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1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

 (1) 連結経営成績(累計)
(％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年３月期第１四半期 7,929 58.5 1,258 361.1 1,165 384.6 703 540.8

22年３月期第１四半期 5,003 △34.3 272 △70.1 240 △74.8 109 △80.1

１株当たり 
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
四半期純利益

円 銭 円 銭

23年３月期第１四半期 10 60 ─

22年３月期第１四半期 1 65 ─

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第１四半期 34,004 23,468 68.7 352 59

22年３月期 33,183 23,338 70.2 351 38

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 23,377百万円 22年３月期 23,297百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年３月期 ─ 5 00 ─ 5 00 10 00

23年３月期 ─

23年３月期(予想) 6 00 ─ 6 00 12 00

3. 平成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(累計)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(累計) 13,500 26.3 2,000 192.9 1,900 216.7 1,100 207.8 16 59

通期 28,000 12.1 4,500 85.7 4,400 82.8 2,600 66.0 39 21

ce000990
グループ

ce000990
スタンプ

ce000990
FASF会員マーク



 

 
（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作

成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

  この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決

算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

  業績等の予想数値につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に

不確定な要素を含んでおります。実際の業績は、業況の変化などにより、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。 

4. その他（詳細は【添付資料】P.4「2. その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 有

  新規 １社 (社名) 杭州科明電子有限公司、除外 ─社

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更に伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 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) 23年３月期１Ｑ 66,452,000株 22年３月期 66,452,000株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 149,664株 22年３月期 149,664株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 66,302,336株 22年３月期１Ｑ 66,302,344株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期における経営環境につきましては、電子部品全般の需要がほぼリーマンショック前の水

準へ回復したこともあり、需要落込みに見舞われた前年同期と比較して大幅受注増・売上増になるとと

もに、受注高・売上高ともにリーマンショック前の前々年同期を上回る水準となりました。 

当第１四半期の連結売上高につきましては、前年同期との対比で58.5％増の79億2千9百万円となり、

特に前年同期に低迷した電子回路部品、センサ、商品については大幅な増収となりました。 

また損益につきましては、連結売上高の増加及びそれに伴う製造費用・販売費等の増加を 小限に留

めた結果、前年同期と比較して、連結営業利益は361.1％増の12億5千8百万円、連結経常利益は384.6％

増の11億6千5百万円、連結四半期純利益は540.8％増の7億3百万円と大幅増益となるとともに、リーマ

ンショック前の前々年同期の数値をも上回る水準となりました。 

  

当第１四半期の売上高は前年同期比58.5％増の79億2千9百万円となりました。 

・ 電子回路部品事業の売上高につきましては、情報通信業界等への売上が回復し、前年同期との比

較では76.1％増の35億7千6百万円と大幅な増収となりました。 

・ センサ事業の売上高につきましては、半導体市況の回復に伴い半導体製造装置業界・空圧業界へ

の売上が好調に推移し前年同期比119.6％増の7億2千4百万円となりました。 

・ アクチュエータ事業の売上高につきましては、モータが主に遊技機器業界向けに堅調に推移し前

年同期比21.1％の増収、スキャナが事務機器業界等からの引き合い回復により前年同期比22.0％の

増収となった結果、部門全体で前年同期比21.3％増の26億4千7百万円となりました。 

・ 商品事業の売上高につきましては、携帯電話向けタッチパネル等が好調に推移した結果、前年同

期比113.3％増の9億8千万円となりました。 

当第１四半期の営業利益につきましては、増収及び「ＷＰＲ™（ダブル・プロフィット・レシオ＝

利益率倍増）プロジェクト」による経営体質改善等の結果、前年同期比361.1％増の12億5千8百万円

となり、売上高営業利益率は前年同期比10.4ポイント上昇の15.9％と大幅改善となりました。また

前々年同期比においても3.9ポイントの上昇となっております。 

当第１四半期の経常利益につきましては、上記営業利益の変動要因の他に、営業外収益の増加他に

より前年同期比384.6％増の11億6千5百万円となっております。 

当第１四半期の四半期純利益につきましては、前年同期比540.8％増の7億3百万円となっておりま

す。 

 
ＷＰＲ は、2008年に日本電産㈱の永守重信が自身の独自の経営手法に付した名称です。 

ＷＰＲ™ は、日本電産㈱の日本国における商標です。 

ＷＰＲ© 日本電産㈱ 永守重信 2008年 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

①売上高

②営業利益

③経常利益

④四半期純利益
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当第１四半期末の資産につきましては、流動資産が売掛金の増加やたな卸資産の増加等により前連

結会計年度末比9億8千万円増加し235億7千2百万円となっております。また、固定資産が有形固定資

産の償却進行やのれんの償却、海外連結会社の為替換算影響により前連結会計年度末比1億6千1百万

円減少し104億2千9百万円となり、その結果総資産は前連結会計年度末比8億2千1百万円増加し340億4

百万円となっております。 

当第１四半期末の負債につきましては、流動負債が取引高増に伴う買掛債務の増加等により前連結

会計年度末比7億7百万円増加し90億1千3百万円となっております。また、固定負債が退職給付引当金

の減少等により前連結会計年度末比1千7百万円減少し15億2千2百万円となり、負債合計は前連結会計

年度末比6億9千万円増加し105億3千5百万円となっております。 

当第１四半期末の純資産につきましては、前連結会計年度末比1億3千万円増加し234億6千8百万円

となっております。前連結会計年度末との比較での主な増加要因は四半期純利益7億3百万円、主な減

少要因は剰余金の配当3億3千1百万円及び為替換算調整勘定の変動2億3千1百万円であります。 

当第１四半期におけるキャッシュ・フロー（現金及び現金同等物の増減額）は、前第１四半期の2

億3千9百万円の収入から転じて3千万円の支出となっております。各キャッシュ・フローの増減要因

は以下のとおりです。 

当第１四半期における営業活動によるキャッシュ・フローは5億8千5百万円の収入となり前第１

四半期の7億2百万円の収入と比べ1億1千7百万円の収入の減少となりました。主な要因は、売上の

増加に伴う売上債権・たな卸資産・仕入債務の増減額の変動であります。 

当第１四半期における投資活動によるキャッシュ・フローは2億1千5百万円の支出となり前第１

四半期の1億7千6百万円の支出と比べ3千9百万円の支出の増加となりました。主な要因は、定期預

金の預入による支出であります。 

当第１四半期における財務活動によるキャッシュ・フローは2億7千9百万円の支出となり前第１

四半期の3億3千2百万円の支出と比べ5千2百万円の支出の減少となりました。主な要因は、中国新

会社(杭州科明電子有限公司)設立に伴う少数株主からの払込みによる収入であります。 

  

外部環境の変化に伴う不確定要素はございますが、現時点での予想値として、平成22年４月26日公表

の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想値に変更はございません。 

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

①資産

②負債

③純資産

④キャッシュ・フローの状況

（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）

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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当第１四半期連結会計期間より、新たに設立した杭州科明電子有限公司を連結の範囲に含めておりま

す。 

  

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しましては、実地棚卸を一部省略し、前連結会計

年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額

を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。 

一部の項目につきましては、合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

  

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成

20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号

平成20年３月31日）を適用しております。 

これにより、営業利益及び経常利益は323千円、税金等調整前四半期純利益は18,702千円減少して

おります。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は21,187千円であります。 

  

従来、在外子会社等の財務諸表項目のうち収益及び費用について、決算日の直物為替相場により円

貨に換算しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より、期中平均相場により円貨に換算する方

法に変更いたしました。 

この変更は、収益及び費用の各項目が連結会計年度を通じて発生する在外子会社等の業績をより正

確に連結財務諸表に反映させ、かつ、為替相場の短期的な変動によって四半期決算と年度決算の整合

性が損なわれるリスクを回避するために行ったものであります。 

これにより、従来の方法によった場合に比べて、連結売上高は40,646千円、営業利益は2,983千

円、経常利益は8,429千円、税金等調整前四半期純利益は8,105千円それぞれ増加しております。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

①簡便的な会計処理

・一般債権の貸倒見積高の算定方法

・棚卸資産の評価方法

・固定資産の減価償却費の算定方法

・経過勘定項目の算定方法

②四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

①資産除去債務に関する会計基準等の適用

②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
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3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,925,097 7,925,882

受取手形及び売掛金 10,045,472 9,004,922

商品及び製品 2,065,336 2,111,664

仕掛品 438,534 327,167

原材料及び貯蔵品 2,370,733 2,290,879

その他 746,457 951,658

貸倒引当金 △18,939 △19,676

流動資産合計 23,572,692 22,592,498

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,116,144 3,197,126

機械装置及び運搬具（純額） 2,327,797 2,310,357

工具、器具及び備品（純額） 683,327 692,324

土地 1,599,296 1,599,296

建設仮勘定 61,416 57,456

有形固定資産合計 7,787,982 7,856,560

無形固定資産

のれん 510,263 605,938

その他 747,551 801,950

無形固定資産合計 1,257,815 1,407,888

投資その他の資産 1,383,697 1,326,073

固定資産合計 10,429,494 10,590,523

繰延資産 2,398 －

資産合計 34,004,586 33,183,021

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,730,477 3,886,293

短期借入金 1,817,000 1,817,000

1年内返済予定の長期借入金 300,000 300,000

未払法人税等 334,040 619,898

賞与引当金 334,332 581,914

その他 1,497,779 1,100,600

流動負債合計 9,013,630 8,305,706

固定負債

退職給付引当金 1,168,566 1,204,113

その他 353,481 335,096

固定負債合計 1,522,047 1,539,209

負債合計 10,535,678 9,844,915
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,362,050 2,362,050

資本剰余金 2,263,488 2,263,488

利益剰余金 19,232,234 18,860,745

自己株式 △37,088 △37,088

株主資本合計 23,820,684 23,449,195

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 51,604 111,116

為替換算調整勘定 △494,949 △263,120

評価・換算差額等合計 △443,345 △152,003

少数株主持分 91,569 40,914

純資産合計 23,468,907 23,338,105

負債純資産合計 34,004,586 33,183,021

日本電産コパル電子㈱（6883）平成23年３月期　第１四半期決算短信

― 6 ―



(2) 四半期連結損益計算書

【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 5,003,619 7,929,641

売上原価 3,510,258 5,419,820

売上総利益 1,493,361 2,509,821

販売費及び一般管理費 1,220,410 1,251,274

営業利益 272,950 1,258,546

営業外収益

受取利息及び配当金 6,958 6,959

その他 4,694 14,998

営業外収益合計 11,653 21,957

営業外費用

支払利息 6,587 4,812

売上割引 1,255 1,723

為替差損 28,348 56,989

支払補償費 6,710 50,367

その他 1,262 1,352

営業外費用合計 44,163 115,245

経常利益 240,440 1,165,258

特別利益

固定資産売却益 195 －

投資有価証券売却益 2,310 255

特別利益合計 2,505 255

特別損失

固定資産除売却損 7,293 683

事業再編損 19,761 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 18,378

その他 － 6,859

特別損失合計 27,055 25,921

税金等調整前四半期純利益 215,890 1,139,592

法人税、住民税及び事業税 84,952 337,138

法人税等調整額 19,006 94,194

法人税等合計 103,958 431,333

少数株主損益調整前四半期純利益 － 708,258

少数株主利益 2,225 5,258

四半期純利益 109,705 703,000
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 215,890 1,139,592

減価償却費 316,379 289,786

のれん償却額 95,674 95,674

退職給付引当金の増減額（△は減少） △57,464 △35,480

賞与引当金の増減額（△は減少） △235,687 △245,754

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,304 △639

事業再編損失 19,761 －

投資有価証券売却損益（△は益） △2,310 △252

固定資産除売却損益（△は益） 7,559 683

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 18,378

受取利息及び受取配当金 △6,958 △6,959

支払利息 6,587 4,812

為替差損益（△は益） △2,011 5

売上債権の増減額（△は増加） 1,453,798 △1,091,950

たな卸資産の増減額（△は増加） 310,063 △182,673

仕入債務の増減額（△は減少） △1,524,755 1,043,600

未払消費税等の増減額（△は減少） 167,426 △51,817

預り保証金の増減額（△は減少） 2,812 －

その他 158,788 211,798

小計 929,858 1,188,803

利息及び配当金の受取額 7,000 6,959

利息の支払額 △12,380 △1,621

法人税等の支払額 △197,029 △608,609

事業再編による支出 △24,499 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 702,949 585,531

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △88,583

定期預金の払戻による収入 － 47,960

固定資産の取得による支出 △201,990 △179,888

固定資産の売却による収入 1,921 20

投資有価証券の取得による支出 △1,498 △900

投資有価証券の売却による収入 9,310 965

貸付金の回収による収入 1,795 1,357

差入保証金の差入による支出 △1,039 △1,023

差入保証金の回収による収入 5,824 4,713

保険積立金の積立による支出 △216 △216

保険積立金の払戻による収入 9,471 －

その他 △0 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △176,421 △215,594
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

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 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,056 －

少数株主からの払込みによる収入 － 54,810

配当金の支払額 △331,646 △331,667

少数株主への配当金の支払額 △500 △2,362

財務活動によるキャッシュ・フロー △332,203 △279,220

現金及び現金同等物に係る換算差額 45,521 △121,015

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 239,845 △30,299

現金及び現金同等物の期首残高 4,032,966 7,813,365

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,272,812 7,783,066
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該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年６月30日) 

当連結グループは、電子回路部品、圧力センサ及びアクチュエータの製造・販売及びポテンショメー

タ、エンコーダ他の仕入商品の販売を営んでおり、事業区分としては単一セグメントであるため、事業

の種類別セグメント情報は作成しておりません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年６月30日) 
  

 
  

前第１四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年６月30日) 
  

 
(注) １  地域は、地理的近接度により区分しております。 

２  各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) 北米地域…………アメリカ 

(2) 欧州地域…………ドイツ、イギリス 

(3) アジア地域………中国、韓国、台湾、シンガポール、マレーシア 

３  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。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

日本 

(千円)

米国 

(千円)

ドイツ 

(千円)

中国 

(千円)

韓国 

(千円)

シンガ 

ポール 

(千円)

計 

(千円)

消去又は 

全社 

(千円)

連結 

(千円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 4,646,096 81,093 100,870 82,184 62,055 31,320 5,003,619 ─ 5,003,619

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
224,867 1,817 2,652 977,005 1,239 ─ 1,207,582 (1,207,582) ─

計 4,870,964 82,910 103,522 1,059,189 63,295 31,320 6,211,202 (1,207,582) 5,003,619

営業利益又は営業損失(△) 561,744 6,109 △5,223 45,734 12,623 △69 620,919 (347,968) 272,950

【海外売上高】

北米地域 欧州地域 アジア地域 その他地域 計

Ⅰ  海外売上高(千円) 127,926 186,734 650,885 5,423 970,970

Ⅱ  連結売上高(千円) ─ ─ ─ ─ 5,003,619

Ⅲ  連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

2.6 3.7 13.0 0.1 19.4

日本電産コパル電子㈱（6883）平成23年３月期　第１四半期決算短信

― 10 ―



(追加情報) 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等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20

号  平成20年３月21日)を適用しております。 

  

１  報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、経営 高責任者及び経営執行責任者等が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的

に検討を行う対象となっているものであります。 

当社グループは、主に電子部品を製造・販売しており、製造・仕入面での責任は、製商品種目で区分さ

れた当社各事業部及びその傘下の製造子会社が担い、販売面での責任は、当社営業本部及びその傘下の外

販機能を受け持つ子会社が担う体制で事業活動を展開しております。 

当社グループは、製商品区分を基礎とした事業部別セグメントで構成されており、「電子回路部品事

業」、「センサ事業」、「アクチュエータ事業」及び「商品事業」の４つを報告セグメントとしておりま

す。 

「電子回路部品事業」は、電子回路基板に搭載される可変抵抗器のトリマ、電流・電圧の切換え機能を

担う電子回路用スイッチや操作用スイッチなどを取扱っております。「センサ事業」は、半導体製造装置

や空圧機器、人工透析機・ガスクロマトグラフ等の医療機器などに使用される圧力センサを取扱っており

ます。「アクチュエータ事業」は、遊技機器等に使用されるモータ及びレーザプリンタ等の事務機器や画

像診断装置等の医療用機器、産業用検査機器等に使用されるスキャナを取扱っております。「商品事業」

は、上記各事業での取扱い以外の仕入商品であり、エンコーダ・ポテンショメータ・ファンモータ・タッ

チパネル等があります。 

  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

 
(注) １  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

２  調整額の内容は以下のとおりです。 

 
※ １  セグメント利益は、販売費及び一般管理費につき予算値ベースで算定しております。 

２  棚卸資産の調整額は、棚卸資産に含まれる製造間接費の調整額、標準単価の改訂による調整額及びたな卸資産

評価損等であります。 

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント
調整額注2

四半期連結 

損益計算書 

計上額注1電子回路部品 センサ アクチュエータ 商品

売上高

  外部顧客への売上高 3,576,999 724,953 2,647,668 980,021 ─ 7,929,641

セグメント利益 656,622 36,624 625,497 114,639 △174,838 1,258,546

(単位：千円)

項目 金額

のれん償却額 △95,674

販売費及び一般管理費予算実績差異(※１) 41,095

棚卸資産の調整額(※２) △120,259

  合計 △174,838
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該当事項はありません。 

  

 
(注) １ 金額は販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 

 
(注) １ 金額は販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

4. 補足情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

セグメントの名称

前第１四半期連結会計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

金額(千円) 前年同期比(％) 金額(千円) 前年同期比(％)

電子回路部品 1,494,835 40.2 3,071,367 205.5

センサ 320,250 42.8 715,334 223.4

アクチュエータ 2,121,446 85.4 2,308,753 108.8

合計 3,936,533 56.7 6,095,455 154.8

② 受注実績

ａ．受注高

セグメントの名称

前第１四半期連結会計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

金額(千円) 前年同期比(％) 金額(千円) 前年同期比(％)

電子回路部品 2,185,206 60.1 3,981,097 182.2

センサ 359,421 51.1 920,049 256.0

アクチュエータ 2,066,929 88.9 3,077,156 148.9

商品 499,273 54.8 972,977 194.9

合計 5,110,830 67.4 8,951,281 175.1

ｂ．受注残高

セグメントの名称

前第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

金額(千円) 前年同期比(％) 金額(千円) 前年同期比(％)

電子回路部品 1,748,315 71.9 3,219,640 184.2

センサ 249,561 66.6 716,934 287.3

アクチュエータ 789,384 60.7 1,073,059 135.9

商品 296,423 59.1 652,109 220.0

合計 3,083,683 66.9 5,661,743 183.6
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(注) １ 近２第１四半期連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次

のとおりであります。 

 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

③ 販売実績

セグメントの名称

前第１四半期連結会計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

金額(千円) 前年同期比(％) 金額(千円) 前年同期比(％)

電子回路部品 2,031,659 57.1 3,576,999 176.1

センサ 330,069 43.2 724,953 219.6

アクチュエータ 2,182,417 91.4 2,647,668 121.3

商品 459,473 50.6 980,021 213.3

合計 5,003,619 65.7 7,929,641 158.5

相手先

前第１四半期連結会計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

㈱三共 498,985 10.0 925,549 11.7

日本電産コパル電子㈱（6883）平成23年３月期　第１四半期決算短信

― 13 ―



  

平成22年７月23日

日本電産コパル電子株式会社
  

  

（百万円未満切捨て）

 
 (注) （ ）内は、対売上高比率 

   

    

    

連結子会社数 11社  持分法適用会社数 ─社 
＜前期末（平成22年３月）比の異動状況＞ 
連結  (新規) １社 (除外) ─社  持分法  (新規) ─社 (除外) ─社 

＜前年同期末（平成21年６月）比の異動状況＞ 
連結  (新規) １社 (除外) ─社  持分法  (新規) ─社 (除外) ─社 

(2) 連結決算概要

平成23年３月期（第44期）第１四半期連結決算概要

１．連結業績の状況

当第１四半期
自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日

前第１四半期
自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日

前年同期増減率

売上高
百万円 百万円 ％

7,929 5,003 58.5

営業利益
1,258 272

361.1
(15.9%) (5.5%)

経常利益
1,165 240

384.6
(14.7%) (4.8%)

四半期純利益
703 109

540.8
(8.9%) (2.2%)

一株当たり 
四半期純利益

円 銭 円 銭
─

10.60 1.65

２．連結財政状態

当第１四半期末 前第１四半期末 前年度末

総資産
百万円 百万円 百万円

34,004 30,404 33,183

純資産
23,468 22,206 23,338

自己資本比率
％ ％ ％

68.7 73.0 70.2
一株当たり 
純資産

円 銭 円 銭 円 銭

352.59 334.61 351.38
当第１四半期 前第１四半期 前年度

営業活動による 
キャッシュ・フロー

百万円 百万円 百万円

585 702 4,871
投資活動による 

キャッシュ・フロー △215 △176 △252
財務活動による 

キャッシュ・フロー △279 △332 △848
現金及び 

現金同等物期末残高 7,783 4,272 7,813

３．配当の状況

第２四半期末 期末 合計

22年３月期
円 銭 円 銭 円 銭

5.00 5.00 10.00

23年３月期（予想） 6.00 6.00 12.00

４．連結範囲及び持分法の適用に関する事項
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