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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第３四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年12月31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３四半期 23,145 34.6 3,764 163.9 3,596 158.7 2,241 162.7

22年３月期第３四半期 17,199 △24.6 1,426 △43.8 1,390 △42.0 853 △36.8

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３四半期 33 80 ─

22年３月期第３四半期 12 87 ─

 (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３四半期 35,670 24,367 68.1 366 11

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３四半期 24,274百万円 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 ─ 6 00 ─

23年３月期(予想) 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、対前期増減率)

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

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

ce000990
スタンプ

ce000990
グループ

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 ： 無

  新規 ─社             、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３Ｑ 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３Ｑ 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３Ｑ 66,302,336株 22年３月期３Ｑ 66,302,341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

 



  
  

 
(％表示は、対前年同四半期増減率) 

 
  

 
  

 連結経営成績(会計期間) （平成22年10月１日 ～ 平成22年12月31日）

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３四半期 7,348 12.9 1,151 54.9 1,098 38.9 672 35.6

22年３月期第３四半期 6,510 △8.8 743 14.5 790 50.6 495 73.2

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３四半期 10 14 ─

22年３月期第３四半期 7 48 ─
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当第３四半期連結会計期間(平成22年10月１日～平成22年12月31日)における当社を取り巻く経済環境

につきましては、政府の景気刺激策や新興国向けの需要拡大の影響により、大きく回復した第１、第２

四半期連結会計期間と比較して、欧米の財政不安等の影響により一部製品に在庫水準の調整が入ったも

のの、売上・利益ともに前年同期を上回る結果となりました。 

当第３四半期連結会計期間(３ヶ月)の連結売上高につきましては、前年同期比で、電子回路部品やセ

ンサの回復などにより12.9％増の73億4千8百万円となり増収となりました。 

また損益につきましては、前年同期と比較して、連結営業利益は増収効果もあり54.9％増の11億5千1

百万円、連結経常利益は38.9％増の10億9千8百万円、連結四半期純利益は35.6％増の6億7千2百万円と

各段階利益で増益の結果となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間(３ヶ月)の売上高は前年同期比12.9％増の73億4千8百万円となりまし

た。 

・ 電子回路部品事業の売上高につきましては、当連結会計年度前半の急激回復の反動により足許客

先の在庫調整等はあるものの、情報通信業界への売上回復や新市場への拡販努力もあり前年同期比

24.5％増の33億5千6百万円となりました。 

・ 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63.6％増の8億8千2百万円となりました。 

・ アクチュエータ事業の売上高につきましては、モータが遊技機器業界の自主規制の余波などによ

る落込みにより前年同期比28.5％の減収、スキャナが事務機器業界向けを中心にほぼ前年同期並み

の前年同期比0.7％の減収となった結果、部門全体で前年同期比21.4％減の20億1千万円となりまし

た。 

・ 商品事業の売上高につきましては、前年同期比で携帯電話向けタッチパネルが上乗せになったこ

ともあり、53.3％増の10億9千9百万円となりました。 

当第３四半期連結会計期間(３ヶ月)の営業利益につきましては、増収効果などの結果、前年同期比

54.9％増の11億5千1百万円となり、売上高営業利益率は前年同期比4.3ポイント上昇の15.7％となり

ました。 

当第３四半期連結会計期間(３ヶ月)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、

当第３四半期連結会計期間末にかけての円高による為替差損等により営業利益の増加率を下回りまし

たが、前年同期比38.9％増の10億9千8百万円となりました。 

当第３四半期連結会計期間(３ヶ月)の四半期純利益につきましては、上記経常利益の増加等によ

り、前年同期比35.6％増の6億7千2百万円となりました。 
   

平成23年３月期第１四半期連結会計期間及び平成23年３月期第２四半期連結会計期間に係る連結経営

成績に関する定性的情報につきましては、過去リリースの決算短信をご参照願います。 

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３四半期連結会計期間末の資産につきましては、流動資産が現金及び預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28億1千2百万円増加し254億4百万円となりました。また、固定資

産がのれんの償却等の影響により前連結会計年度末比3億2千4百万円減少し102億6千6百万円となり、

その結果総資産は前連結会計年度末比24億8千7百万円増加し356億7千万円となりました。 

当第３四半期連結会計期間末の負債につきましては、流動負債が生産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15億8千1百万円増加し98億8千6百万円となりました。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1億2千2百万円減少し14億1千6百万円となり、差引

き負債合計は前連結会計年度末比14億5千8百万円増加し113億3百万円となりました。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産につきましては、前連結会計年度末比10億2千9百万円増加し

243億6千7百万円となりました。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22億4千

1百万円、主な減少要因は剰余金の配当7億2千9百万円及び為替換算調整勘定の変動4億9千万円であり

ます。 

当第３四半期連結累計期間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

３四半期連結累計期間の27億1千9百万円の収入から19億4千4百万円減少し7億7千4百万円の収入とな

りました。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３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは35億3千3百万円の収入

となり前第３四半期連結累計期間の33億5千8百万円の収入と比べ1億7千5百万円の収入の増加とな

りました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の増加や仕入債務の増減額の変動であります。

当第３四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは7億9千2百万円の支出

となり前第３四半期連結累計期間の4千7百万円の収入から支出に転じております。主な要因は、定

期預金の払戻による収入の減少および固定資産の取得による支出の増加であります。 

当第３四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは16億8千5百万円の支出

となり前第３四半期連結累計期間の6億6千4百万円の支出と比べ10億2千万円の支出の増加となりま

した。主な要因は、短期借入金の純減額であります。 

  

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10月26日公表

の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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該当事項はありません。 

  

当第３四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３四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。 

  

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、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は971千円、税金等調整前四半期

純利益は19,349千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21,332千円であります。 

  

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、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、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は

101,417千円増加、営業利益は519千円減少、経常利益は20,969千円、税金等調整前四半期純利益は

14,831千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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 8,788,924 7,925,882

受取手形及び売掛金 9,577,512 9,004,922

商品及び製品 2,915,199 2,111,664

仕掛品 512,572 327,167

原材料及び貯蔵品 2,554,811 2,290,879

その他 1,068,717 951,658

貸倒引当金 △13,022 △19,676

流動資産合計 25,404,717 22,592,498

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,012,582 3,197,126

機械装置及び運搬具（純額） 2,572,233 2,310,357

工具、器具及び備品（純額） 682,317 692,324

土地 1,599,296 1,599,296

建設仮勘定 37,880 57,456

有形固定資産合計 7,904,310 7,856,560

無形固定資産

のれん 318,914 605,938

その他 684,891 801,950

無形固定資産合計 1,003,806 1,407,888

投資その他の資産 1,358,142 1,326,073

固定資産合計 10,266,260 10,590,523

資産合計 35,670,977 33,183,021

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,734,162 3,886,293

短期借入金 805,000 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 815,186 619,898

賞与引当金 342,160 581,914

その他 1,890,406 1,100,600

流動負債合計 9,886,916 8,305,706

固定負債

退職給付引当金 1,094,984 1,204,113

その他 321,630 335,096

固定負債合計 1,416,614 1,539,209

負債合計 11,303,530 9,844,915
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 20,372,592 18,860,745

自己株式 △37,088 △37,088

株主資本合計 24,961,042 23,449,195

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 67,272 111,116

為替換算調整勘定 △754,051 △263,120

評価・換算差額等合計 △686,779 △152,003

少数株主持分 93,183 40,914

純資産合計 24,367,446 23,338,105

負債純資産合計 35,670,977 33,183,021
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(2) 四半期連結損益計算書

【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 17,199,708 23,145,644

売上原価 12,139,550 15,607,896

売上総利益 5,060,157 7,537,747

販売費及び一般管理費 3,633,879 3,773,238

営業利益 1,426,277 3,764,509

営業外収益

受取利息及び配当金 24,297 22,177

補助金収入 101,542 －

その他 27,014 33,202

営業外収益合計 152,854 55,379

営業外費用

支払利息 19,043 12,528

売上割引 3,850 5,594

為替差損 74,727 139,724

支払補償費 82,356 51,381

その他 8,767 13,955

営業外費用合計 188,746 223,184

経常利益 1,390,385 3,596,703

特別利益

固定資産売却益 922 1,119

投資有価証券売却益 2,723 1,214

その他 － 3

特別利益合計 3,645 2,337

特別損失

固定資産除売却損 25,890 8,344

事業再編損 44,114 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 18,378

その他 0 7,514

特別損失合計 70,005 34,237

税金等調整前四半期純利益 1,324,025 3,564,804

法人税、住民税及び事業税 491,057 1,227,310

法人税等調整額 △28,508 86,275

法人税等合計 462,548 1,313,585

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,251,218

少数株主利益 8,254 10,045

四半期純利益 853,222 2,241,173
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【第３四半期連結会計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 6,510,597 7,348,661

売上原価 4,561,702 4,931,679

売上総利益 1,948,895 2,416,981

販売費及び一般管理費 1,205,484 1,265,519

営業利益 743,410 1,151,462

営業外収益

受取利息及び配当金 4,977 7,232

受取保険金 829 2,815

為替差益 6,551 －

補助金収入 45,069 －

その他 8,417 7,928

営業外収益合計 65,846 17,976

営業外費用

支払利息 5,955 2,877

売上割引 1,425 1,944

為替差損 － 56,128

支払補償費 5,234 －

その他 6,243 10,318

営業外費用合計 18,859 71,270

経常利益 790,397 1,098,168

特別利益

固定資産売却益 1 776

投資有価証券売却益 18 953

特別利益合計 19 1,730

特別損失

固定資産除売却損 7,963 4,494

事業再編損 3,230 －

その他 0 654

特別損失合計 11,193 5,149

税金等調整前四半期純利益 779,223 1,094,749

法人税、住民税及び事業税 199,557 294,608

法人税等調整額 80,010 127,105

法人税等合計 279,567 421,713

少数株主損益調整前四半期純利益 － 673,036

少数株主利益 3,790 514

四半期純利益 495,866 672,522
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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３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31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 1,324,025 3,564,804

減価償却費 970,739 927,036

のれん償却額 287,023 287,023

退職給付引当金の増減額（△は減少） △152,742 △108,958

賞与引当金の増減額（△は減少） △255,539 △235,845

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,676 △1,240

事業再編損失 44,114 －

投資有価証券売却損益（△は益） △2,722 △556

固定資産除売却損益（△は益） 27,607 8,694

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 △24,297 △22,177

支払利息 19,043 12,528

為替差損益（△は益） 7,606 36,140

売上債権の増減額（△は増加） 31,797 △660,878

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,100,257 △1,330,963

仕入債務の増減額（△は減少） 152,843 2,251,140

未払消費税等の増減額（△は減少） 174,779 △279,296

預り保証金の増減額（△は減少） 3,048 －

その他 204,117 91,289

小計 3,921,376 4,557,120

利息及び配当金の受取額 24,839 22,191

利息の支払額 △23,120 △11,313

法人税等の支払額 △515,961 △1,034,154

事業再編による支出 △48,852 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,358,282 3,533,844

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 － △162,177

定期預金の払戻による収入 500,000 55,689

固定資産の取得による支出 △484,425 △710,743

固定資産の売却による収入 5,336 13,756

投資有価証券の取得による支出 △4,174 △2,919

投資有価証券の売却による収入 11,448 18,432

貸付金の回収による収入 4,169 2,379

差入保証金の差入による支出 △1,946 △3,353

差入保証金の回収による収入 7,990 5,784

保険積立金の積立による支出 △649 △9,215

保険積立金の払戻による収入 9,471 －

その他 0 34

投資活動によるキャッシュ・フロー 47,221 △792,333
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31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 △1,012,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,581 －

少数株主からの払込みによる収入 － 54,810

自己株式の取得による支出 △4 －

配当金の支払額 △663,271 △725,656

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 △664,356 △1,685,209

現金及び現金同等物に係る換算差額 △21,920 △281,786

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,719,226 774,514

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 6,752,193 8,587,879
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該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結会計期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日)及び前第３四半期連結累計

期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日) 

 
  

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

 
  

前第３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日) 

 
  

(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 6,122,380 54,497 85,465 119,380 84,537 44,335 6,510,597 ─ 6,510,597

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
372,643 10,931 3,321 1,105,762 2,359 ─ 1,495,017 (1,495,017) ─

計 6,495,023 65,429 88,787 1,225,143 86,896 44,335 8,005,615 (1,495,017) 6,510,597

営業利益又は営業損失(△) 925,760 7,719 △190 181,429 21,567 6,502 1,142,789 (399,378) 743,410

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 16,126,241 217,053 244,315 294,421 210,166 107,509 17,199,708 ─ 17,199,708

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
940,808 18,366 9,200 3,216,137 5,601 ─ 4,190,114 (4,190,114) ─

計 17,067,049 235,420 253,515 3,510,559 215,768 107,509 21,389,822 (4,190,114) 17,199,708

営業利益又は営業損失(△) 2,098,627 19,274 △16,682 409,723 46,721 8,716 2,566,381 (1,140,103) 1,426,277

【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) 101,856 179,093 1,004,232 1,421 1,286,604

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ ─ ─ 6,510,597

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

1.6 2.8 15.4 0.0 19.8
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前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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。 

  

(追加情報) 

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、経営最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。 

  

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) 353,811 492,514 2,615,360 12,058 3,473,744

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ ─ ─ 17,199,708

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

2.0 2.9 15.2 0.1 20.2

【セグメント情報】
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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３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31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。 

  

当第３四半期連結会計期間(自  平成22年10月１日  至  平成22年12月31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。 

  

該当事項はありません。 

(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 10,679,465 2,387,970 6,794,834 3,283,373 ─ 23,145,644

セグメント利益 1,950,661 266,024 1,265,743 348,402 △66,323 3,764,509

(単位：千円)

項目 金額

のれん償却額 △287,023

販売費及び一般管理費予算実績差異(※１) 54,951

棚卸資産の調整額(※２) 165,748

  合計 △66,323

(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 3,356,552 882,074 2,010,332 1,099,702 ─ 7,348,661

セグメント利益 522,636 133,965 340,448 92,975 61,436 1,151,462

(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) 27,402

棚卸資産の調整額(※２) 129,708

  合計 61,436

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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(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。 

  

 
(注)  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

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３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31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 1,858,192 70.8 3,382,773 182.0

センサ 644,487 113.1 863,708 134.0

アクチュエータ 2,379,942 100.0 2,102,012 88.3

合計 4,882,622 87.6 6,348,495 130.0

② 受注実績

ａ．受注高

セグメントの名称

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31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 3,512,889 129.2 2,003,030 57.0

センサ 638,245 130.8 831,139 130.2

アクチュエータ 2,503,492 97.5 2,712,419 108.3

商品 693,277 69.9 990,016 142.8

合計 7,347,904 108.6 6,536,604 89.0

ｂ．受注残高

セグメントの名称

前第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 2,662,761 137.0 1,670,158 62.7

センサ 404,483 147.8 683,387 169.0

アクチュエータ 821,202 69.5 1,537,177 187.2

商品 477,038 116.8 533,113 111.8

合計 4,365,486 114.7 4,423,836 101.3

③ 販売実績

セグメントの名称

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31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 2,695,596 90.8 3,356,552 124.5

センサ 539,172 95.6 882,074 163.6

アクチュエータ 2,558,286 96.0 2,010,332 78.6

商品 717,541 76.3 1,099,702 153.3

合計 6,510,597 91.2 7,348,661 112.9
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平成23年１月25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 10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) １社  持分法  (新規) ─社 (除外) ─社 
＜前年同期末（平成21年12月）比の異動状況＞ 
連結  (新規) １社 (除外) １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３四半期連結決算概要

１．連結業績の状況

当第３四半期 
（ 累 計 ）
自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日

前年 
同期 
増減率

前第３四半期
（ 累 計 ）
自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日

当第３四半期

自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日

前年 
同期 
増減率

前第３四半期

自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日

売上高
百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 百万円

23,145 34.6 17,199 7,348 12.9 6,510

営業利益
3,764

163.9
1,426 1,151

54.9
743

(16.3%) (8.3%) (15.7%) (11.4%)

経常利益
3,596

158.7
1,390 1,098

38.9
790

(15.5%) (8.1%) (14.9%) (12.1%)

四半期 
純利益

2,241
162.7

853 672
35.6

495
(9.7%) (5.0%) (9.2%) (7.6%)

一株当たり 
四半期純利益

円 銭
─

円 銭 円 銭
─

円 銭

33.80 12.87 10.14 7.48

２．連結財政状態
当第３四半期末 前第３四半期末 前年度末

総資産
百万円 百万円 百万円

35,670 32,426 33,183

純資産
24,367 22,538 23,338

自己資本比率
％ ％ ％

68.1 69.4 70.2
一株当たり 
純資産

円 銭 円 銭 円 銭

366.11 339.50 351.38
当第３四半期（累計） 前第３四半期（累計） 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

3,533 3,358 4,871
投資活動による 
キャッシュ・フロー △792 47 △252
財務活動による 
キャッシュ・フロー △1,685 △664 △848

現金及び 
現金同等物期末残高 8,587 6,752 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 6.00 ― ―

23年３月期（予想） ― 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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