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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第３四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24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 ％

25年３月期第３四半期 20,017 △10.1 2,766 △18.3 2,955 △11.5 2,121 △3.1

24年３月期第３四半期 22,267 △3.8 3,386 △10.0 3,339 △7.1 2,188 △2.3

(注) 包括利益 25年３月期第３四半期 2,478百万円(25.3％) 24年３月期第３四半期 1,977百万円(15.9％)

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

25年３月期第３四半期 32 00 ―

24年３月期第３四半期 33 01 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第３四半期 37,382 28,785 76.4

24年３月期 35,517 27,237 76.2

(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 28,567百万円 24年３月期 27,059百万円

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

24年３月期 ― 6 00 ― 7 00 13 00

25年３月期 ― 7 00 ―

25年３月期(予想) 7 00 14 00

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25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 25,600 △12.1 3,000 △28.5 3,000 △28.5 2,100 △22.4 31 67

ce101870
グループ

ce101870
スタンプ

ce101870
画像

ce101870
グループ



  

 

 

 
  

・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。 

  

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的

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。 

  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  ―社 、除外  ―社

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期３Ｑ 66,452,000株 24年３月期 66,452,000株

② 期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 149,780株 24年３月期 149,780株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 66,302,220株 24年３月期３Ｑ 66,302,301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３四半期連結累計期間における経営環境につきましては、足下では超円高の修正の動きなど若干

の明るい兆しは見えつつあるものの、欧州景況の停滞や新興国の経済成長鈍化などにより民間設備投資

に本格回復の動きは見出しづらく、産業用向けの電子部品供給を主体とする当社グループにとっては引

き続き厳しい経営環境となりました。 

当第３四半期連結累計期間の売上高につきましては、半導体製造装置向けのセンサをはじめ全セグメ

ントが減速した結果、前年同期との比較で10.1％減の200億1千7百万円となりました。 

また、損益につきましては、各種コスト削減に努めましたが減収の影響等により、営業利益が前年同

期比18.3％減の27億6千6百万円、経常利益が前年同期比11.5％減の29億5千5百万円、四半期純利益が前

年同期比3.1％減の21億2千1百万円の結果となりました。 

  

①セグメント別売上高・セグメント利益(営業利益)  

当第３四半期連結累計期間の売上高は全体で前年同期比10.1％減の200億1千7百万円、営業利益は全

体で前年同期比18.3％減の27億6千6百万円となっており、セグメント別の状況については以下の通りで

あります。 

  

(a)エレクトロニック＆メカニカルコンポーネンツ(Ｅ＆ＭＣ) 

当セグメントの売上高につきましては、情報通信業界等からの引合い低調により、前年同期比

7.4％減の87億6千8百万円となっております。 

セグメント利益(営業利益)につきましては、減収等の影響により前年同期比39.4％減の7億2百万円

となっております。 

  

(b)センサ 

当セグメントの売上高につきましては、医療機向けなどは比較的堅調に推移しているものの主力の

半導体製造装置向け・空圧業界向け低調により、前年同期比22.9％減の19億5千6百万円となっており

ます。 

セグメント利益(営業利益)につきましては、減収等に伴い、前年同期比76.8％減の1億4百万円とな

っております。 

  

(c)アクチュエータ 

当セグメントの売上高につきましては、医療機向け新製品の健闘などはあったものの前年同期比

6.9％減の73億1千3百万円となっております。 

セグメント利益(営業利益)につきましては、コスト低減努力等により前年同期比11.1％増の15億2

千5百万円となっております。 

  

１．当四半期決算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
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(d)商品 

当セグメントの売上高につきましては、携帯電話向けタッチパネルの終息などにより前年同期比

17.8％減の19億7千9百万円となっております。 

セグメント利益(営業利益)につきましては、減収等の影響により前年同期比26.0％減の1億7千8百

万円となっております。 

  

②経常利益  

当第３四半期連結累計期間の経常利益につきましては、営業利益の変動要因の他、年末にかけての円

高修正による為替差益の影響などより営業利益比較では減益率は縮小し、前年同期比11.5％減の29億5

千5百万円となっております。 

  

③四半期純利益 

当第３四半期連結累計期間の四半期純利益につきましては、前年同期比3.1％減の21億2千1百万円と

なっております。 

  

  

①資産 

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

増加などにより前連結会計年度末比22億2千万円増加し280億9百万円となっております。また、固定資

産が減価償却による減少や投資有価証券の減少などにより前連結会計年度末比3億5千4百万円減少し93

億7千3百万円となり、その結果総資産は前連結会計年度末比18億6千5百万円増加し373億8千2百万円と

なっております。 

  

②負債 

当第３四半期連結会計期間末の負債につきましては、流動負債が買掛金の増加等により前連結会計年

度末比3億8千2百万円増加し74億8千万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6千4百万円減少し11億1千6百万円となり、その結果負債合計は前連結会計年

度末比3億1千7百万円増加し85億9千7百万円となっております。 

  

③純資産 

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15億4千7百万円増加し

287億8千5百万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21億2

千1百万円及び為替換算調整勘定の変動3億6千8百万円、主な減少要因は剰余金の配当9億2千8百万円で

あります。 

  

  

為替や客先の動向等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24年10月24日に公表致

しました平成25年３月期通期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

（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。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,165,888 9,794,611

受取手形及び売掛金 10,260,094 9,344,965

親会社株式 － 170,680

たな卸資産 5,774,543 6,829,492

その他 1,605,049 1,886,694

貸倒引当金 △16,122 △16,840

流動資産合計 25,789,453 28,009,602

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,865,375 2,801,786

機械装置及び運搬具（純額） 2,836,131 2,840,865

工具、器具及び備品（純額） 690,287 631,043

土地 1,599,296 1,599,296

建設仮勘定 50,386 155,946

有形固定資産合計 8,041,478 8,028,938

無形固定資産   

ソフトウエア 541,028 458,460

その他 16,058 16,058

無形固定資産合計 557,086 474,519

投資その他の資産 1,129,143 869,688

固定資産合計 9,727,708 9,373,146

資産合計 35,517,162 37,382,749

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,400,520 5,358,409

短期借入金 100,000 100,000

未払法人税等 553,627 244,636

賞与引当金 612,532 345,990

その他 1,431,733 1,431,837

流動負債合計 7,098,414 7,480,874

固定負債   

退職給付引当金 904,725 832,052

その他 276,736 284,818

固定負債合計 1,181,462 1,116,870

負債合計 8,279,876 8,597,744
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12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 22,929,465 24,122,775

自己株式 △37,145 △37,145

株主資本合計 27,517,858 28,711,168

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 26,809 △26,943

為替換算調整勘定 △484,871 △116,312

その他の包括利益累計額合計 △458,061 △143,256

少数株主持分 177,488 217,092

純資産合計 27,237,285 28,785,004

負債純資産合計 35,517,162 37,382,749
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 22,267,360 20,017,638

売上原価 15,051,453 13,866,301

売上総利益 7,215,907 6,151,337

販売費及び一般管理費 3,828,915 3,384,858

営業利益 3,386,992 2,766,478

営業外収益   

受取利息及び配当金 45,916 47,226

受取保険金 36,886 7,479

為替差益 － 143,236

その他 29,031 35,231

営業外収益合計 111,834 233,174

営業外費用   

支払利息 2,013 1,625

売上割引 5,293 4,592

為替差損 121,270 －

支払補償費 10,585 6,314

共同開発費用 － 13,155

その他 19,740 18,148

営業外費用合計 158,904 43,836

経常利益 3,339,922 2,955,816

特別利益   

固定資産売却益 7,525 1,283

投資有価証券売却益 － 64

特別利益合計 7,525 1,348

特別損失   

固定資産除売却損 7,058 11,206

災害による損失 33,932 －

投資有価証券売却損 － 16

その他 322 814

特別損失合計 41,312 12,037

税金等調整前四半期純利益 3,306,135 2,945,127

法人税、住民税及び事業税 864,767 673,159

法人税等調整額 238,089 124,747

法人税等合計 1,102,856 797,907

少数株主損益調整前四半期純利益 2,203,278 2,147,219

少数株主利益 14,416 25,679

四半期純利益 2,188,862 2,121,540
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 四半期連結包括利益計算書 
 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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,203,278 2,147,219

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △40,267 △53,753

為替換算調整勘定 △185,677 384,633

その他の包括利益合計 △225,944 330,879

四半期包括利益 1,977,334 2,478,099

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,970,509 2,436,345

少数株主に係る四半期包括利益 6,824 41,754
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当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日）  

 該当事項はありません。 

  

  

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日) 

１．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 

 
(注) １  第１四半期連結会計期間より事業部名称変更に伴い、セグメント名称を電子回路部品から 

  Ｅ＆ＭＣ（エレクトロニック＆メカニカルコンポーネンツ）に変更しております。 

２  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。 

３  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。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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
調整額注3

四半期連結 

損益計算書 

計上額注2Ｅ＆ＭＣ注1 センサ アクチュエータ 商品

売上高

  外部顧客への売上高 9,468,268 2,538,321 7,851,869 2,408,901 ─ 22,267,360

セグメント利益 1,159,639 449,007 1,373,050 241,293 164,001 3,386,992

(単位：千円)

項目 金額

のれん償却額 △223,240

販売費及び一般管理費予算実績差異(※１) 182,935

棚卸資産の調整額(※２) 204,306

  合計 164,001
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日) 

１．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 

 
(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。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日）  

 該当事項はありません。 

  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日）  

 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1Ｅ＆ＭＣ センサ アクチュエータ 商品

売上高

  外部顧客への売上高 8,768,856 1,956,647 7,313,060 1,979,074 ─ 20,017,638

セグメント利益 702,749 104,044 1,525,475 178,488 255,720 2,766,478

(単位：千円)

項目 金額

販売費及び一般管理費予算実績差異(※１) 333,601

棚卸資産の調整額(※２) △ 77,881

  合計 255,720

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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平成25年１月24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 
＜前年同期末（平成23年12月）比の異動状況＞ 

連結  (新規) ―社 (除外) ─社  持分法  (新規) ─社 (除外) ─社 

４．補足情報

（１）連結決算概要

平成25年３月期（第46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24年４月１日
至 平成24年12月31日

前年 
同期 
増減率

前第３四半期
（ 累 計 ）

自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日

当第３四半期

自 平成24年10月１日
至 平成24年12月31日

前年 
同期 
増減率

前第３四半期

自 平成23年10月１日
至 平成23年12月31日

売上高
百万円 ％ 百万円 百万円 ％ 百万円

20,017 △10.1 22,267 6,372 △11.2 7,179

営業利益
2,766

△18.3
3,386 856

△1.2
867

(13.8%) (15.2%) (13.4%) (12.1%)

経常利益
2,955

△11.5
3,339 1,089

25.6
867

(14.8%) (15.0%) (17.1%) (12.1%)

四半期 
純利益

2,121
△3.1

2,188 778
64.3

473
(10.6%) (9.8%) (12.2%) (6.6%)

一株当たり 
四半期純利益

円 銭
─

円 銭 円 銭
─

円 銭

32.00 33.01 11.74 7.14

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

37,382 34,912 35,517

純資産
28,785 26,360 27,237

自己資本比率
％ ％ ％

76.4 75.1 76.2
一株当たり 
純資産

円 銭 円 銭 円 銭

430.87 395.39 408.13

３．配当の状況

第２四半期末 期末 合計

24年３月期
円 銭 円 銭 円 銭

6.00 7.00 13.00

25年３月期 7.00 ─ ─

25年３月期（予想） ─ 7.00 14.00

４．連結範囲及び持分法の適用に関する事項
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