、当第 2四半期以降の市場回復と新規受注の取り込みにより、第

3四半期から第4四半期では売上高が前期ピーク時の90％超の水準まで回復しておりま

す。 

デジタルカメラ用シャッターにつきましては、出荷数は前期比で 10 数％伸びたもの

の、主に低価格機種が増加したため、売上高は前期比微減となりました。一方、拡販に

注力したレンズ事業は、引き合い件数が増え、大幅な受注増となりました。 

携帯電話カメラ用シャッターにつきましては、国内向けは堅調に推移したものの、主

に海外向けのシャッター搭載高級機種の販売が頭打ちになったことで前期比大幅な売

上減となりました。 

電子機器関連におけるモーター売上高は、前第 4 四半期を底に前期ピーク時の 70％

台半ばまで回復しました。中でも海外販売が伸長した携帯電話用振動モーターや静音化

技術が好評を博したデジタルカメラ用ズームギヤードモーターが比較的早い売上回復

を示しております。 

部品・金型につきましては、デジタルカメラ市場の回復に加え、第 3四半期後半から

中国工場の設備増強が寄与したこともあり、売上高は前期比増となりました。特にデジ

タルカメラ金属外装、一眼カメラ用切削部品、携帯電話向け部品の受注が伸長しました。 

しかしながら、バックライトにつきましては、大幅な売上減となりました。 

     この結果、光学電子機器関連事業の売上高は前期比 4.8％減の 615 億 59 百万円となり

ましたが、営業利益（全社費用等控除前）は前期比 14.0％増の 81 億 14 百万円となりま

した。 
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    システム機器関連事業 

   システム機器は、前第 4四半期から続く設備投資抑制の影響を受け、液晶関連市場・

実装機関連においては回復の兆しは見られるものの産業機器部門の売上高は前期比大

幅減となりました。その間、当社グループの海外工場向けの自動検査装置・組立装置等

を開発し、内製化や自働化・省人化の推進に寄与いたしました。 

業務用昇華型プリンターにつきましては、「DPB7000」を発売し、新市場への進出を図

っております。 

     この結果、システム機器関連事業の売上高は前期比63.8％減の35億 2百万円となり、

営業利益（全社費用等控除前）は前期比 98.2％減の 6百万円となりました。 

 

今後の見通しにつきましては、個人消費の伸び悩み、円高圧力の継続、デフレ懸念に

よる企業収益力の低下リスクなど、経営環境はいましばらく予断を許さぬ状況が続くも

のと思われます。 

こうした中で当社グループは、今後の市場・顧客動向をはじめとする事業環境の変化

を注意深く見極め、「ＷＰＲＴＭ（ダブル・プロフィット・レシオ）」を更に推進し、未曾

有の厳しい経済情勢においても健全な事業運営を可能とすべく経営基盤の強化を行い、

生産性の改善、コスト競争力の強化、全社員参加による企業体質の改革に努めてまいり

ます。「ＷＰＲＴＭ」経営を基軸として、時代を先取りしたオリジナリティに富む製品を

創出すべくコア技術の更なる深掘りと先進的技術の開発に注力し、“スリー新戦略”と

して掲げた「新製品の開発、新市場の開拓、新顧客の開拓」を加速いたします。同時に

品質革新の遂行、部品内製化による付加価値の向上、省力化、合理化などの原価改善策

を徹底して実行し、マーケット状況に柔軟に対応できる生産体制の再整備等に取り組ん

でまいります。 

 

     なお、次期の業績見通しにつきましては、連結売上高 730 億円、連結営業利益 90 億

円、連結経常利益 88 億円、連結当期純利益 49 億 50 百万円を予想しております。 

為替相場につきましては、引き続き極めて不安定な状況下にありますが、次期の為替

レートは計画上 90 円／１米ドルと想定しております。 

 

次期の事業の種類別セグメントの見通しは次のとおりとなります。 

光学電子機器関連事業 

     光学機器関連は、デジタルカメラおよび携帯電話市場における需要喚起に向けて顧客

ニーズに応える付加価値の高い製品開発に注力してまいります。レンズ事業については、

出荷数・売上高ともに過去 高を見込んでおります。 

また、既存市場（デジタルカメラ、携帯電話）のみならず、優位性をもつ光学技術・

精密部品技術を活かし、セキュリテイ・産業機器等への新たな事業展開を積極的に図っ

てまいります。 

     電子機器関連は、携帯電話用振動モーターの製品ラインナップを充実し、主要顧客別

の戦略を再構築して数量ならびに付加価値確保を図ってまいります。ステッピングモー

ターにつきましては、引き続きブルーレイ市場においてシェアの維持・拡大を見込んで

おります。デジタルカメラ市場へ向けてはＨＤ動画対応におけるズームギヤードモータ

ーの更なる静音化を進めた高性能製品を投入し、トップシェアの維持に努めてまいりま

す。 

     部品・金型事業では、既存製品の深掘りと同時にスリー新分野である車載・医療機器

市場等の成長分野への積極的な展開を加速し、特に中国市場への業容拡大に努めてまい

ります。また、金型事業においても連結子会社コパル・ヤマダ株式会社との連携強化で

一層の拡大を図ります。 
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    システム機器関連事業 

     システム機器関連につきましては、産業界の設備投資の動向を注視しつつ、新たに生

産設備関連製品への進出を図ります。またコア技術の更なる追求と先進技術の開発に注

力し、スリー新を加速いたします。業務用昇華型プリンター（ＤＰＢ）に関しては、今

後の市場ニーズに応え、大手顧客向け商量アップを図るとともに、新たな販路開拓に努

めてまいります。 

 

   〈 業績の予想に関する注意事項 〉 

     この資料に記載されております業績等の予想数字につきましては、現時点で得られた

情報にもとづいて算定しておりますが、多分に不確定な要素を含んでおります。従いま

して、実際の業績等は、業況の変化などによりこの資料に記載されている予想とは大き

く異なる場合がありますことをご承知おきください。 

 

１－（２）財政状態に関する分析 

 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

(資産の部) 

流動資産は、受取手形及び売掛金並びにたな卸資産等が増加したため、前連結会計

年度末に比べて 91 億 75 百万円増の 402 億 80 百万円となりました。固定資産は、生産

設備投資などの有形固定資産取得や投資有価証券の時価上昇等により、前連結会計年

度末に比べて 21 億 61 百万円増の 298 億 44 百万円となりました。 

この結果、当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べて 113 億

37 百万円増加し、701 億 24 百万円となりました。 

(負債の部) 

流動負債は、金融機関からの短期借入を返済しましたが、支払手形及び買掛金等の

増加により、前連結会計年度末に比べて 72 億 52 百万円増加し 180 億 95 百万円となり

ました。固定負債は、繰延税金負債の増加等により、前連結会計年度末に比べて 3 億

40 百万円増加の 15 億 85 百万円となりました。 

この結果、当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて 75 億

93 百万円増加し、196 億 81 百万円となりました。 

(純資産の部) 

当期純利益 38 億 88 百万円の計上に加え、その他有価証券評価差額が増加しました

が、配当金支払や為替換算調整勘定の影響等もあり、前連結会計年度末に比べて 37 億

43 百万円増加の 504 億 43 百万円となりました。 

 

 ②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、86 億 32 百万円となり、前連結会計年度

末と比較して 1億 43 百万円の減少となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益 58 億 24 百万円に加

えて、減価償却費や仕入債務の増加が寄与し、売上債権やたな卸資産の増加があったも

のの、66 億 12 百万円の増加となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、生産設備投資など有形固定資産の取得による

46 億 9 百万円の支払い等で 46 億 25 百万円の減少となりました。 

また、財務活動によるキャッシュ・フローは、金融機関からの短期借入の返済や、配

当金の支払等により 20 億 1 百万円の減少となりました。 
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当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは、下記の通りであります。 

 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 

平成 22 年

3月期 

自己資本比率 59.0％ 62.2% 67.9% 76.5% 69.0%

時価ベースの自己資本比率 140.8% 115.7% 109.4% 69.0% 119.5%

ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ対有利子負債比率 147.8% 227.9% －% 21.6% 7.5%
インタレスト・カバレッジ・レシオ 280.2 114.5 381.9 443.4 433.6

自己資本比率 ：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを使用しています。 

（注４）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

る全ての負債を対象としております。 

 

 

１－（３）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 

     株主配当につきましては、株主への利益還元を充実させていくことを経営上の重要課

題の一つとして位置づけており、「業績に対応した配当」を行うことを基本としつつ、

あわせて配当性向や、今後の事業展開に備えるための内部留保の充実などを勘案して決

定する方針を採っております。この方針に基づき、当期末の配当金は、当期業績を総合

的に勘案し、1株当たり 10 円を予定しております。当期は 1株当たり 7 円 50 銭の中間

配当を実施しておりますので、これにより年間配当金は 1株当たり 17 円 50 銭となりま

す。なお、次期の配当金につきましては年間 1株当たり 20 円を予定しております。 

 

１－（４）事業等のリスク 

①市場変動のリスク 

当社グループは、売上の相当部分をデジタルカメラと携帯電話に使用する製品

に依存しております。当社グループとして製品の多様化を図っておりますが、製

品によってはサイクルが早く、市場変動の激しいものもあり、製品価格の下落や

取引先の在庫調整等による受注変動に係るリスクが内在しております。また、主

力製品に対する代替製品が開発され、需要の低迷をもたらした場合、当社グルー

プの事業、財務状態、経営成績に影響を与える可能性があります。 

 

②主要顧客グループへの集中リスク 

当社グループは、売上高の相当部分をいくつかの主要顧客グループに依存して

おります。主要顧客グループへの集中の結果、主要顧客グループからの注文の著

しい減少、延滞、取消しまたは主要顧客グループに財政難が発生した場合に当社

グループの経営成績、財務状況等に大きな影響があります。 

 

③債権回収リスク 

当社グループは顧客情報の収集や与信管理体制の強化に努めておりますが、日

本のみならず海外との取引が増加傾向にあり、刻々と変化する経済活動の中、想

定外の水準で倒産や債務不履行が発生、または顧客が計画どおりに支払いできな

い状況に陥った場合、当社グループの事業、経営成績、財務状況に悪影響を与え

る可能性があります。 
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④社会的信用に関するリスク 

当社グループの製品は、技術革新に伴うより高度な製品の構成部品として使用

されるようになり、多くの消費者向け製品に使用されております。そのような製

品の万一の故障は消費者の苦情、不良品回収、及び訴訟につながりかねませんが、

製品の故障が当社グループの製品やデザインに起因する恐れの生じた場合、顧客

との論争に発展し、当社グループのブランドが傷つき、経営成績においても、販

売の落込みや不良品回収等の損失費用により悪影響を与える可能性があります。 

 

⑤海外進出に潜在するリスク 

当社グループの生産拠点は、タイ、マレーシア、フィリピン、ベトナム、中国

などアジア地域が中心となっております。これらの生産拠点には、「予期しえない

法規制の変更」「不安定な政治、経済要因」「人材の採用と確保の難しさ」「人件費

上昇」「テロ、戦争等の社会的混乱」「潜在的に不利な税の影響」等のリスクが内

在しております。 

 

⑥為替変動によるリスク 

当社グループの事業は、日本のみならず海外との取引が増大しております。海外

子会社は母国通貨並びに外国通貨を取引条件として使用しており、大幅な為替レー

トの変動は、当社グル－プの事業に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑦偶発的なリスク 

当社グループはリスク管理委員会やシステムリスク管理委員会を設置し、様々な

リスク管理や情報セキュリティ体制等の整備に努めておりますが、次にあげる主要

な項目により営業活動の停止と膨大な費用増加等により、当社グループの事業に大

きく悪影響を及ぼす可能性があります。 

・ 短期間でおこる主要な注文のキャンセルまたは日程変更 

・ 単一または限られた資源から得た部品や原料のコスト変動や調達量変動の可

能性 

・ 国内外にて発生する地震、戦争、テロ行為を含む自然及び人的災害や新型イン

フルエンザウィルスを含む感染症の発生 

・ 停電、コンピュータウィルスに起因するシステム障害などの被害 

 

⑧知的財産権にかかるリスク 

当社グループは自社技術の一部を特許権等の知的財産権による保護に努めると

ともに、第三者保有の権利を尊重することを基本としております。しかしながら、

日本国内外における特許権等の取得、維持ならびに行使、あるいは第三者の権利に

対し当社グループとして配慮に努めたにもかかわらず、予期しない主張の下、第三

者からの特許権侵害の申立てやその利用に対する支払い等、知的財産権にかかる手

続き・係争に伴う多大な費用を発生させる可能性があります。 

 

⑨法令・規制に係るリスク 

当社グループの事業は、事業運営を行っている国内外における法令、規制、政策、

行動規範の変化及び解釈の差異に起因するコンプライアンスリスクを負っており

ます。環境規制や金融商品取引法等の解釈に相違を来した場合、監督官庁からの追

徴金、罰金、社会的制裁、信用毀損、営業停止、さらには営業許可の剥奪により当

社グループの事業が深刻な影響を受ける可能性があります。 
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⑩経済状況の変動 

世界市場の景気後退や顧客の購買意欲の低下は、当社グループの製品の需要が低

下し、事業、経営成績、財務状況に悪影響を与える可能性があります。 
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２．企業集団の状況 
 
 当社グループ（当社及び子会社 13 社）は、当社の親会社である日本電産㈱の企業グルー

プに属しております。当社グループは、光学電子機器、システム機器等の製造販売を主な

内容とし、更に各事業に関連する研究開発等の事業活動を行っております。 
 

 

得意先への製品販売等 
太枠は連結子会社 

（凡例）

製品、部品等の供給 

   ㈱コパル研究所 

日本電産コパル･ 
       タイランド㈱

製造・販売会社

日本電産コパル･ 
        マレーシア㈱

日本電産コパル･ 
       ベトナム会社

日本電産科宝 
     (浙江)有限公司

日本電産コパル・ 
   フィリピン㈱

製造・販売会社 

［親会社］ 

日 本 電 産 ㈱ 

日本電産科寶 
   (香港)有限公司

日本電産コパル･ 
  ヨーロッパ有限会社 

米国日本電産コパル㈱ 

科宝光電機器 
    (上海)有限公司

販売会社・部品調達会社 

コパル・ヤマダ 
   ベトナム会社

得 
 
 
 
 
意 
 
 
 
 
先 

  
システム機器 
 関連事業 

その他 

光学電子機器 
関連事業 

日本電産コパル 
       精密部品㈱

製造会社 

コパル・ヤマダ㈱ 

［当  社］ 

製造・販売会社 

日本電産コパル㈱　（7756）　平成22年3月期　決算短信

- 9 -



 

 

３．経営方針 

 

３－（１）会社の経営の基本方針 

当社グループは、独創的かつ高度な技術および製品の開発・生産・提供によって顧客

の利便性向上に努めると同時に広く社会に貢献することを志し、また、「高成長、高収

益、高株価」を実現する企業を目指し、全社にわたって企業価値を極大化すべく、以下

の経営基本方針を掲げております。 

①利益率重視の経営（売上より利益、利益よりキャッシュフロー） 

②オプトメカトロニクス（光学・電子・精密）を軸に事業展開 

③人材の強化・育成 

これらの基本方針に基づき、企業体質の強化、経営基盤の拡充、事業の拡大に努めて

おります。 

 

３－（２）目標とする経営指標 

   当社グループは本業の実力をみるうえで「売上高営業利益率」を重視した新たな経営

手法「ＷＰＲＴＭ（ダブル・プロフィット・レシオ）」を導入し、いかなる不況下でも黒

字を維持し、平時においては従来の営業利益率を倍増させることを目標としており、ハ

ーフエコノミー時代における優良企業づくりに向け、現在、着実な収益性の改善成果を

あげてきております。 

 

３－（３）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、光学機器事業、電子機器事業、部品事業、システム・産業機器事業

の４本の基幹事業に加え、コア事業領域であるデジタルカメラ、携帯電話分野で培った

オプトメカトロニクス技術を基本として第５、第６の柱となる事業の創出を目指します。 

  ①事業部門別戦略 

光学機器部門は、祖業であるカメラ事業の更なる発展（深掘りと周辺市場開拓）で一

段の飛躍を目指します。特にレンズ関連製品では引続き市場規模の見込めるデジタルカ

メラ市場はもとより、今後中長期的に成長の見込めるセキュリティ・産業機器・車載機

器市場等に向けて光学ユニットの新製品やシステム製品を積極展開し、新たな柱として

まいります。 

電子機器部門では、高収益製品への転換を狙い、モーターにギアとセンサー等を組み

合わせた複合モーターをはじめ、振動モーターの新製品開発によるマーケットシェアの

拡大、更にテーマ性のある成長市場に積極展開してまいります。 

部品部門は、デジタルカメラ市場で金属外装品・デジタル一眼カメラ鏡筒用切削部品

のシェアアップと周辺部品の深掘りを図る一方、精密金型から表面処理・組立までの一

貫生産体制の強みを生かし“エコ”、“医療”、“軽薄短小”といった、今後の成長が期待

できる新市場への参入を目指します。 

システム・産業機器部門は、搬送・大型設備製造・画像認識技術等を活用して、自働

化・省力化設備機械、品質検査設備等を自社工場に提供し生産性向上に貢献していくと

ともに、その技術とノウハウを活かした新たな事業を創出してまいります。 

  ②Ｍ＆Ａ戦略 

各事業部門別戦略の早期実現のため、Ｍ＆Ａも視野に入れて事業規模拡大や競争力強

化を図ってまいります。 

  ③拠点戦略 

特定の地域に集中することによるカントリーリスクを回避しつつ、 適な海外生産拠

点及び営業拠点の展開を推進してまいります。 
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３－（４）会社の対処すべき課題 

①高収益事業構造への変革 

「ＷＰＲＴＭ」プロジェクトを継続して取り組んでまいります。日常的な改善に加

え、全社員の参画によって事業構造改革を推進し、既存事業の見直し、 適な組織

形態への変更、生産拠点戦略の再構築等を実施するとともに、各生産拠点における

自働化・省人化の推進、検査ラインのシステム化による品質改善、内製化の加速等

様々な抜本的改革に努めます。 

②技術開発体制の強化と推進 

コア事業の周辺事業への進出として、レンズ事業の本格的拡充、精密小型モータ

ー事業の強化をはじめ、新技術の開発と導入、複合化を図ることで他社との差別化

を推進してまいります。 

③持続的な成長戦略の推進 

成長のキーワードであります、 “エコ・省エネ”、“健康・医療”、“安心・安全”、

“軽薄短小”、“ハーフプライス”をキーワードにスリー新活動を強力に展開してお

ります。新規事業開発本部の設置、営業部門の２統括制への変更とマーケティング

機能を強化した販売促進部を新設し、新市場開拓を強力に推進してまいります。 

また、加速度的な成長を目的としたＭ＆Ａは、業界でのＮｏ．１の地位を目指し、

積極的に取り組んでまいります。 

④グローバル体制の充実とグローバルに活躍できる人材育成・強化 

新卒・中途での積極的な人材の採用、国籍に囚われない人材育成・強化に努め、

実力実績主義に基づいた人事制度・採用基準・教育プログラムの充実を図り、組織

の活性化を進めてまいります。 

また、東南アジアや中国における生産・販売拠点を拡充し、国際競争力を高めて

いく所存です。 

 

３－（５）その他、会社の経営上重要な事項 

 

該当事項はありません。 

 

 

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。 
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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21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,860 4,060

受取手形及び売掛金 15,613 19,601

商品及び製品 587 461

仕掛品 2,039 5,802

原材料及び貯蔵品 2,319 4,229

繰延税金資産 836 982

関係会社預け金 3,914 4,572

その他 943 585

貸倒引当金 △9 △14

流動資産合計 31,105 40,280

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1  6,077 ※1  6,004

機械装置及び運搬具（純額） ※1  7,113 ※1  7,039

工具、器具及び備品（純額） ※1  2,921 ※1  3,925

土地 3,640 3,667

リース資産（純額） ※1  135 ※1  95

建設仮勘定 309 516

有形固定資産合計 20,198 21,249

無形固定資産 194 197

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  1,643 ※2  2,771

出資金 ※2  59 ※2  59

繰延税金資産 314 354

前払年金費用 5,088 5,035

その他 1,036 1,027

貸倒引当金 △853 △852

投資その他の資産合計 7,290 8,396

固定資産合計 27,682 29,844

資産合計 58,787 70,124

日本電産コパル㈱　（7756）　平成22年3月期　決算短信

- 12 -



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,740 13,394

短期借入金 1,400 400

リース債務 56 48

未払法人税等 198 1,423

賞与引当金 745 806

その他 1,701 2,022

流動負債合計 10,843 18,095

固定負債   

リース債務 81 49

繰延税金負債 441 857

退職給付引当金 526 541

債務保証損失引当金 17 17

負ののれん 90 38

その他 86 79

固定負債合計 1,244 1,585

負債合計 12,087 19,681

純資産の部   

株主資本   

資本金 ※3  11,080 ※3  11,080

資本剰余金 12,524 12,524

利益剰余金 22,874 25,820

自己株式 ※4  △166 ※4  △167

株主資本合計 46,312 49,257

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △150 514

為替換算調整勘定 △1,192 △1,354

評価・換算差額等合計 △1,343 △839

少数株主持分 1,730 2,024

純資産合計 46,699 50,443

負債純資産合計 58,787 70,124
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 74,323 65,062

売上原価 ※2  63,398 ※2  53,832

売上総利益 10,925 11,229

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  6,092 ※1, ※2  5,325

営業利益 4,832 5,903

営業外収益   

受取利息 40 23

受取配当金 60 38

負ののれん償却額 3 2

持分法による投資利益 7 －

固定資産賃貸料 49 46

助成金収入 － 105

その他 117 75

営業外収益合計 280 291

営業外費用   

支払利息 16 14

為替差損 162 135

一時帰休労務費 － 114

その他 42 15

営業外費用合計 220 280

経常利益 4,892 5,915

特別利益   

固定資産売却益 ※3  16 ※3  33

外国付加価値税還付額 43 －

その他 － 0

特別利益合計 59 33

特別損失   

固定資産除売却損 ※4  102 ※4  123

リース会計基準変更に伴う過年度修正損 3 －

投資有価証券売却損 0 －

投資有価証券評価損 502 －

その他 2 0

特別損失合計 609 124

税金等調整前当期純利益 4,342 5,824

法人税、住民税及び事業税 799 1,808

法人税等調整額 439 △203

法人税等合計 1,239 1,605

少数株主利益 78 330

当期純利益 3,023 3,888
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（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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 11,080 11,080

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 11,080 11,080

資本剰余金   

前期末残高 12,524 12,524

当期変動額   

自己株式の処分 － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 12,524 12,524

利益剰余金   

前期末残高 21,390 22,874

当期変動額   

剰余金の配当 △1,539 △942

当期純利益 3,023 3,888

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 1,483 2,946

当期末残高 22,874 25,820

自己株式   

前期末残高 △165 △166

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 △166 △167

株主資本合計   

前期末残高 44,829 46,312

当期変動額   

剰余金の配当 △1,539 △942

当期純利益 3,023 3,888

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 1,482 2,945

当期末残高 46,312 49,257
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 506 △150

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △657 665

当期変動額合計 △657 665

当期末残高 △150 514

為替換算調整勘定   

前期末残高 △214 △1,192

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △977 △161

当期変動額合計 △977 △161

当期末残高 △1,192 △1,354

評価・換算差額等合計   

前期末残高 292 △1,343

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,635 503

当期変動額合計 △1,635 503

当期末残高 △1,343 △839

少数株主持分   

前期末残高 1,425 1,730

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 305 294

当期変動額合計 305 294

当期末残高 1,730 2,024

純資産合計   

前期末残高 46,547 46,699

当期変動額   

剰余金の配当 △1,539 △942

当期純利益 3,023 3,888

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,330 797

当期変動額合計 152 3,743

当期末残高 46,699 50,443
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（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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 4,342 5,824

減価償却費 3,603 3,336

持分法による投資損益（△は益） △7 －

負ののれん償却額 △3 △2

退職給付引当金の増減額（△は減少） △75 16

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 3

その他の引当金の増減額（△は減少） △193 53

リース会計基準変更に伴う過年度修正損 3 －

投資有価証券評価損益（△は益） 502 －

受取利息及び受取配当金 △101 △62

支払利息 16 14

投資有価証券売却損益（△は益） 0 －

固定資産除売却損益（△は益） 86 90

売上債権の増減額（△は増加） 8,218 △4,038

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,709 △5,429

未収入金の増減額（△は増加） △363 460

仕入債務の増減額（△は減少） △7,201 6,696

未収還付法人税等の増加額 △420 －

未払金の増減額（△は減少） △404 86

破産更生債権等の増減額（△は増加） 0 1

その他 △1,058 △308

小計 8,651 6,743

利息及び配当金の受取額 103 62

利息の支払額 △16 △15

法人税等の支払額 △1,614 △599

法人税等の還付額 － 421

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,124 6,612
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の売却による収入 0 －

固定資産の取得による支出 △4,356 △4,609

固定資産の売却による収入 74 127

貸付金の回収による収入 0 0

事業譲受による支出 － △150

その他 △0 5

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,281 △4,625

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） 1,000 △1,000

自己株式の売却による収入 0 －

長期借入金の返済による支出 △150 －

自己株式の取得による支出 △1 △0

リース債務の返済による支出 △57 △57

配当金の支払額 △1,539 △942

財務活動によるキャッシュ・フロー △748 △2,001

現金及び現金同等物に係る換算差額 △190 △128

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,903 △143

現金及び現金同等物の期首残高 6,608 8,775

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 263 －

現金及び現金同等物の期末残高 ※  8,775 ※  8,632
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 該当事項はありません。 

  

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 

(1） 当連結財務諸表に含まれた連結子会社は次の11社

であります。 

日本電産コパル精密部品㈱ 

日本電産コパル・タイランド㈱ 

日本電産コパル・マレーシア㈱ 

日本電産コパル・フィリピン㈱ 

日本電産コパル・ベトナム会社 

日本電産科宝（浙江）有限公司 

科宝光電機器（上海）有限公司 

米国日本電産コパル㈱ 

日本電産科寶（香港）有限公司 

コパル・ヤマダ㈱ 

コパル・ヤマダ ベトナム会社 

 当社持分法適用会社であるコパル・ヤマダ株式会

社の第三者割当増資による新株式の引受により、当

連結会計年度からコパル・ヤマダ株式会社及びコパ

ル・ヤマダ ベトナム会社は当社の持分法適用会社

から連結子会社となりました。 

１．連結の範囲に関する事項 

(1） 当連結財務諸表に含まれた連結子会社は次の11社

であります。 

日本電産コパル精密部品㈱ 

日本電産コパル・タイランド㈱ 

日本電産コパル・マレーシア㈱ 

日本電産コパル・フィリピン㈱ 

日本電産コパル・ベトナム会社 

日本電産科宝（浙江）有限公司 

科宝光電機器（上海）有限公司 

米国日本電産コパル㈱ 

日本電産科寶（香港）有限公司 

コパル・ヤマダ㈱ 

コパル・ヤマダ ベトナム会社 

(2） 連結の範囲から除外した非連結子会社は、㈱コパ

ル研究所他であります。 

 非連結子会社は、いずれも小規模であり、総資

産・売上高・当期純損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財

務諸表に重要な影響を及ぼしていないので連結から

除外しております。 

(2)                    同左 

２．持分法の適用に関する事項 

(1)  非連結子会社㈱コパル研究所他に対する投資につ

いては、それぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及

ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性

がないため持分法を適用せず原価法により評価して

おります。  

２．持分法の適用に関する事項 

同左 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 日本電産科宝（浙江）有限公司及び科宝光電機器

（上海）有限公司の決算日は12月31日であります。連

結財務諸表の作成に当たって、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おります。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項  

同左 
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前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

(イ）有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

(イ）有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

時価のないもの 

移動平均法に基づく原価法 

時価のないもの 

同左 

(ロ）たな卸資産 

製品・原材料・仕掛品 

 当社及び国内連結子会社は総平均法に基づく

原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切り下げの方法により算定）を、また、

在外連結子会社は移動平均法による低価法を採

用しておリます。 

(ロ）たな卸資産 

製品・原材料・仕掛品 

同左 

貯蔵品 

 当社及び国内連結子会社は 終仕入原価法に

基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切り下げの方法により算定）を、

また、在外連結子会社は 終仕入原価法による

低価法を採用しております。 

（会計方針の変更） 

 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）を適用しております。 

これにより、営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純利益に与える影響はありません。 

貯蔵品 

同左 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

（イ）有形固定資産（リース資産を除く） 

 当社及び国内連結子会社は定率法を採用しており

ます。 

 ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物

（付属設備を除く）については、定額法を採用して

おります。 

海外連結子会社は定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物及び構築物     3年～65年 

機械装置及び運搬具   5年～10年 

工具、器具及び備品   2年～20年 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

（イ）有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 
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前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（追加情報） 

 機械装置の耐用年数について、平成20年度税制

改正を契機に見直したことにより、耐用年数を２

～15年としておりましたが、当連結会計年度より

５～10年に変更しております。 

 これにより営業利益、経常利益及び税金等調整

前当期純利益は、それぞれ30百万円減少しており

ます。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇

所に記載しております。  

  

（ロ）無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 

（ロ）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

（ハ）リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法を採用しております。 

（ハ）リース資産 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 

(イ）貸倒引当金 

 売掛金、貸付金等の債権の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

(3）重要な引当金の計上基準 

(イ）貸倒引当金 

同左 

(ロ）賞与引当金 

 従業員に対する賞与支給に備えるため、支給見

込額のうち当連結会計年度の負担額を計上してお

ります。  

(ロ）賞与引当金 

同左 

    

(ハ）退職給付引当金 

 従業員に対する退職給付に備えるため、当連結

会計年度末における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、退職給付引当金または前払年金

費用を計上しております。 

 数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時

における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理してお

ります。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額

法により処理しております。 

(ハ）退職給付引当金 

同左 

(ニ）債務保証損失引当金 

 債務保証に係る損失に備えるため、被保証先の

財政状態等を個別に勘案し、損失負担見込額を計

上しております。 

(ニ）債務保証損失引当金 

同左 
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前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の

基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

しております。なお、在外子会社等の資産及び負債

は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘

定及び少数株主持分に含めて計上しております。 

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の

基準 

同左 

(6）重要なヘッジ会計の方法 

(イ）ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。 

(6）重要なヘッジ会計の方法 

(イ）ヘッジ会計の方法 

同左 

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：為替予約 

ヘッジ対象：外貨建金銭債権・債務 

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

(ハ）ヘッジ方針 

当社の社内規程に基づき、為替変動リスクをヘッ

ジしております。 

(ハ）ヘッジ方針 

同左 

(ニ）有効性評価の方法 

 ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間に

おいて、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累

計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断し

ております。 

(ニ）有効性評価の方法 

同左 

(7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

(7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

同左 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時

価評価法を採用しております。  

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

６．のれん及び負ののれん償却に関する事項 

のれん及び負ののれん償却については、20年間の定額

法により償却を行っております。 

６．のれん及び負ののれん償却に関する事項 

同左  

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

 なお、グループ全体での資金運用、調達を行うた

め、日本電産㈱へ預託しているＣＭＳ預け金3,914百

万円を資金の範囲に含めております。 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

 なお、グループ全体での資金運用、調達を行うた

め、日本電産㈱へ預託しているＣＭＳ預け金4,572百

万円を資金の範囲に含めております。 
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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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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おり

ましたが、当連結会計年度より「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））及び「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方法に準じた会計処理によっており

ます。 

この変更による営業利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益に与える影響は軽微であります。 

  

――――――― 

（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） 

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、連結決算上必要な修

正を行っております。 

 なお、この変更による営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純利益に与える影響は軽微であります。 

  

――――――― 

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（連結貸借対照表） 

「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」に区分掲記しております。 

なお、前連結会計年度の「たな卸資産」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

969百万円、3,149百万円、2,561百万円であります。 

（連結損益計算書）  

「一時帰休労務費」は、前連結会計年度まで営業外費用の

「その他」に含めて表示しておりましたが、営業外費用の

総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。 

なお、前連結会計年度における「一時帰休労務費」の金額

は21百万円であります。 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

※１．有形固定資産から直接控除した減価償却累計額 

28,527百万円

※２．非連結子会社及び関連会社に係る注記 

※１．有形固定資産から直接控除した減価償却累計額 

 31,026百万円

※２．非連結子会社及び関連会社に係る注記 

投資有価証券 10百万円

出資金  39

投資有価証券     10百万円

出資金     39 

※３．当社の発行済株式総数は、普通株式62,954,924株で

あります。 

※３．当社の発行済株式総数は、普通株式62,954,924株で

あります。 

※４．当社が保有する自己株式の数は、普通株式103,000

株であります。 

※４．当社が保有する自己株式の数は、普通株式103,495

株であります。 

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目 ※１．販売費及び一般管理費の主要な費目 

給料手当等 1,567百万円

荷造運送費     1,044 

給料手当等     1,478百万円

荷造運送費     798 

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

2,647百万円 

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

2,287百万円 

※３．固定資産売却益の内訳 ※３．固定資産売却益の内訳 

建物及び構築物 3百万円

機械装置及び運搬具  8

土地  3

その他  1

計  16

建物及び構築物 0百万円

機械装置及び運搬具     22 

工具・器具及び備品     10 

計  33

※４．固定資産除売却損の内訳 ※４．固定資産除売却損の内訳 

建物及び構築物 10百万円

機械装置及び運搬具  69

工具、器具及び備品  22

計  102

建物及び構築物     2百万円

機械装置及び運搬具     97 

工具、器具及び備品     24 

その他     0 

計  123
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前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加1,220株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少86株は、単元未満株式の買増請求による売渡であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式                     

普通株式  62,954,924 - -  62,954,924

合計  62,954,924 - -  62,954,924

自己株式                     

普通株式 （注）１，２  101,866  1,220  86  103,000

合計  101,886  1,220  86  103,000

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１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  754 12.00 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  785 12.50 平成20年9月30日 平成20年12月5日 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年5月16日 

取締役会 
普通株式  471 利益剰余金 7.50 平成21年3月31日 平成21年6月3日 
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当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加495株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項  

 該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式                     

普通株式 62,954,924     －  －     62,954,924 

合計 62,954,924 － － 62,954,924 

自己株式                     

普通株式 （注）１  103,000  495 － 103,495 

合計 103,000 495 － 103,495 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年5月16日 

取締役会 
普通株式     471 7.50 平成21年3月31日 平成21年6月3日 

平成21年10月26日 

取締役会 
普通株式     471 7.50 平成21年9月30日 平成21年12月7日 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成22年5月15日 

取締役会 
普通株式     628 利益剰余金 10.00 平成22年3月31日 平成22年6月2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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係 

※  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係 

（平成21年３月31日現在）

現金及び預金勘定 4,860百万円

関係会社預け金（注）  3,914

預入期間が3ヶ月を 

超える定期預金  
－ 

現金及び現金同等物  8,775

（平成22年３月31日現在）

現金及び預金勘定 百万円4,060

関係会社預け金（注）   4,572

預入期間が3ヶ月を 

超える定期預金  
－ 

現金及び現金同等物  8,632

(注) 関係会社預け金については、連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金の範囲に記載のとおり、現金及

び現金同等物（資金）の範囲に含めております。 

(注) 関係会社預け金については、連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金の範囲に記載のとおり、現金及

び現金同等物（資金）の範囲に含めております。 
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当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1)金融商品に対する取組方針  

 当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については親会社又は

銀行より借入れる方針であります。デリバティブは、将来の為替・金利変動によるリスク回避を目的とし

ており、投機的な取引は行わない方針であります。 

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制  

 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関して

は、与信管理規程に従い、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高

を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会

社についても、当社の与信管理規程に準じて、同様の管理を行っております。また、グローバルに事業を

展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則

として外貨建ての営業債務をネットしたポジションについて、為替予約を利用してヘッジしております。

 投資有価証券である株式は、主に業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格のリスクに晒さ

れておりますが、定期的に把握された時価が担当取締役に報告されております。  

 営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど１年以内の支払期日であります。また、その一部は、

原材料等輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨

建て売掛金残高の範囲内にあります。 

 借入金、ファイナンス・リース取引に係る債務は、短期資金運用及び設備投資に必要な資金の調達を目

的としたものであり、期間は 長で５年であります。 

 デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とし

た先物為替予約取引であります。取引の執行・管理につきましては、取引権限を定めた社内規定に従って

行い、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するため、格付けの高い金融機関との

み取引を行います。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の

評価方法等については、前述の「会計処理基準に関する事項」に記載されている「重要なヘッジ会計の方

法」をご覧下さい。 

(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 「２．金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その

金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 

  

（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

ファイナンス・リース取引 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

ファイナンス・リース取引 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

 ① リース資産の内容 

  有形固定資産 

 ① リース資産の内容 

  有形固定資産 

 主として、ホストコンピュータ及びコンピュータ端

末機「工具、器具及び備品」であります。 

  

 ② リース資産の減価償却の方法 

 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「４.会計処理基準に関する事項 （２）重要な減価

償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりでありま

す。 

同左 

  

  

 ② リース資産の減価償却の方法 

同左 

（金融商品関係）
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２．金融商品の時価等に関する事項 

 平成22年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい

て、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれており

ません。 

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

 資産 

 （１）現金及び預金、（２）受取手形及び売掛金並びに（３）関係会社預け金 

    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ

ております。  

 （４）投資有価証券 

    これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。 

なお、有価証券はその他有価証券として保有しております。詳細については注記事項「有価証券

関係」をご参照下さい。 

 負債 

 （１）支払手形及び買掛金、（２）短期借入金並びに（４）未払法人税等 

    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ

ております。  

 （３）リース債務（流動負債）及び（５）リース債務（固定負債） 

    時価については、元利金の合計額をリース取引を行った場合に想定されるで利率で割り引いた現

在価値により算定しております。 

（注２）非上場株式（連結貸借対照表計上額10百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロ

ーを見積もることなどが出来ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有価証

券」には含めておりません。 

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

  

連結貸借対照表計上額 

（百万円）  
時価（百万円）  差額（百万円） 

(1)現金及び預金 4,060 4,060  － 

(2)受取手形及び売掛金 19,601 19,601  － 

(3)関係会社預け金 4,572 4,572  － 

(4)投資有価証券 2,771 2,771  － 

 資産計 31,005 31,005  － 

(1)支払手形及び買掛金 13,394 13,394  － 

(2)短期借入金 400 400  － 

(3)リース債務（流動負債） 48 48  － 

(4)未払法人税等  1,423 1,423  － 

(5)リース債務（固定負債） 49 49  － 

 負債計 15,316 15,316  － 

   １年以内（百万円） 

 現金及び預金  4,060 

 受取手形及び売掛金  19,601 

 関係会社預け金  4,572 

 合計 28,233 
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（注４）金銭債務の連結決算日後の償還予定額  

   

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び

「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）を適

用しております。  

  

  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券  

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

   １年以内（百万円） １年超５年以内（百万円） 

 支払手形及び買掛金 13,394 － 

 短期借入金 400 － 

 リース債務（流動負債） 48 － 

 未払法人税等 1,423 － 

 リース債務（固定負債） － 49  

 合計 15,266 49  

（有価証券関係）

  種類

前連結会計年度（平成21年３月31日） 当連結会計年度（平成22年３月31日）

取得原価
（百万円） 

連結貸借対照
表計上額 
（百万円） 

差額
（百万円） 

取得原価
（百万円） 

連結貸借対照
表計上額 
（百万円） 

差額
（百万円） 

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの 

(1）株式 120 170 49   1,647     2,516     859 

(2）その他 - - -     14     22     7 

小計 120 170 49     1,661     2,538     867 

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの 

(1）株式     1,744 1,438 △305         217     212     △5 

(2）その他     14     14     -         -         -         - 

小計     1,758     1,453 △305         217         212     △5 

合計     1,879     1,623 △255       1,879        2,751     872 

前連結会計年度 
（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

売却額 
（百万円） 

売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額
（百万円） 

売却額
（百万円） 

売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額
（百万円） 

 0     -  0     －     －     － 

  
前連結会計年度（平成21年３月31日） 当連結会計年度（平成22年３月31日）

連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）子会社株式及び関連会社株式  10     10 

(2）その他有価証券           

非上場株式  10     10 
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該当事項はありません。  

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けており

ます。 

２．退職給付債務に関する事項 

３．退職給付費用に関する事項 

  

 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

該当事項はありません。 

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）

    
前連結会計年度

（平成21年３月31日） 
当連結会計年度

（平成22年３月31日） 

(1) 退職給付債務（百万円）  △3,390     △3,296 

(2) 年金資産（百万円）  4,968     6,956 

(3) 未積立退職給付債務(1)＋(2)（百万円）  1,578     3,659 

(4) 未認識数理計算上の差異（百万円）  3,384     1,034 

(5) 未認識過去勤務債務(債務の減額)（百万円）  △401     △200 

(6) 
連結貸借対照表計上額純額(3)＋(4)＋(5) 

（百万円） 
 4,561     4,493 

(7) 前払年金費用（百万円）  5,088     5,035 

(8) 退職給付引当金(6)－(7)（百万円）  △526     △541 

  
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

退職給付費用（百万円）  32     366 

(1）勤務費用（百万円）  189     190 

(2）利息費用（百万円）  90     76 

(3）期待運用収益（減算）（百万円）  222     149 

(4）数理計算上の費用処理額（百万円）  175     448 

(5）過去勤務債務の処理額（百万円）  △200     △200 

  
前連結会計年度

（平成21年３月31日） 
当連結会計年度

（平成22年３月31日） 

(1）割引率（％）  2.3     2.3  

(2）期待運用収益率（％）  3.0     3.0 

(3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

(4）数理計算上の差異の処理年数（年）  10     10 

(5）未認識過去勤務債務の処理年数（年）  10     10 

（ストック・オプション等関係）
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（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産（流動） （百万円）

棚卸資産評価損 396     

賞与引当金 285     

未払事業税 17     

その他 137     

計 836     

繰延税金資産（固定）          

退職給付引当金 196     

貸倒引当金 160     

債務保証損失引当金 7     

会員権等評価損 41     

その他有価証券評価差額金 104     

その他 245     

繰延税金負債（固定）との相殺 △441     

計 314     

繰延税金負債（固定）          

前払年金費用 △915     

その他 32     

繰延税金資産（固定）との相殺 441     

計 △441     

繰延税金資産（負債）の純額 709     

繰延税金資産（流動） （百万円）

棚卸資産評価損 497     

賞与引当金 309     

未払事業税 96     

その他 78     

計 982     

繰延税金資産（固定）     

退職給付引当金 210     

貸倒引当金 161     

債務保証損失引当金 7     

会員権等評価損 41     

その他 295     

繰延税金負債（固定）との相殺 △360     

計 354     

繰延税金負債（固定）          

前払年金費用 △860     

その他有価証券評価差額金 △357     

繰延税金資産（固定）との相殺 360     

計 △857     

繰延税金資産（負債）の純額 479     

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

  

法定実効税率 41.0％

(調整)     

租税条約による優遇措置  △3.3

海外子会社との税率差異  △6.2

外国税額控除  △6.8

受取配当金等の永久差異  6.0

持分法投資損益  △0.1

試験研究費税額控除  △0.5

未分配利益の税効果  △2.2

その他  0.7

税効果会計適用後の法人税等の負担率  28.6

法定実効税率     41.0％

(調整)     

租税条約による優遇措置     △3.7 

海外子会社との税率差異     △9.7 

外国税額控除     △1.1 

受取配当金等の永久差異     1.2 

外国子会社等の配当等に係る源泉税 

損金不算入額 
    0.8 

試験研究費税額控除     △0.3 

未分配利益の税効果     0.5 

過年度法人税等還付     △0.7 

その他     △0.4 

税効果会計適用後の法人税等の負担率     27.6 
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  
光学電子機器
関連事業 
（百万円） 

システム機器
関連事業 
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益                              

売上高                              

(1）外部顧客に対する売上高  64,657  9,665  74,323  -  74,323

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 86  -  86 (    ) 86  -

計  64,744  9,665  74,410  (     ) 86  74,323

営業費用  57,623  9,281  66,905  2,584  69,490

営業利益  7,120  383  7,504 (     ) 2,671  4,832

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

支出 
                             

資産  42,879  5,732  48,611  10,175  58,787

減価償却費  3,224  165  3,390  213  3,603

資本的支出  3,578  62  3,640  181  3,822

  
当連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  
光学電子機器
関連事業 
（百万円） 

システム機器
関連事業 
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益                       

売上高                          

(1）外部顧客に対する売上高     61,559     3,502     65,062     －     65,062 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
    87     10     97 (        97)     － 

計     61,647     3,512     65,160 (        97)     65,062 

営業費用     53,532     3,506     57,038     2,119     59,158 

営業利益     8,114     6     8,121 (     2,217)     5,903 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

支出 
                         

資産     54,886     4,375     59,262     10,862     70,124 

減価償却費     3,025     114    3,139     197     3,336 

資本的支出    4,651     3     4,654     40     4,694 
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（注）１．事業区分は、市場及び販売方法の類似性により下記の事業区分によっております。 

２．各事業の主な製品 

３．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、 

当    期    2,217百万円 

前    期   2,669百万円 

であり、その主なものは、親会社の本社部門及び基礎研究に係る費用であります。 

４．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、 

当    期   11,109百万円 

前    期   10,177百万円 

であり、その主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資産（投資有価証券）

及び管理部門に係る資産等であります。 

５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額に含まれております。 

６．事業区分の変更 

（当連結会計年度） 

従来、「システム機器関連事業」に含めておりました光学系センサーユニットは、当第１四半期連結会計

期間より「光学電子機器関連事業」へ事業区分を変更しております。  

この変更は、光学機器分野におけるレンズ事業拡大に向け、既存のオプトメカトロ技術に照明・認識技

術を加えることにより、新たな市場への展開を狙うものであります。また、それに伴う組織体制の見直

しも行われております。  

この結果、当連結会計年度の売上高及び営業利益は、従来の方法に比べて「光学電子機器関連事業」で

はそれぞれ651百万円、167百万円増加し、「システム機器関連事業」ではそれぞれ同額減少しておりま

す。 

７．会計方針の変更 

（前連結会計年度） 

 棚卸資産の評価に関する会計基準 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」4.(1)ロに記載のとおり、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）を適用しておりま

す。なお、この変更による営業利益に与える影響はありません。 

 リース取引に関する会計基準 

「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「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））及び「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））を適用してお

ります。なお、この変更による営業利益に与える影響は軽微であります。 

 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 

「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、連結決算上必要な修正を行っております。なお、この変更による営業利益に与える

影響は軽微であります。 

事業区分 売上区分 主要製品 

光学電子機器関連事業 

光学機器 
カメラ用シャッター、レンズユニット、 

光学系センサーユニット  

電子機器 
精密小型モーター、ポテンショメーター、 

エンコーダー 

部品 プレス・モールド部品、金型 

システム機器関連事業 システム機器 

電子部品実装機、工作機械、端末機器、 

ＩＣカード用プリンター、液晶搬送用ロボット、 

昇華型プリンター 
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８．追加情報 

（前連結会計年度） 

 有形固定資産の耐用年数の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」4.(2)に記載のとおり、機械装置の耐用年数につい

て、平成20年度税制改正を契機に見直したことにより、耐用年数を２～15年としておりましたが、当連結

会計年度より５～10年に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて「消去又

は全社」が4百万円、「光学電子機器関連事業」が21百万円、「システム機器関連事業」が4百万円営業費

用が増加し、営業利益が同額減少しております。 
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 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

東南アジア   タイ、ベトナム、中国、マレーシア、フィリピン 

そ の 他   米国他 

３．営業費用のうち消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、 

     当   期  2,217百万円 

     前   期  2,669百万円 

であり、その主なものは、親会社の本社部門及び基礎研究に係る費用であります。 

４．資産のうち消去または全社の項目に含めた全社資産の金額は、 

     当   期  11,109百万円 

     前   期  10,177百万円 

であり、その主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証

券）及び管理部門に係わる資産等であります。 

ｂ．所在地別セグメント情報

  
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  
日本 

（百万円） 
東南アジア
（百万円） 

その他
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ．売上高及び営業損益                                    

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売上高  58,756  15,222  344  74,323       -  74,323

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 2,121  29,425  2  31,548    ( )31,548    -

計  60,877  44,647  347  105,872 ( )31,548  74,323

営業費用  55,770  42,307  318  98,396 ( )28,905  69,490

営業利益  5,106  2,340  29  7,476 ( )2,643  4,832

Ⅱ．資産  33,753  21,947  362  56,063  2,724  58,787

  
当連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  
日本 

（百万円） 
東南アジア
（百万円） 

その他
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ．売上高及び営業損益                               

売上高                               

(1）外部顧客に対する売上高     48,106     16,597     357     65,062         －     65,062 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
    2,376     28,852     3     31,232  (   31,232)      － 

計     50,483     45,450     361     96,295 (   31,232)     65,062 

営業費用     45,906     41,935     326     88,168 (   29,010)     59,158 

営業利益     4,576     3,515     34     8,126 (    2,222)     5,903 

Ⅱ．資産     41,960     31,811     235     74,007 (   3,883)     70,124 
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５．会計方針の変更 

（前連結会計年度） 

 棚卸資産の評価に関する会計基準 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」4.(1)ロに記載のとおり、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）を適用しておりま

す。なお、この変更による営業利益に与える影響はありません。 

 リース取引に関する会計基準 

「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「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））及び「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））を適用してお

ります。なお、この変更による営業利益に与える影響は軽微であります。 

 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 

「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、連結決算上必要な修正を行っております。なお、この変更による営業利益に与える

影響は軽微であります。 

６．追加情報 

（前連結会計年度） 

 有形固定資産の耐用年数の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」4.(2)に記載のとおり、機械装置の耐用年数につい

て、平成20年度税制改正を契機に見直したことにより、耐用年数を２～15年としておりましたが、当連結

会計年度より５～10年に変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて「消去又

は全社」が4百万円、「日本」が26百万円営業費用が増加し、営業利益が同額減少しております。 

  

 （注）１．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

２．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1）国又は地域の区分の方法は地理的近接度によっております。 

(2）各区分に属する主な国又は地域 

① 東南アジア   タイ、ベトナム、中国、マレーシア、フィリピン 

② その他     米国 他 

ｃ．海外売上高

  
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  東南アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  25,660  2,036  27,697

Ⅱ 連結売上高（百万円）              74,323

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
% 34.5 % 2.7 % 37.3

  
当連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  東南アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 31,139 1,623 32,762  

Ⅱ 連結売上高（百万円）           65,062  

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
47.9% 2.5% 50.4% 
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前連結会計年度（自 平成20年4月１日  至 平成21年3月31日） 

  

（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）及

び「関連当事者の開示に関する会計基準の運用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適

用しております。 

 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

  

１．関連当事者との取引  

（ア）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等  

 （注）取引条件及び取引条件の決定方針等 

資金の預け入れについては、キャッシュ・マネジメント・システム(ＣＭＳ)利用契約を締結し、市場金利を勘案

して合理的に決定しております。 

また、保証関係についてはありません。 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記  

（ア）親会社情報 

日本電産㈱（東京証券取引所 市場第一部、大阪証券取引所 市場第一部及びニューヨーク証券取引所に

上場）  

  

当連結会計年度（自 平成21年4月１日  至 平成22年3月31日） 

  

１．関連当事者との取引  

（ア）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等  

（イ）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

（関連当事者情報）

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地 

資本金又
は出資金 
（百万円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の所
有（被所有）
割合 

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）

親会社 日本電産㈱ 
京都市

南区 
66,551 

電子部品

等の製造

販売 

（被所有） 

直接 57.72％

間接 1.43％

電子部品等の販売

及び仕入れ 

役員の兼任  

受取利息 2 
関係会社

預け金 
3,914

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地

資本金又
は出資金 
（百万円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の所
有（被所有）
割合 

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）

親会社 日本電産㈱ 
京都市

南区 
66,551 

電子部品

等の製造

販売 

（被所有） 

直接 58.52％ 

間接 1.43％ 

電子部品等の販

売及び仕入れ 

役員の兼任  

受取利息 12 
関係会社

預け金 
    4,572

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地

資本金又
は出資金 
（百万円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の所
有（被所有）
割合 

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）

役員及びその

近親者が議決

権の過半数を

所有している

会社（当該会

社の子会社を

含む）    

㈱濱口電機

製作所 

（注3）  

大阪府

大阪市
30 

電子部品

等の製造

販売 

－ 
電子部品の

仕入れ 
電子部品の
仕入れ 26 買掛金 2

日本電産コパル㈱　（7756）　平成22年3月期　決算短信

- 37 -



（注）１．上記（イ）の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

す。  

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

（１）資金の預け入れについては、キャッシュ・マネジメント・システム(ＣＭＳ)利用契約を締結し、市場金

利を勘案して合理的に決定しております。 

また、保証関係についてはありません。 

（２）電子部品の仕入れについては、市場価格を勘案し一般的取引条件と同様に決定しております。 

（３）親会社の役員濱口泰男及びその近親者が議決権の84.27%を直接保有しております。  

  

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記  

（ア）親会社情報 

日本電産㈱（東京証券取引所 市場第一部、大阪証券取引所 市場第一部及びニューヨーク証券取引所に

上場）  

  

 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（注） １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年4月１日 

至 平成21年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年4月１日 
至 平成22年3月31日） 

１株当たり純資産額 715.47円 

１株当たり当期純利益金額 48.10円 

１株当たり純資産額    770.35円 

１株当たり当期純利益金額     61.87円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
 同左 

  
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当期純利益（百万円）  3,023     3,888 

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）  3,023     3,888 

期中平均株式数（千株）  62,852     62,851 

  
前連結会計年度末

（平成21年３月31日） 
当連結会計年度末

（平成22年３月31日） 

純資産の部の合計額（百万円）  46,699     50,443 

純資産の部の合計額から控除する金額 

（百万円） 
 1,730     2,024 

（うち少数株主持分）  (1,730)     (2,024) 

普通株式に係る期末の純資産額（百万円）  44,968     48,418 

１株当たり純資産額の算定に用いられた 

期末の普通株式の数（千株） 
 62,852     62,851 

（重要な後発事象）
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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21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,041 1,018

受取手形 ※2  889 ※2  610

売掛金 ※2  13,209 ※2  16,879

商品及び製品 383 282

仕掛品 392 1,735

原材料及び貯蔵品 1,209 1,751

前払費用 8 4

繰延税金資産 632 820

関係会社預け金 3,914 4,572

関係会社短期貸付金 414 1,632

未収入金 ※2  3,564 ※2  5,102

その他 24 44

貸倒引当金 △1 △2

流動資産合計 25,683 34,454

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） ※1  2,172 ※1  2,028

構築物（純額） ※1  326 ※1  290

機械及び装置（純額） ※1  1,004 ※1  727

車両運搬具（純額） ※1  4 ※1  2

工具、器具及び備品（純額） ※1  594 ※1  324

土地 3,236 3,247

リース資産（純額） ※1  65 ※1  40

建設仮勘定 0 7

有形固定資産合計 7,404 6,667

無形固定資産   

無形固定資産合計 13 13

投資その他の資産   

投資有価証券 1,633 2,761

関係会社株式 3,864 3,864

出資金 10 10

関係会社出資金 2,614 2,614

関係会社長期貸付金 121 24

破産更生債権等 947 946

前払年金費用 5,088 5,035

その他 35 37

貸倒引当金 △853 △852

投資その他の資産合計 13,462 14,442

固定資産合計 20,880 21,123

資産合計 46,564 55,578
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 883 739

買掛金 ※2  7,425 ※2  14,974

短期借入金 1,000 －

リース債務 34 26

未払金 486 386

未払費用 487 562

未払法人税等 34 815

前受金 39 22

預り金 163 154

賞与引当金 540 560

その他 15 5

流動負債合計 11,112 18,247

固定負債   

リース債務 32 14

繰延税金負債 441 853

債務保証損失引当金 17 17

その他 77 70

固定負債合計 568 956

負債合計 11,681 19,204

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,080 11,080

資本剰余金   

資本準備金 12,524 12,524

資本剰余金合計 12,524 12,524

利益剰余金   

利益準備金 512 512

その他利益剰余金   

配当準備積立金 290 290

別途積立金 7,650 7,650

繰越利益剰余金 3,142 3,968

利益剰余金合計 11,595 12,421

自己株式 △166 △167

株主資本合計 35,033 35,858

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △150 514

評価・換算差額等合計 △150 514

純資産合計 34,882 36,373

負債純資産合計 46,564 55,578
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 ※1  59,817 ※1  49,380

売上原価 ※1  53,706 ※1  44,570

売上総利益 6,110 4,810

販売費及び一般管理費 ※2, ※3  4,007 ※2, ※3  3,291

営業利益 2,102 1,519

営業外収益   

受取利息 ※1  36 ※1  21

受取配当金 ※1  757 ※1  945

固定資産賃貸料 ※1  188 ※1  191

助成金収入 － 87

その他 43 33

営業外収益合計 1,026 1,278

営業外費用   

支払利息 6 5

固定資産賃貸費用 123 115

為替差損 223 108

一時帰休労務費 － 105

その他 9 1

営業外費用合計 362 336

経常利益 2,766 2,461

特別利益   

固定資産売却益 ※4  3 ※4  －

特別利益合計 3 －

特別損失   

固定資産除売却損 ※5  24 ※5  21

リース会計基準変更に伴う過年度修正損 1 －

投資有価証券売却損 0 －

投資有価証券評価損 502 －

特別損失合計 528 21

税引前当期純利益 2,241 2,439

法人税、住民税及び事業税 145 908

法人税等調整額 393 △237

法人税等合計 538 671

当期純利益 1,703 1,768
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 11,080 11,080

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 11,080 11,080

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 12,524 12,524

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 12,524 12,524

資本剰余金合計   

前期末残高 12,524 12,524

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 12,524 12,524

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 512 512

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 512 512

その他利益剰余金   

配当準備積立金   

前期末残高 290 290

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 290 290

別途積立金   

前期末残高 6,650 7,650

当期変動額   

別途積立金の積立 1,000 －

当期変動額合計 1,000 －

当期末残高 7,650 7,650

繰越利益剰余金   

前期末残高 3,979 3,142

当期変動額   

別途積立金の積立 △1,000 －

剰余金の配当 △1,539 △942

当期純利益 1,703 1,768

自己株式の処分 △0 －
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期変動額合計 △836 825

当期末残高 3,142 3,968

利益剰余金合計   

前期末残高 11,432 11,595

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △1,539 △942

当期純利益 1,703 1,768

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 163 825

当期末残高 11,595 12,421

自己株式   

前期末残高 △165 △166

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 △166 △167

株主資本合計   

前期末残高 34,871 35,033

当期変動額   

剰余金の配当 △1,539 △942

当期純利益 1,703 1,768

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 161 825

当期末残高 35,033 35,858

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 506 △150

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △657 665

当期変動額合計 △657 665

当期末残高 △150 514

評価・換算差額等合計   

前期末残高 506 △150

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △657 665

当期変動額合計 △657 665

当期末残高 △150 514
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 35,378 34,882

当期変動額   

剰余金の配当 △1,539 △942

当期純利益 1,703 1,768

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △657 665

当期変動額合計 △496 1,490

当期末残高 34,882 36,373
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 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

満期保有目的の債券 

同左 

  子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法に基づく原価法 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価

法 （評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法により

算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法に基づく原価法 

時価のないもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

製品・原材料・仕掛品 

総平均法による原価法(貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定)を採用しております。 

製品・原材料・仕掛品 

同左 

  貯蔵品 

終仕入原価法による原価法(貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定)を採用しておりま

す。 

貯蔵品 

同左  

  （会計方針の変更） 

当事業年度より「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）を適用して

おります。 

これにより、営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益に与える影響はあり

ません。 

  

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産（リース資産を除く）  

定率法 

ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（付属設備を除く）について

は、定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

建物              3～65年 

機械及び装置     8～9年 

工具、器具及び備品  2～20年 

(1）有形固定資産（リース資産を除く）  

同左  
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項目 
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  

  

（追加情報） 

機械装置の耐用年数について、平成20

年度税制改正を契機に見直したことに

より、耐用年数を３～15年としており

ましたが、当事業年度より８～９年に

変更しております。 

これにより営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益は、それぞれ31百万円

減少しております。 

  

  (2）無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  (3）リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しておりま

す。 

(3）リース資産 

同左  

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務（為替予約を付して

いるものを除く）は、決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。 

同左 

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

売掛金、貸付金等の債権の貸倒損失に

備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

従業員に対する賞与支給に備えるた

め、支給見込額のうち当事業年度の負

担額を計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）退職給付引当金 

従業員に対する退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき、退

職給付引当金または前払年金費用を計

上しております。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発

生時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(10年)による定額

法により按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理しておりま

す。 

過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

(10年)による定額法により処理してお

ります。 

(3）退職給付引当金 

同左 
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項目 
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  (4）債務保証損失引当金 

債務保証に係る損失に備えるため、被

保証先の財政状態等を個別に勘案し、

損失負担見込額を計上しております。

(4）債務保証損失引当金 

同左 

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：為替予約 

ヘッジ対象：外貨建金銭債権・債務 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：同左 

ヘッジ対象：同左 

  (3）ヘッジ方針 

社内規定に基づき、為替変動リスクを

ヘッジしております。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ開始時から有効性判定時点まで

の期間において、ヘッジ対象とヘッジ

手段の相場変動の累計を比較し、両者

の変動額等を基礎にして判断しており

ます。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

(1）消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。 

(1）消費税等の会計処理 

同左 

会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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おり

ましたが、当事業年度より「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））及び「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方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

この変更による営業利益、経常利益及び税引前当期純利益

に与える影響は軽微であります。 

   

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

――――――  

  

（損益計算書）  

「一時帰休労務費」は、前事業年度まで営業外費用の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、営業外費用の総額

の100分の10を超えたため区分掲記しました。 

なお、前事業年度における「一時帰休労務費」の金額は7

百万円であります。 
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

※１．有形固定資産から直接控除した減価償却累計額 

      17,009百万円 

※１．有形固定資産から直接控除した減価償却累計額 

          17,485百万円 

※２．関係会社に係る注記 

 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりであります。 

※２．関係会社に係る注記 

 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりであります。 

受取手形 8百万円

売掛金     516 

未収入金     3,087 

買掛金     5,500 

受取手形     12百万円

売掛金     843 

未収入金     5,014 

買掛金     10,970 

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１．関係会社に係る注記 

 各科目に含まれている関係会社との主な取引は次

のとおりであります。 

※１．関係会社に係る注記 

 各科目に含まれている関係会社との主な取引は次

のとおりであります。 

売上高 2,051百万円

原材料仕入高     40,676 

受取利息     26 

受取配当金     696 

固定資産賃貸料     139 

売上高     2,257百万円

原材料仕入高     38,880 

受取利息     20 

受取配当金     907 

固定資産賃貸料     145 

※２．販売費及び一般管理費の主な費目及び金額は次のと

おりであります。 

※２．販売費及び一般管理費の主な費目及び金額は次のと

おりであります。 

荷造運搬費 336百万円

給料手当     1,254 

賞与     292 

賞与引当金繰入額     180 

法定福利費     255 

諸手数料     294 

荷造運搬費    187百万円

給料手当     1,078 

賞与     151 

賞与引当金繰入額     185 

法定福利費     216 

諸手数料     249 

※３．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

2,647百万円 

※３．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

    2,287百万円 

※４．固定資産売却益の内訳 ※４．固定資産売却益の内訳  

土地 3百万円 ―――――――  

※５．固定資産除売却損の内訳 ※５．固定資産除売却損の内訳 

建物 7百万円

機械及び装置 7 

工具、器具及び備品     8 

その他     0 

計     24 

建物     1百万円

機械及び装置     16 

工具、器具及び備品     3 

その他     0 

計     21 
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前事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加1,220株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少86株は、単元未満株式の買増請求による売渡であります。 

当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加495株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式（注）     101,866     1,220     86     103,000 

合計     101,866     1,220     86     103,000 

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式（注）          103,000          495       －          103,495 

合計          103,000          495       －          103,495 

（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

ファイナンス・リース取引（借主側） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引  

①リース資産の内容 

 有形固定資産 

ファイナンス・リース取引（借主側） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引  

①リース資産の内容 

同左  

 主として、ホストコンピュータ及びコンピュータ端

末機（「工具、器具及び備品」）であります。  

②リース資産の減価償却の方法 

 重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」

に記載のとおりであります。 

  

  

②リース資産の減価償却の方法 

同左 
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 前事業年度(平成21年3月31日)及び当事業年度(平成22年3月31日)における子会社株式及び関連会社株式で時価の

あるものはありません。 

（有価証券関係）

（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産（流動） （百万円）

棚卸資産評価損     329     

賞与引当金     221     

未払事業税     14     

その他     66     

計     632     

繰延税金資産（固定）          

貸倒引当金     160     

債務保証損失引当金     7     

会員権評価損     36     

その他有価証券評価差額  104     

その他     165     

繰延税金負債（固定）との相殺     △473     

計     -     

繰延税金資産合計     632     

繰延税金負債（固定）          

前払年金費用     △914     

繰延税金資産（固定）との相殺     473     

繰延税金負債合計     △441     

繰延税金資産（負債）の純額     191     

繰延税金資産（流動） （百万円）

棚卸資産評価損     428     

賞与引当金     229     

未払事業税     77     

その他     84     

計     820     

繰延税金資産（固定）          

貸倒引当金     161     

債務保証損失引当金     7     

会員権評価損     36     

その他     156     

繰延税金負債（固定）との相殺     △360     

計     －     

繰延税金資産合計     820     

繰延税金負債（固定）          

前払年金費用     △856     

その他有価証券評価差額     △357     

繰延税金資産（固定）との相殺     360     

繰延税金負債合計     △853     

繰延税金資産（負債）の純額     △33     

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

  

法定実効税率      41.0％

(調整)          

受取配当金等の永久差異       △1.1 

外国税額控除      △13.2 

試験研究費に係る税額控除       △1.0 

未収還付所得税額等       △2.0 

住民税均等割      1.0 

その他       △0.7 

税効果会計適用後の法人税等の負担率      24.0 

法定実効税率       41.0％

(調整)          

受取配当金等の永久差異       △2.0 

外国子会社に係る受取配当金等の永久

差異 
     △10.4 

外国子会社配当等源泉税損金不算入額      1.9 

外国税額控除      △2.7 

試験研究費に係る税額控除      △0.8 

住民税均等割         0.9 

その他       △0.4 

税効果会計適用後の法人税等の負担率        27.5 
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 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 （注） １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

   該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 554.99円

１株当たり当期純利益金額 27.09円

１株当たり純資産額     578.72円

１株当たり当期純利益金額     28.13円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
同左 

  
前事業年度

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当期純利益（百万円）     1,703     1,768 

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）     1,703     1,768 

期中平均株式数（千株）     62,852     62,851 

  
前事業年度

(平成21年３月31日) 
当事業年度 

(平成22年３月31日) 

純資産の部の合計額（百万円）   34,882     36,373 

純資産の部の合計額から控除する金額

（百万円） 
    －     － 

 普通株式に係る期末の純資産額 

（百万円） 
    34,882     36,373 

１株当たり純資産額の算定に用いられた

期末の普通株式の数（千株） 
    62,851     62,851 

（重要な後発事象）
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(1）役員の異動 

①代表者の異動  

 該当事項はありません。 

  

②その他の役員の異動 （平成22年６月16日付） 

新任監査役候補  

  

退任予定監査役  

６．その他

氏 名 新役職名 現役職名 

永 栄 章 男 常勤監査役  経営管理監査室長 

氏 名 現役職名 

小 林 憲 宏 常勤監査役 
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（２）四半期連結損益計算書

前第４四半期連結会計期間 当第４四半期連結会計期間

　　（自 平成21年1月1日 　　（自 平成22年1月1日

　　　至 平成21年3月31日） 　　　至 平成22年3月31日）

11,023                       18,108                       

10,027                       14,385                       

995                          3,723                        

1,178                        1,456                        

△183 2,267                        

6                            5                            
0 0
1                            0

174                          52                           
11                           10                           
21                           23                           

215                          93                           

2                            0

25                           2                            

28                           3                            

3                            2,357                        

5                            12                           

△0 -                            

4                            12                           

25                           39                           

89                           -                            

△0 △0 

115                          39                           

△107 2,331                        

△104 1,099                        

92                           △300

△11 798                          

△38 116                          

△56 1,416                        

(単位：百万円）

そ の 他

特 別 利 益 合 計

そ の 他

特 別 利 益

営 業 外 費 用 合 計

科 目

支 払 利 息

営 業 外 収 益 合 計

固 定 資 産 除 売 却 損

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 益

四 半 期 純 利 益

法 人 税 等 調 整 額

税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益

少 数 株 主 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 合 計

そ の 他

経 常 利 益

受 取 利 息

営 業 外 収 益

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

売 上 原 価

売 上 高

特 別 損 失 合 計

売 上 総 利 益

営 業 利 益

為 替 差 益

受 取 配 当 金

営 業 外 費 用

固 定 資 産 賃 貸 料

負 の の れ ん 償 却 額

投 資 有 価 証 券 評 価 損

そ の 他
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平成 22 年 4 月 26 日 
日本電産コパル株式会社 

 

平成 22 年３月期（第 74 期）連結決算概要 
 
１． 連結業績の状況                            
 

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 21 年４月１日 
 至 平成 22 年３月 31 日 

前年 
同期 
増減率 自 平成 20 年４月１日

 至 平成21年３月31日
自 平成 22 年 1 月１日
 至 平成 22 年３月 31 日

前年 
同期 
増減率 自 平成 21 年 1 月１日

至 平成 21年３月 31日

百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 百万円
売 上 高 

65,062 △12.5 74,323 18,108 64.3 11,023

営 業 利 益 
5,903 

(9.1%) 
22.2 4,832

(6.5%)
2,267

(12.5%)
- △183

(△1.7%)

経 常 利 益 
5,915 

(9.1%) 
20.9 4,892

(6.6%)
2,357

(13.0%)
- 3

(0.0%)
当 期
純 利 益 

3,888 
(6.0%) 

28.6 3,023
(4.1%)

1,416
(7.8%)

- △56
(△0.5%)

円 銭  円 銭 円 銭  円 銭１ 株 当 た り 
当 期
純 利 益 61.87 - 48.10 22.54 - △0.91
潜在株調整後 
１ 株 当 た り 
当期期純利益 

- - - - - -

  ※ （ ）内は、対売上高比率 
 
２． 連結財政状態 
 
  当 連 結 会 計 年 度 前 連 結 会 計 年 度

百万円 百万円
総 資 産 

70,124 58,787

純 資 産 50,443 46,699
％ ％

自 己 資 本 比 率 
69.05 76.49
円 銭 円 銭１ 株 当 た り 

純 資 産 770.35 715.47
 当 連 結 会 計 年 度 前 連 結 会 計 年 度

百万円 百万円営 業 活 動 に よ る 
キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 6,612 7,124
投 資 活 動 に よ る 
キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー △4,625 △4,281
財 務 活 動 に よ る 
キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー △2,001 △748
現 金 及 び 
現 金 同 等 物 
期 末 残 高 8,632 8,775
 
３． 配当の状況 
 

 第 ２ 四 半 期 末 期 末 合 計

円 銭 円 銭 円 銭
２ １ 年 ３ 月 期 

12.50 7.50 20.00

２ ２ 年 ３ 月 期 7.50 10.00 17.50

２３年３月期（予想） 10.00 10.00 20.00
 
  ※ 連結対象会社 11 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 21 年３月）比の異動状況> 
    連結 （新規） －社  （除外） －社   持分法 （新規） －社  （除外） －社 
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