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（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 ％ 

25年３月期  12,584  28.2  2,119  37.6  2,308  56.1  1,377  48.0

24年３月期  9,813  △23.2  1,540  △36.8  1,479  △38.0  930  △40.1

（注）包括利益 25年３月期 1,886百万円（ ％） 84.0   24年３月期 1,025百万円 （ ％） △31.2

  
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 ％ ％ ％ 

25年３月期  98.37  －  14.0  16.9  16.8

24年３月期  66.46  －  10.5  11.9  15.7

（参考）持分法投資損益 25年３月期 －百万円   24年３月期 －百万円 

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円 銭 

25年３月期  15,542  10,780  67.5  748.85

24年３月期  11,826  9,318  77.1  651.49

（参考）自己資本 25年３月期 10,483百万円   24年３月期 9,120百万円

  
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 

25年３月期  2,335  △375  △497  2,996

24年３月期  343  △87  △530  1,423

  
年間配当金 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 ％ ％

24年３月期  －  15.00 － 15.00 30.00  419 45.1 4.7

25年３月期  －  15.00 － 15.00 30.00  419 30.5 4.3

26年３月期（予想）  －  15.00 － 15.00 30.00   28.0  

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

  （％表示は、通期は対前期、四半期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）  5,800  0.3  1,100  △8.5  1,100  △6.2  700  △14.9  50.00

通期  12,700  0.9  2,300  8.5  2,300  △0.4  1,500  8.9  107.15
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※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  
  
（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  
  
（３）発行済株式数（普通株式） 

  
  
（参考）個別業績の概要 

１．平成25年３月期の個別業績（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 

  

  
（２）個別財政状態 

  
  
※  監査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 

  

（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   

－ － － －

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更： 無

②  ①以外の会計方針の変更              ： 無

③  会計上の見積りの変更                ： 無

④  修正再表示                          ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期 14,000,000株 24年３月期 14,000,000株

②  期末自己株式数 25年３月期 483株 24年３月期 483株

③  期中平均株式数 25年３月期 13,999,517株 24年３月期 13,999,520株

（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 ％ 

25年３月期  11,165  33.9  1,176  80.2  1,365  91.4  728  66.8

24年３月期  8,341  △27.3  652  △60.0  713  △55.5  436  △55.4

  
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 

25年３月期  52.03  －

24年３月期  31.20  －

  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 

25年３月期  11,939  7,496  62.8  535.47

24年３月期  9,518  7,216  75.8  515.50

（参考）自己資本 25年３月期 7,496百万円   24年３月期 7,216百万円

この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表の監査手続きを実施中です。

本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断

する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提

となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料２ページ「経営成績に関する分析」

をご覧下さい。 

（決算短信補足資料は平成25年４月24日（水）に、当社ホームページに掲載いたします。）
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(1）経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

当連結会計年度における日本経済の情勢は、平成24年12月に誕生した新政権による経済施策に対する期待感か

ら、長期的に続いた円高及びデフレ基調から脱却する兆しが一部で見られ始めました。海外においては欧州の財政

危機や米国・中国での景気減速懸念は払拭されておらず、また、東アジア地域での領土問題や安全保障問題等多く

のリスクを内包しており、依然として景気の先行きは予断を許さない状況が続いております。 

このような状況のもと、当社の主要マーケットである半導体パッケージ基板やプリント基板向けの検査装置市場

は、従来主力であったパソコンや液晶テレビ関連分野の設備投資が消費不振の影響から期初の予想を大きく下回る

結果となった一方で、スマートフォンやタブレットＰＣ関連分野は旺盛な需要を背景として設備投資も堅調に推移

し、パソコン・液晶テレビ関連分野の需要低迷をカバーいたしました。 

このような市場環境に対応するため、当社ではスマートフォンやタブレットＰＣ関連分野に向けた新製品の投入

に力を入れるべく、従来に比べ短期間での設計開発と製造立ち上げを行った結果、この下半期６ヶ月間ではタッチ

パネル検査装置、ＬＥＤ検査装置及び光学式検査装置等の新分野の受注が牽引し過去 高の売上高を記録すること

ができました。しかしながら、新製品の立ち上げに伴う費用増加や原価改善の進捗が遅れ収益性が低下する等、損

益面では課題を残す結果となりました。 

日本電産グループでは、利益率改善と事業構造改革のためのWPR™ Part2活動を推進しております。前述しました

新分野への製品展開を加速しつつ、原価低減活動を着実に実行することで収益性の改善に努める所存です。 

  

（ご参考）                              （単位：百万円）  

  

以上の結果、当連結会計年度における売上高は前期比 %増の 百万円、営業利益は同 %増の 百

万円、経常利益は同 %増の 百万円、当期純利益は同 %増の 百万円と増収増益となりました。  

  

セグメント業績は、次のとおりであります。 

 当連結会計年度の各セグメントにおける検査装置市場は、スマートフォンやタブレットＰＣに関連する設備投資

需要が牽引し、特に日本や韓国市場における売上が伸長しました。収益面では売上増加や原価改善活動、経費削減

等で改善傾向にありますが、新製品立ち上げによる費用の増加や検査治具製品等で価格競争が厳しい市場もあり大

幅な改善には至りませんでした。各セグメントの売上高及びセグメント利益は以下のとおりです。 

   

  

１．経営成績・財政状態に関する分析

  1Q実績 2Q実績 3Q実績 4Q実績 通期 

売上高  2,868  2,914  3,087  3,714  12,584

営業利益  610  592  466  450  2,119

利益率 % 21.28 % 20.32 % 15.11 % 12.13 % 16.84

経常利益  582  590  602  533  2,308

純利益  444  378  419  134  1,377

28.2 12,584 37.6 2,119

56.1 2,308 48.0 1,377

  セグメント  
売上高 

（百万円）  

対前年増減率 

（％）  

セグメント利益 

（百万円）  

対前年増減率 

（％）  

① 日本    11,315   32.4   1,229   75.7

② 台湾    1,515   △2.3   320   41.7

③ 韓国    2,378   23.6   371   9.1

④ 中国    2,183   5.1   256   △15.1

⑤ タイ    259   14.6   △47   △742.4
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（次期の見通し） 

 次期の経営環境につきましては、引き続きスマートフォン、タブレットＰＣ市場が設備投資需要を牽引するもの

と考えております。また、パソコン関連市場も次世代製品に向けた設備投資の再開が期待されます。しかし、需要

の牽引役は高級機種から中級機種へシフトすることが予想され、従来に比べ短納期化と低価格化の顧客要求が高ま

ることを予想しております。当社はこれらの需要に対応した新製品の投入と原価低減に注力してまいる所存です。

 次期の業績につきましては、以下のとおりであります。 

＊連結業績予想 

売上高    12,700百万円 （対前期比   0.9%増） 

営業利益    2,300百万円 （対前期比   8.5%増） 

経常利益    2,300百万円 （対前期比   0.4%減） 

当期純利益   1,500百万円 （対前期比   8.9%増） 

（注）業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により予想数値と

異なる可能性があります。 

    

(2）財政状態に関する分析  

① 資産、負債及び純資産の状況  

当連結会計年度末の総資産は 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 百万円の増加となりまし

た。流動資産は 百万円増加し 百万円となり、主に現預金が 百万円、受取手形及び売掛金が

百万円、預け金が 百万円増加し、たな卸資産が 百万円減少したことによります。固定資産は 百万円増加

し 百万円となり、主に有形固定資産が 百万円、無形固定資産が 百万円増加、売却等により投資有価証

券が 百万円減少、新たに子会社１社を設立したことにより関係会社株式が 百万円増加したことによりま

す。  

一方、負債合計につきましては 百万円となり、前連結会計年度末に比べて 百万円の増加となりまし

た。主に支払手形及び買掛金が 百万円、未払法人税等が 百万円増加したことによります。  

 純資産につきましては 百万円となりました。配当金支払が 百万円、有価証券評価差額金が 百万円減

少、為替換算調整勘定が 百万円増加し、当期純利益を 百万円計上したことによります。この結果、自己

資本比率は前連結会計年度末の ％から ％となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況  

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ 百万円

増加し、 百万円となりました。なお、資金の範囲には一時的余剰資金の運用目的のため、日本電産株式会社

へ預託している預け金 百万円（預託期間3ヶ月以内）を含め、定期預金（預託期間3ヶ月超） 百万円を含め

ておりません。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。  

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

営業活動によるキャッシュ・フローの主な資金増加要因は、税金等調整前当期純利益 百万円に加え

て、仕入債務の増加 百万円、たな卸資産の減少 百万円及び各種引当金並びに減価償却費等の非資金項目

百万円の増加であり、主な資金減少要因は売上債権の増加 百万円及び法人税の支払 百万円でありま

す。この結果、 百万円の資金の獲得となりました。  

（投資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・フローは、定期預金の預入による支出 百万円、定期預金の払戻による収入

百万円、有形・無形固定資産の取得による支出 百万円を主な要因として、 百万円の支出となりまし

た。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動により支出した資金は、ファイナンス・リースの解約及び同リース債務の返済による支出 百万円

及び配当金の支払 百万円であり、 百万円の支出となりました。 

15,542 3,715

3,148 12,459 1,487 1,732

222 473 567

3,082 393 170

185 101

4,762 2,254

1,923 327

10,780 419 28

434 1,377

77.1 67.5

1,573

2,996

293 542

2,053

1,712 53

365 1,455 482

2,335

949

890 386 375

72

419 497
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 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諸表数値により計算しております。  

 （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おります。  

 （注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。  

 （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すべての負債を対象 

     としております。  

   

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 適切な利益配分を行うことは企業としての社会的使命と責任であるとの基本方針より、中長期的な事業計画を勘案

し、安定配当を維持しながら利益の状況に応じた配当向上に努めております。また内部留保は企業体質の一層の強化

充実と積極的な事業展開の促進に活用し、収益向上に取組んでまいります。  

 当期末配当金は上記の方針を踏まえ、また当下期の実績及び財政状態・配当性向・利益水準等を勘案し、１株につ

き１５円といたします。これにより先に実施の第２四半期末配当金１５円と合わせた１株当り年間配当金は３０円と

なります。 

 次期（平成26年３月期）の配当予想につきましても、上記の基本方針及び実績を踏まえて決定する予定でありま

す。  

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移   

  平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期

自己資本比率（％）  76.4  70.8  66.4  77.1  67.5

時価ベースの自己資本

比率（％） 
 76.9  88.6  123.8  113.4  103.6

キャッシュ・フロー対

有利子負債比率（％） 
 77.5  32.6  193.7  63.9  6.3

インタレスト・カバレ

ッジ・レシオ（倍） 
 47.5  127.0  25.1  68.4  500.3
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 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社と子会社である台湾日電産理徳股份有限公司、日本電産リー

ド・コリア㈱、日本電産理徳機器装置（浙江）有限公司、タイ日本電産リード㈱、㈱ルス・コム及び日本電産リー

ド・インスペクション・カナダ㈱の７社で構成されております。その事業は各種検査装置の開発、製造及び販売を事

業内容とする単一セグメントであり事業部門も単一でありますので、事業の種類別セグメント情報又は事業部門別情

報の記載は行っておりません。なお、当社グループの事業に係わる各社の位置づけは次のとおりであります。 

 日本電産リード・インスペクション・カナダ㈱は、その規模から連結財務諸表に重要な影響を及ぼすものでないた

め、連結の範囲から除いております。 

  

  

    

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは半導体パッケージやプリント基板、ディスプレイパネル及び各種電子部品の品質を担う検査装置、

計測システム、周辺機器の開発・製造・販売を通じて社会に貢献する事を基本方針とし、創業以来培ってきた高い検

査技術力と市場の要求に柔軟に応える独創的な製品開発力を持つ総合検査システムメーカとして高成長・高収益・高

株価を目指しております。  

  

(2）目標とする経営指標 

 当社グループは高い売上成長を目指しつつ高収益企業であり続けることを方針としており、高付加価値製品の開発

や海外事業展開に取り組み、損益分岐点の引き下げをすすめております。今後は高収益力とともにキャッシュ・フロ

ーを更に重視した体制の確立に向けて社内改革を図りながら企業価値の向上に努めてまいります。 

   

(3）中長期的な会社の経営戦略 

① 主力事業である半導体パッケージ・プリント基板向けの通電検査装置については検査対象物の微細化や高密度化

等業界 先端の技術動向に適応する検査システムの開発に注力しており、業界標準と位置づけられる製品の販売拡

大に努めております。 

② 検査治具（プローブ）は検査対象物に接触する消耗部品であるため検査装置に比べ設備投資サイクルに依存しに

くく経営の安定化を図ることができます。また、顧客の短納期要求に応えるべく国内及び台湾、韓国、中国といっ

た市場で開発・生産・販売する体制を構築し供給能力の拡大に努めております。  

③ 主力事業である通電検査の市場で培った技術的ノウハウや販売チャンネルを水平拡大展開してまいります。既に

実績のある海外メーカー数社ともタイアップし、従来の検査工程の前後で行われる光学式検査の市場においても高

品質の検査装置を提供してまいります。またＬＥＤやタッチパネル、太陽電池の検査等の新市場・新顧客の開拓に

も積極的に取組んでまいります。 

④ 当社の通電検査技術は半導体パッケージ・プリント基板のほか、半導体ウェハやＬＥＤ、タッチパネルの検査等

新分野においても採用が拡がっており、各客先の工程内品質を高めるための製品ラインナップを展開してまいりま

す。 

   

(4）会社の対処すべき課題 

① 半導体パッケージやプリント基板業界はアジア地域が生産拠点の中心として世界を牽引しております。当社グル

ープの経営戦略を具現化し成長発展を図るため、世界市場を見据えたアジア戦略として保有技術や人材、財務力を

効果的に投入するほか、新製品や新市場、新顧客開拓のための事業提携やM&Aも含めた即効性のある事業強化策の

検討にも努めてまいります。 

② 台湾・韓国・中国・タイの各海外拠点においては、市場拡大のための販売のみならず、日本と同品質のものづく

り拠点として重要性が高まっております。短納期化と低価格化が進む市場において日本国内での調達や生産体制に

依存することは事業リスクを高める要因ともなるため、装置の生産においては中国拠点を中心に調達・生産・出荷

を強化し更なる原価低減に取り組んでまいります。 

③ 消耗品である治具製品は、国内をはじめ現地生産をしている台湾・韓国・中国・タイの各拠点においても、顧客

からの短納期要求に応えるべく生産体制を更に強化してまいります。また、客先工場は国内を含めアジア各地に点

在しているため、日々のメンテナンス要請に応えるサポート体制を客先近隣に整備してまいります。 

④ 次世代の検査技術と新たな検査市場獲得に向け、超微細３次元加工技術（ＭＥＭＳ技術）を応用した検査プロー

ブの製品化や光学技術を応用した３次元外観検査装置の開発を進めております。これらの製品は当社既存市場であ

る半導体パッケージやプリント基板向けのみならず、半導体検査市場での応用も見込まれることから用途開拓のた

めの開発を更に強化してまいります。 

⑤ ニューヨーク証券取引所に上場している日本電産のグループ企業としてグローバルスタンダードに耐えうる経営

管理体制とコンプライアンス遵守等のリスク管理体制、情報開示体制を維持強化するとともに、将来の国際財務報

告基準を見据えて当社グループ内における体制整備にも取組んでまいります。 

   

  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,759,219 3,246,325

受取手形及び売掛金 4,225,087 5,957,395

商品及び製品 409,454 552,630

仕掛品 1,258,510 917,098

原材料及び貯蔵品 1,239,172 963,733

繰延税金資産 125,859 267,578

預け金 ※1  70,468 ※1  293,356

その他 267,249 276,925

貸倒引当金 △43,493 △15,337

流動資産合計 9,311,530 12,459,706

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 202,867 222,099

減価償却累計額 △133,932 △149,747

建物及び構築物（純額） 68,934 72,351

機械装置及び運搬具 1,454,507 2,022,123

減価償却累計額 △504,123 △595,407

機械装置及び運搬具（純額） 950,383 1,426,716

工具、器具及び備品 423,277 518,417

減価償却累計額 △308,354 △341,785

工具、器具及び備品（純額） 114,923 176,631

リース資産 507,343 272,248

減価償却累計額 △321,102 △176,786

リース資産（純額） 186,240 95,461

建設仮勘定 138,727 82,025

有形固定資産合計 1,459,209 1,853,185

無形固定資産   

特許権 － 37,083

のれん 50,785 25,644

ソフトウエア 51,509 170,817

電話加入権 1,612 1,612

ソフトウエア仮勘定 63,288 102,426

無形固定資産合計 167,195 337,584

投資その他の資産   

投資有価証券 808,126 622,300

関係会社株式 － 101,590

繰延税金資産 4,328 22,836

その他 76,416 145,098

貸倒引当金 － △64

投資その他の資産合計 888,871 891,761

固定資産合計 2,515,276 3,082,531

資産合計 11,826,807 15,542,238
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,337,993 3,261,866

リース債務 77,535 54,976

未払法人税等 221,080 548,747

賞与引当金 195,155 208,605

製品保証引当金 6,000 10,500

その他 272,719 321,239

流動負債合計 2,110,483 4,405,935

固定負債   

リース債務 141,845 91,272

退職給付引当金 221,455 236,327

その他 34,201 28,578

固定負債合計 397,502 356,178

負債合計 2,507,985 4,762,113

純資産の部   

株主資本   

資本金 938,000 938,000

資本剰余金 1,163,000 1,163,000

利益剰余金 7,116,266 8,073,428

自己株式 △337 △337

株主資本合計 9,216,929 10,174,091

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 173,505 144,721

為替換算調整勘定 △269,957 164,692

その他の包括利益累計額合計 △96,452 309,413

少数株主持分 198,344 296,619

純資産合計 9,318,821 10,780,124

負債純資産合計 11,826,807 15,542,238
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 9,813,608 12,584,856

売上原価 ※1  6,119,162 ※1  8,206,483

売上総利益 3,694,445 4,378,372

販売費及び一般管理費 ※2, ※3  2,153,824 ※2, ※3  2,258,578

営業利益 1,540,621 2,119,793

営業外収益   

受取利息 13,134 17,154

受取配当金 16,745 10,655

受取保険金 5,699 3,181

為替差益 － 174,056

その他 5,118 18,350

営業外収益合計 40,697 223,399

営業外費用   

支払利息 5,024 4,668

支払補償費 － 25,440

為替差損 97,217 －

その他 65 4,568

営業外費用合計 102,306 34,676

経常利益 1,479,012 2,308,516

特別利益   

固定資産売却益 ※4  467 ※4  379

投資有価証券売却益 － 75,774

特別利益合計 467 76,153

特別損失   

固定資産処分損 ※5  5,846 ※5  61,504

投資有価証券評価損 1,257 －

事業構造改善費用 － ※6  269,323

特別損失合計 7,103 330,827

税金等調整前当期純利益 1,472,375 2,053,842

法人税、住民税及び事業税 439,654 751,331

法人税等調整額 48,295 △137,421

法人税等合計 487,949 613,909

少数株主損益調整前当期純利益 984,426 1,439,932

少数株主利益 54,002 62,785

当期純利益 930,423 1,377,147
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 984,426 1,439,932

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 70,317 △28,783

為替換算調整勘定 △29,319 475,313

その他の包括利益合計 ※1  40,997 ※1  446,529

包括利益 1,025,423 1,886,461

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 976,924 1,783,013

少数株主に係る包括利益 48,499 103,448
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 938,000 938,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 938,000 938,000

資本剰余金   

当期首残高 1,163,000 1,163,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,163,000 1,163,000

利益剰余金   

当期首残高 6,665,634 7,116,266

当期変動額   

剰余金の配当 △419,985 △419,985

当期純利益 930,423 1,377,147

連結範囲の変動 △59,805 －

当期変動額合計 450,632 957,161

当期末残高 7,116,266 8,073,428

自己株式   

当期首残高 △312 △337

当期変動額   

自己株式の取得 △24 －

当期変動額合計 △24 －

当期末残高 △337 △337

株主資本合計   

当期首残高 8,766,321 9,216,929

当期変動額   

剰余金の配当 △419,985 △419,985

当期純利益 930,423 1,377,147

連結範囲の変動 △59,805 －

自己株式の取得 △24 －

当期変動額合計 450,607 957,161

当期末残高 9,216,929 10,174,091
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 103,188 173,505

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 70,317 △28,783

当期変動額合計 70,317 △28,783

当期末残高 173,505 144,721

為替換算調整勘定   

当期首残高 △246,140 △269,957

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △23,816 434,650

当期変動額合計 △23,816 434,650

当期末残高 △269,957 164,692

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △142,952 △96,452

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 46,500 405,866

当期変動額合計 46,500 405,866

当期末残高 △96,452 309,413

少数株主持分   

当期首残高 152,858 198,344

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 45,486 98,275

当期変動額合計 45,486 98,275

当期末残高 198,344 296,619

純資産合計   

当期首残高 8,776,227 9,318,821

当期変動額   

剰余金の配当 △419,985 △419,985

当期純利益 930,423 1,377,147

連結範囲の変動 △59,805 －

自己株式の取得 △24 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 91,986 504,141

当期変動額合計 542,594 1,461,302

当期末残高 9,318,821 10,780,124
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 1,472,375 2,053,842

減価償却費 276,166 357,455

のれん償却額 25,084 25,140

貸倒引当金の増減額（△は減少） 29,155 △29,458

賞与引当金の増減額（△は減少） △14,524 6,874

退職給付引当金の増減額（△は減少） 27,435 11,038

製品保証引当金の増減額（△は減少） △12,000 △6,000

受取利息及び受取配当金 △29,879 △27,810

支払利息 5,024 4,668

為替差損益（△は益） 15,914 16,384

投資有価証券売却損益（△は益） － △75,774

投資有価証券評価損益（△は益） 1,257 －

固定資産処分損益（△は益） 5,846 61,504

有形固定資産売却損益（△は益） △467 △379

売上債権の増減額（△は増加） 1,080,342 △1,455,207

たな卸資産の増減額（△は増加） △569,140 53,760

仕入債務の増減額（△は減少） △1,182,690 1,712,832

その他 14,166 81,590

小計 1,144,068 2,790,460

利息及び配当金の受取額 28,431 31,746

利息の支払額 △5,024 △4,668

法人税等の支払額 △824,054 △482,227

営業活動によるキャッシュ・フロー 343,422 2,335,310

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △186,936 △225,973

無形固定資産の取得による支出 △80,952 △160,576

有形固定資産の売却による収入 9,533 8,091

投資有価証券の取得による支出 △6,215 △6,262

定期預金の預入による支出 △785,400 △949,960

定期預金の払戻による収入 963,900 890,120

投資有価証券の売却による収入 － 216,743

関係会社株式の取得による支出 △1,120 △101,590

関係会社貸付けによる支出 － △46,289

投資活動によるキャッシュ・フロー △87,190 △375,698

財務活動によるキャッシュ・フロー   

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △106,629 △72,429

自己株式の取得による支出 △24 －

配当金の支払額 △419,804 △419,602

少数株主への配当金の支払額 △4,536 △5,172

財務活動によるキャッシュ・フロー △530,995 △497,204

現金及び現金同等物に係る換算差額 △23,038 110,865

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △297,801 1,573,273

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少） 37,985 －

現金及び現金同等物の期首残高 1,683,504 1,423,688

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,423,688 ※1  2,996,962
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 該当事項はありません。 

   

１．連結の範囲に関する事項 

  連結子会社の数  ５社  

連結子会社の名称  

 台湾日電産理徳股份有限公司 

 日本電産リード・コリア株式会社 

 日本電産理徳機器装置（浙江）有限公司  

タイ日本電産リード株式会社 

株式会社ルス・コム  

  非連結子会社の数 １社  

 非連結子会社の名称 

日本電産リード・インスペクション・カナダ株式会社  

 非連結子会社は、小規模で合計の総資産、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）等が連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。 

２．持分法の適用に関する事項 

  持分法を適用していない非連結子会社の数 １社  

  持分法を適用していない非連結子会社の名称 

日本電産リード・インスペクション・カナダ株式会社  

 持分法を適用していない非連結子会社は小規模で当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等に及ぼす影響が軽微であり、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しており

ます。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社である日本電産理徳機器装置（浙江）有限公司における決算日は12月31日であります。連結財務諸

表の作成にあたっては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。     

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 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結会計年度末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しております。） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

② たな卸資産 

  評価基準は原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。   

提出会社 

ａ．製品、仕掛品 

特注品は個別法 

量産品は移動平均法 

ｂ．原材料 

移動平均法 

国内連結子会社及び在外連結子会社  

 主に個別法又は総平均法によっております。   

(2）重要な減価償却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） 

  定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物       ８～15年 

機械装置及び運搬具       ５～10年 

工具、器具及び備品     ２～20年 

注記事項

（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）
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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。 

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（主に５年）に、また市場販売目的の

ソフトウェアについては関連製品の販売計画等を勘案した見込販売期間（３年以内）における見込販売数量に基

づく償却額と販売可能な残存販売期間に基づく均等配分額を比較し、いずれか大きい額を計上する方法によって

おります。 

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）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、提出会社及び一部の連結子会社は、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。 

② 賞与引当金  

 従業員への賞与支給に備えるため、提出会社及び連結子会社は、将来の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。 

③ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、提出会社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度末における退職給付債務

の見込額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。   

④ 製品保証引当金 

  提出会社は、製品保証に係る修理等の費用の支出に備えるため、過去の実績を基礎とした発生見込額を計上し

ております。 

(4）のれんの償却方法及び償却期間 

 のれんの償却については、５年間の定額法により償却を行っております。なお、僅少なのれんについては一括

償却を行っております。   

(5）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ります。 

 なお、一時的余剰資金の運用目的のため、日本電産株式会社へ預託している預け金(預託期間３ヶ月以内）を資

金に含めております。 

(6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

  税抜方式によっております。 
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 ※１ 預け金は、全額一時的余剰資金の運用目的のため、日本電産株式会社へ預託（預託期間３ケ月以内）して

   いるものであります。 

  

  

 ※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損(△は戻入益)が売上

   原価に含まれております。 

   

  ※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。 

   

  ※３ 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。 

   

  ※４ 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。 

  

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

 千円 70,468  千円 293,356

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 

至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成24年４月１日 

至 平成25年３月31日） 

 千円 △15,641  千円 24,923

  

前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 

至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成24年４月１日 

至 平成25年３月31日） 

 役員報酬  千円 171,747  千円 164,280

 給料  千円 533,317  千円 588,550

 賞与引当金繰入額  千円 99,331 千円 79,893

 退職給付費用  千円 32,997 千円 28,632

 減価償却費  千円 40,661  千円 41,877

 販売手数料  千円 34,317  千円 18,434

 研究開発費  千円 286,087  千円 295,423

  貸倒引当金繰入額 千円 29,203 千円 4,457

前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 

至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成24年４月１日 

至 平成25年３月31日） 

 千円 286,087  千円 295,423

  

前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 

至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成24年４月１日 

至 平成25年３月31日） 

 機械装置及び運搬具  千円 103  千円 379

 工具、器具及び備品  千円 －  千円 －

 ソフトウェア  千円 165  千円 －

 リース資産  千円 197  千円 －

計  千円 467 千円 379
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  ※５ 固定資産処分損の内容は、次のとおりであります。  

  

 ※６ 事業構造改善費用 

 当連結会計年度において、当社グループは取引先の事業ポートフォリオの転換により製造・開発・販売体

制の見直しを行った結果、より堅実な事業運営を行うべく事業構造改善費用として関連する棚卸資産等の廃

棄を計上しております。  

  

  

 ※１ その他包括利益に係る組替調整額及び税効果額  

  

  

前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 

至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成24年４月１日 

至 平成25年３月31日） 

 建物及び構築物  千円 －  千円 211

 機械装置及び運搬具  千円 2,279  千円 60,585

 工具、器具及び備品  千円 1,101  千円 707

 建設仮勘定  千円 2,465  千円 －

計  千円 5,846 千円 61,504

（連結包括利益計算書関係）

  
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

その他有価証券評価差額金： 

当期発生額 千円 94,950 千円 24,678

組替調整額 千円 1,257 千円 △75,774

税効果調整前 千円 96,207 千円 △51,096

税効果額 千円 △25,889 千円 22,312

その他有価証券評価差額金 千円 70,317 千円 △28,783

為替換算調整勘定：     

当期発生額 千円 △29,319 千円 475,313

その他の包括利益合計 千円 40,997 千円 446,529
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前連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24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）普通株式の自己株式の株式数の増加20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 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
当連結会計年度期
首株式数（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  14,000,000  －  －  14,000,000

合計  14,000,000  －  －  14,000,000

自己株式         

普通株式  463  20  －  483

合計  463  20  －  483

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成23年５月19日 

取締役会 
普通株式  209,993  15.00 平成23年３月31日 平成23年６月６日 

平成23年10月25日 

取締役会 
普通株式  209,992  15.00 平成23年９月30日 平成23年12月５日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成24年５月17日 

取締役会 
普通株式  209,992 利益剰余金  15.00 平成24年３月31日 平成24年６月11日
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当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25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 

  

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 

  

 ※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりで

   あります。 

    

 ２ 重要な非資金取引の内容は、次のとおりであります。 

  

  
当連結会計年度期
首株式数（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  14,000,000  －  －  14,000,000

合計  14,000,000  －  －  14,000,000

自己株式         

普通株式  483  －  －  483

合計  483  －  －  483

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成24年５月17日 

取締役会 
普通株式  209,992  15.00 平成24年３月31日 平成24年６月11日 

平成24年10月24日 

取締役会 
普通株式  209,992  15.00 平成24年９月30日 平成24年12月３日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成25年５月16日 

取締役会 
普通株式  209,992 利益剰余金  15.00 平成25年３月31日 平成25年６月10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23年４月１日 

至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成24年４月１日 

至 平成25年３月31日） 

 現金及び預金勘定  千円 1,759,219  千円 3,246,325

 預入期間が３ヶ月を超える定期預金  千円 △406,000  千円 △542,720

 預け金  千円 70,468   千円 293,356

 現金及び現金同等物  千円 1,423,688 千円 2,996,962

  

前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 

至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成24年４月１日 

至 平成25年３月31日） 

ファイナンス・リース取引に係る資産及

び債務の額 
 千円 27,598  千円 2,510
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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、経営者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。当社グループの事業は、主に半導体パッケージやプリント基板等の電子回路部品の品質判

定を行う検査装置の製造販売を事業内容とする単一事業であり、各グループ会社はそれぞれ独立した経営

単位であり、包括的な戦略を立案し事業活動を各所在地において展開しております。従って、当社は製造

販売体制を基礎とした所在地別のセグメントから構成されており、「日本」、「台湾」、「韓国」、「中

国」、「タイ」の各グループ会社の所在地を報告セグメントとしております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一であります。 

報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値であります。 

セグメント間の売上高は、第三者取引価格に基づいております。  

   

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報  

  前連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

   

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

          （単位：千円）

  

報告セグメント 

合計 
日本 台湾 韓国 中国 タイ 

売上高           

外部顧客への売上高  6,361,475  1,121,754  1,558,957  676,379  95,041  9,813,608

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 2,183,524  429,185  366,018  1,401,145  131,139  4,511,012

計  8,544,999  1,550,940  1,924,975  2,077,524  226,180  14,324,621

セグメント利益  699,915  226,351  340,230  301,874  7,366  1,575,738

セグメント資産  9,606,763  1,678,151  1,371,788  992,062  226,304  13,875,070

その他の項目  

減価償却費  203,141  29,078  7,737  16,807  18,173  274,938

有形固定資産及び無形

固定資産の増加額 
 436,785  73,750  73,426  84,698  11,188  679,848
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  当連結会計年度（自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日） 

   

４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事

項） 

 （単位：千円）  

                                （単位：千円） 

                                （単位：千円） 

  

                                      （単位：千円） 

  

  

          （単位：千円）

  

報告セグメント 

合計 
日本 台湾 韓国 中国 タイ 

売上高           

外部顧客への売上高  8,908,693  1,011,585  1,900,747  624,595  139,233  12,584,856

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 2,407,093  503,870  477,709  1,558,648  119,859  5,067,181

計  11,315,787  1,515,456  2,378,456  2,183,243  259,093  17,652,037

セグメント利益  1,229,610  320,687  371,243  256,419  △47,322  2,130,637

セグメント資産  12,118,655  1,847,623  2,302,757  1,409,502  278,798  17,957,336

その他の項目  

減価償却費  249,322  45,786  18,508  28,660  20,745  363,023

有形固定資産及び無形

固定資産の増加額 
 694,139  60,326  190,605  78,149  12,546  1,035,765

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計  14,324,621  17,652,037

セグメント間取引消去  △ 4,511,012  △ 5,067,181

連結財務諸表の売上高  9,813,608  12,584,856

利益 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計  1,575,738  2,130,637

セグメント間取引消去  △ 10,031  14,296

のれんの償却額  △ 25,084  △ 25,140

連結財務諸表の営業利益  1,540,621  2,119,793

資産 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計  13,875,070  17,957,336

セグメント間取引消去  △ 2,099,048  △ 2,440,743

のれんの額  50,785  25,644

連結財務諸表の資産額  11,826,807  15,542,238

  報告セグメント計 調整額 連結財務諸表計上額 

その他の項目 
前連結会計

年度 

当連結会計

年度 

前連結会計

年度 

当連結会計

年度 

前連結会計

年度 

当連結会計

年度 

減価償却費 274,938 363,023 1,228 △5,568 276,166 357,455

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額 
679,848 1,035,765 △16,895 △77,284 662,952 958,481
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前連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため記載

を省略しております。   

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

                                       （単位：千円） 

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。  

  

(2）有形固定資産 

                                       （単位：千円） 

    

３．主要な顧客ごとの情報 

                                （単位：千円）  

   

当連結会計年度（自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため記載

を省略しております。   

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

                                       （単位：千円） 

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。  

  

(2）有形固定資産 

                                       （単位：千円） 

    

３．主要な顧客ごとの情報 

                                （単位：千円）  

   

【関連情報】

日本 台湾 韓国 中国 その他 合計 

  2,767,235   3,310,676   1,912,132   1,130,950   692,613   9,813,608

日本 台湾 韓国 中国 その他 合計 

  983,347   141,331   82,029  135,417  117,083   1,459,209

相手先  売上高 関連するセグメント 

 UNIMICRON TECNOLOGY CORP.   1,207,054  日本・台湾   

日本 台湾 韓国 中国 その他 合計 

  4,621,985   3,204,336   2,651,248   896,926   1,210,361   12,584,856

日本 台湾 韓国 中国 その他 合計 

  1,174,227   166,762   199,274  187,242  125,678   1,853,185

相手先  売上高 関連するセグメント 

 日本写真印刷株式会社  1,430,523  日本  
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 該当事項はありません。  

   

前連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

                                         （単位：千円）

   

当連結会計年度（自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日） 

                                         （単位：千円）

   

 該当事項はありません。 

   

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

  日本 台湾 韓国 中国 タイ  合計 

当期償却額    25,084   －   －   －  －   25,084

当期末残高    50,785   －   －   －  －   50,785

  日本 台湾 韓国 中国 タイ  合計 

当期償却額    25,140   －   －   －  －   25,140

当期末残高    25,644   －   －   －  －   25,644

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
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（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 

   ２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、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23年４月１日 
至 平成24年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日 

１株当たり純資産額      円651.49

１株当たり当期純利益        円66.46

１株当たり純資産額      円748.85

１株当たり当期純利益        円98.37

  
前連結会計年度 

自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日 

当期純利益（千円）  930,423  1,377,147

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  930,423  1,377,147

普通株式の期中平均株式数（千株）  13,999  13,999

（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：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 787,924 1,563,694

受取手形 209,586 415,499

売掛金 3,167,284 4,628,270

商品及び製品 273,441 188,832

仕掛品 960,576 670,973

原材料及び貯蔵品 889,215 646,965

前渡金 11,060 －

前払費用 36,755 33,704

預け金 70,468 141,956

リース投資資産 36,625 38,732

繰延税金資産 111,526 257,478

未収入金 301,068 412,762

未収消費税等 129,794 129,218

その他 101,203 91,723

貸倒引当金 △6,229 △9,184

流動資産合計 7,080,301 9,210,627

固定資産   

有形固定資産   

建物 113,531 116,581

減価償却累計額 △82,050 △86,751

建物（純額） 31,481 29,829

機械及び装置 884,999 1,246,647

減価償却累計額 △323,988 △366,867

機械及び装置（純額） 561,010 879,779

車両運搬具 － 6,250

減価償却累計額 － △1,145

車両運搬具（純額） － 5,104

工具、器具及び備品 340,570 373,477

減価償却累計額 △260,898 △274,307

工具、器具及び備品（純額） 79,671 99,169

リース資産 305,847 65,304

減価償却累計額 △203,370 △34,907

リース資産（純額） 102,476 30,396

建設仮勘定 138,075 81,660

有形固定資産合計 912,715 1,125,941

無形固定資産   

特許権 － 37,083

日本電産リード㈱（6833）　平成25年３月期決算短信

25



（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

ソフトウエア 24,679 112,107

電話加入権 1,612 1,612

ソフトウエア仮勘定 63,288 102,426

無形固定資産合計 89,579 253,229

投資その他の資産   

投資有価証券 808,126 622,300

関係会社株式 258,741 360,331

出資金 6,296 6,296

関係会社出資金 171,066 171,066

差入保証金 14,402 13,254

関係会社長期貸付金 120,810 112,028

繰延税金資産 － 7,933

リース投資資産 56,486 56,224

その他 10 10

貸倒引当金 △203 △188

投資その他の資産合計 1,435,736 1,349,258

固定資産合計 2,438,032 2,728,429

資産合計 9,518,333 11,939,057

負債の部   

流動負債   

支払手形 125,167 84,397

買掛金 1,108,925 3,031,614

リース債務 71,907 47,532

未払金 320,552 357,593

未払法人税等 119,378 423,963

前受金 32 230

預り金 13,620 12,039

賞与引当金 162,442 156,327

製品保証引当金 6,000 10,500

その他 7,633 7,271

流動負債合計 1,935,661 4,131,470

固定負債   

リース債務 123,761 76,228

繰延税金負債 15,602 －

退職給付引当金 198,016 206,406

その他 28,578 28,578

固定負債合計 365,958 311,213

負債合計 2,301,620 4,442,683
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 938,000 938,000

資本剰余金   

資本準備金 1,163,000 1,163,000

資本剰余金合計 1,163,000 1,163,000

利益剰余金   

利益準備金 19,250 19,250

その他利益剰余金   

別途積立金 4,162,000 4,262,000

繰越利益剰余金 761,295 969,740

利益剰余金合計 4,942,545 5,250,990

自己株式 △337 △337

株主資本合計 7,043,208 7,351,652

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 173,505 144,721

評価・換算差額等合計 173,505 144,721

純資産合計 7,216,713 7,496,374

負債純資産合計 9,518,333 11,939,057
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 8,341,748 11,165,454

売上原価   

製品期首たな卸高 298,970 273,441

当期製品製造原価 6,082,473 8,149,474

合計 6,381,443 8,422,915

製品期末たな卸高 273,441 188,832

他勘定振替高 289,088 260,089

製品売上原価 5,818,913 7,973,993

売上総利益 2,522,834 3,191,461

販売費及び一般管理費 1,869,874 2,014,948

営業利益 652,960 1,176,512

営業外収益   

受取利息 3,461 2,809

受取配当金 125,657 83,935

受取保険金 － 3,181

為替差益 － 96,883

貸倒引当金戻入額 2,755 －

その他 8,460 3,244

営業外収益合計 140,335 190,054

営業外費用   

支払利息 7,466 1,241

為替差損 72,651 －

その他 1 0

営業外費用合計 80,119 1,241

経常利益 713,176 1,365,326

特別利益   

固定資産売却益 197 314

投資有価証券売却益 － 75,774

特別利益合計 197 76,089

特別損失   

固定資産処分損 3,208 61,258

投資有価証券評価損 1,257 －

事業構造改善費用 － 269,323

特別損失合計 4,465 330,581

税引前当期純利益 708,908 1,110,833

法人税、住民税及び事業税 220,714 529,579

法人税等調整額 51,396 △147,175

法人税等合計 272,110 382,403

当期純利益 436,797 728,430
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 938,000 938,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 938,000 938,000

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 1,163,000 1,163,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,163,000 1,163,000

資本剰余金合計   

当期首残高 1,163,000 1,163,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,163,000 1,163,000

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 19,250 19,250

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 19,250 19,250

その他利益剰余金   

別途積立金   

当期首残高 3,562,000 4,162,000

当期変動額   

別途積立金の積立 600,000 100,000

当期変動額合計 600,000 100,000

当期末残高 4,162,000 4,262,000

繰越利益剰余金   

当期首残高 1,344,483 761,295

当期変動額   

剰余金の配当 △419,985 △419,985

別途積立金の積立 △600,000 △100,000

当期純利益 436,797 728,430

当期変動額合計 △583,187 208,444

当期末残高 761,295 969,740

利益剰余金合計   

当期首残高 4,925,733 4,942,545

当期変動額   

剰余金の配当 △419,985 △419,985

別途積立金の積立 － －

当期純利益 436,797 728,430

当期変動額合計 16,812 308,444

当期末残高 4,942,545 5,250,990
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

自己株式   

当期首残高 △312 △337

当期変動額   

自己株式の取得 △24 －

当期変動額合計 △24 －

当期末残高 △337 △337

株主資本合計   

当期首残高 7,026,420 7,043,208

当期変動額   

剰余金の配当 △419,985 △419,985

当期純利益 436,797 728,430

自己株式の取得 △24 －

当期変動額合計 16,787 308,444

当期末残高 7,043,208 7,351,652

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 103,188 173,505

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 70,317 △28,783

当期変動額合計 70,317 △28,783

当期末残高 173,505 144,721

評価・換算差額等合計   

当期首残高 103,188 173,505

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 70,317 △28,783

当期変動額合計 70,317 △28,783

当期末残高 173,505 144,721

純資産合計   

当期首残高 7,129,608 7,216,713

当期変動額   

剰余金の配当 △419,985 △419,985

当期純利益 436,797 728,430

自己株式の取得 △24 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 70,317 △28,783

当期変動額合計 87,104 279,660

当期末残高 7,216,713 7,496,374
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① 代表者の異動 

該当事項はありません。 

  

② その他の取締役及び監査役の異動（６月24日付） 

1）新任取締役候補  

佐藤 明  （現 当社非常勤監査役、日本電産株式会社取締役副社長執行役員）  

北尾 宜久 （現 日本電産株式会社執行役員） 

  

2）退任予定取締役 

沼田 清  （現 取締役常務執行役員品質保証部長） 

（注）退任後は品質保証部長に留任予定 

加藤 穣  （現 取締役執行役員ボードテスト事業部長） 

（注）退任後は執行役員ボードテスト事業部長に留任予定  

  

3）新任監査役候補 

安井 琢人 （現 日本電産株式会社執行役員） 

（注）社外監査役候補者であります。 

  

4）退任予定監査役 

佐藤 明  （現 当社非常勤監査役、日本電産株式会社取締役副社長執行役員）  

  

③ 執行役員の異動（６月24日付） 

1）新任執行役員候補 

金井 敏彦 （現 日本電産リード・コリア株式会社副社長） 

（注）就任後は執行役員及び日本電産リード・コリア株式会社副社長を兼務   

  

６．その他

(1)役員の異動
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当第４四半期に係る（要約）四半期連結損益計算書（平成25年１月１日～平成25年３月31日） 

  

前第４四半期に係る（要約）四半期連結損益計算書（平成24年１月１日～平成24年３月31日） 

  

(2)第４四半期連結損益計算書

 科目  

  

 当第４四半期 

（平成25年３月期第４四半期） 

 金額（千円） 

 Ⅰ 売上高    3,714,346

 Ⅱ 売上原価    2,694,315

 売上総利益    1,020,030

 Ⅲ 販売費及び一般管理費    569,397

 営業利益    450,633

 Ⅳ 営業外収益    110,988

 Ⅴ 営業外費用    28,457

 経常利益    533,163

 Ⅵ 特別利益    3

 Ⅶ 特別損失    329,982

 税金等調整前四半期純利益    203,184

 税金費用    62,856

 少数株主利益    5,893

 四半期純利益    134,433

 科目  

  

 当第４四半期 

（平成24年３月期第４四半期） 

 金額（千円） 

 Ⅰ 売上高    2,575,177

 Ⅱ 売上原価    1,629,327

 売上総利益    945,849

 Ⅲ 販売費及び一般管理費    554,571

 営業利益    391,277

 Ⅳ 営業外収益    12,042

 Ⅴ 営業外費用    8,988

 経常利益    394,331

 Ⅵ 特別利益    102

 Ⅶ 特別損失    2,406

 税金等調整前四半期純利益    392,028

 税金費用    136,002

 少数株主利益    6,296

 四半期純利益    249,728
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（3）連結決算概要 

平成 25 年４月 23 日 
日本電産リード株式会社 

 

平成 25 年３月期（第 22 期）連結決算概要 
 
１． 連結業績の状況                           （百万円未満切捨て） 
 
 当連結会計年度 

( 累 計 ) 
自 平成 24年 4月 １日 

至 平成 25 年 3月 31 日 

対前期 
増減率 

前連結会計年度 
( 累 計 ) 

自 平成 23年 4月 １日 

至 平成 24 年 3月 31 日 

当第４四半期 
自 平成 25年 1月 １日 
至 平成 25 年 3月 31 日 

対前年 
同期 
増減率 

前第４四半期 
自 平成 24年 1月 １日 
至 平成 24 年 3月 31 日 

百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 百万円 
売 上 高 

12,584 28.2 9,813 3,714 44.2 2,575 

営 業 利 益 
2,119 

(16.8%) 
37.6 

1,540 
(15.7%) 

450 
(12.1%) 

15.2 
391 

(15.2%) 

経 常 利 益 
2,308 

(18.3%) 
56.1 

1,479 
(15.1%) 

533 
(14.4%) 

35.2 
394 

(15.3%) 

当期純利益 
1,377 

(10.9%) 
48.0 

930 
(9.5%) 

134 
(3.6%) 

△46.2 
249 

(9.7%) 
円 銭  円 銭 円 銭  円 銭 １ 株 当 た り 

当 期 純 利 益 98.37 - 66.46 9.60 - 17.84 
潜在株調整後 
１ 株 当 た り 
当期純利益 

- - - - - - 

 ※ １.（ ）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 

15,542 11,826 

純 資 産 10,780 9,318 
％ ％ 

自 己 資 本 比 率 
67.5 77.1 
円 銭 円 銭 １ 株 当 た り 

純 資 産 748.85 651.49 
百万円 百万円 営 業 活 動 に よ る         

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 2,335 343 

投 資 活 動 に よ る         
キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー △375 △87 

財 務 活 動 に よ る         
キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー △497 △530 
現 金 及 び 
現 金 同 等 物 
期 末 残 高 2,996 1,423 

 

３． 配当の状況 
 

 第２四半期末 期  末 年  間 

円 銭 円 銭 円 銭 
２ ４ 年 ３ 月 期 

15.00 15.00 30.00 

２ ５ 年 ３ 月 期 15.00 15.00 30.00 

２６年３月期（予想） 15.00 15.00 30.00 

  
 
４．連結範囲及び持分法の適用に関する事項 
   連結子会社数 ５社  持分法適用会社数 －社 

＜前期末（平成 24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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