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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第77期

第３四半期連結
累計期間

第78期
第３四半期連結

累計期間
第77期

会計期間
自平成24年４月１日
至平成24年12月31日

自平成25年４月１日
至平成25年12月31日

自平成24年４月１日
至平成25年３月31日

売上高（百万円） 40,954 39,428 51,720

経常利益又は経常損失（△）（百

万円）
    257     605 △2,067

四半期純利益又は当期純損失

（△）（百万円）
202 1,649 △8,552

四半期包括利益又は包括利益

（百万円）
    1,187     3,583 △5,795

純資産額（百万円） 50,118 44,865 43,135

総資産額（百万円） 70,352 63,593 62,376

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり当期純損失金額（△）

（円）

3.25     26.62 △137.86

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 66.99 65.45 64.20

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
1,900 431 2,689

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△6,805 1,107 △7,691

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
2,108 △594 2,105

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
4,907 6,673 5,284

　

回次
第77期

第３四半期連結
会計期間

第78期
第３四半期連結

会計期間

会計期間
自平成24年10月１日
至平成24年12月31日

自平成25年10月１日
至平成25年12月31日

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期純損失金額

（△）（円）

△27.62     9.33

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移につい

　　　　　　ては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（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。　

　

２【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容につ

いて、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。　
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券

報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。なお、重要事象等は存在しておりません。　

　

２【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

(1)業績の状況 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や金融緩和を背景とした円安効果から輸出関

連企業を中心とした収益改善や株価の高騰、設備投資の持ち直しなど景況感は回復基調が見られました。その一方

で一部の新興国経済の減速感および労務費アップ、原材料やエネルギー価格の上昇、更に消費税増税を巡る動きな

どの景気を押し下げるリスク要因もあり、景気の先行きには慎重な見方も広がっております。

こうした情勢の中、当社グループでは、現行製品の売上・利益増を図ると同時に今後の成長発展が期待できる新

たな市場への進出に注力しており、“高機能・高品質”、“ハーフプライス”、“軽薄短小”といったマーケッ

ト・ニーズに応え得る競争力のある製品を開発し、ビジネス・ポートフォリオの転換に向けた取り組みを進めてき

ました。とりわけ、この数年で市場が急拡大しているスマートフォン市場に向けては、当社の差別化技術によって

開発したOIS（手振れ補正ユニット）の量産体制の構築・整備をはじめ、新製品開発や新たな顧客の確保等によっ

て商量増を図ってまいります。また、引き続き“エコ・省エネ”、“安心・安全”、“車載”、“健康・医療”な

どの分野への取り組みを進めてまいります。

当第３四半期の連結経営成績は、売上高は394億28百万円（前年同期比3.7％減）、営業損失は３億13百万円（前

年同期比100.6％増）、経常利益は６億５百万円（前年同期比134.8％増）、四半期純利益は16億49百万円（前年同

期比715.4％増）となりました。

　

セグメントの実績は、次のとおりであります。

　

①光学電子機器関連事業

光学機器関連は、直前の第２四半期と比較し、デジタルカメラ市場において、一眼タイプ、コンパクトタイプ

共に年末商戦向けに回復傾向を示しました。特に一眼タイプは、新機種が好調に推移しました。一方、コンパク

トタイプは、スマートフォン普及の影響により縮小傾向にありますが、付加価値の高いＯＩＳ付きシャッター、

大型センサー用シャッターを中心に新製品の受注は好調で、来期に向けて更なるシェアアップを図っています。

ビジネス・ポートフォリオ転換の進捗状況については、前述のスマートフォン向けＯＩＳに加えて、モバイル

端末用差別化レンズ、新市場向け光学系製品の開発が進んでいることから、これらを早期の受注決定に繋げ、新

たな領域での事業の確立と拡大を目指して、幅広い営業活動を行ってまいります。

　

電子機器関連は、スマートフォン向けおよび従来型携帯電話（フィーチャーフォン）向け振動モーター等の売

上は、共に海外の大手顧客向けを中心に堅調に推移いたしました。デジタルカメラ向けギヤードモーターは売上

減となりましたが、建機、通信インフラ向けセンサー、ＡＴＭ向けセンサー関連が受注を伸ばしました。

更に、台湾・中国等の新興国市場での精密小型モーターや駆動ユニットの引合いも増加傾向にあることから、

引き続き、日本電産グループのネットワークを活かしたグローバル営業体制の拡充、顧客密着型営業の展開によ

るニーズの発掘・迅速な対応等に注力してまいります。併せて、より競争力を高めた振動モーターの開発、パ

ワー系モーターユニット等のビジネス・ポートフォリオ転換に資する製品の商量拡大を図り、売上増を目指しま

す。

　

部品関連は、デジタルカメラ向け金属外装およびレンズ鏡筒切削部品が売上減となるなど、既存市場・顧客向

け製品が伸び悩みました。当分野においてもビジネス・ポートフォリオ転換を図るため、医療機器、車載、二

輪、セキュリティー、アミューズメント分野への参入を進めており、新たな事業の柱に成長させるべく努めてま

いります。

金型事業につきましては、一段と激化している新興国メーカーとの価格競争に打ち勝つため、国内および海外

拠点における金型製作体制の再編・強化を進めています。同時に当社の強みである精密加工技術力を更に高度化
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し、国内外拠点のネットワークを活用した短納期対応や生産効率の向上を図り、事業の一層の拡大を目指しま

す。

この結果、光学電子機器関連事業の売上高は前年同期比3.1％減の364億81百万円となり、営業利益（全社費用

等控除前）は前年同期比50.4％増の20億27百万円となりました。

　

②システム機器関連事業

システム機器関連は、アミューズメント製品の量産化および一部の海外市場向け製品の納入時期延伸等があ

り、売上は伸び悩みました。

一方、産業機器関連製品は順調に推移し、また、今後の事業の柱として期待しているＩＤ（身分証明）カード

用および産業用レーザーマーカーは、セキュリティー市場への関心が世界的に高まる中、フランスにて開催され

た展示会に新製品を出品するなど積極的な営業活動を展開。海外からの引き合い・商談が増加しており、これを

受注につなげるべく進めてまいります。また、当社の要素技術である画像処理技術や搬送技術等を応用した新製

品の展開にも積極的に取り組んでおります。

システム機器関連事業の売上高は前年同期比11.2％減の29億47百万円となりましたが、利益面においては一部

製品において想定を上回る速度で売価が下がる等の影響を受けて採算が悪化し、営業損失（全社費用等控除前）

は４億66百万円（前年同期は３億62百万円の営業利益）となりました。　

(2)財政状態

（資産）

当第３四半期連結会計期間末における総資産は635億93百万円となり、前連結会計年度末比12億17百万円の増加

となりました。これは主に前年第４四半期からの売上増に伴う売掛金や棚卸資産の増加等によるものです。

（負債）

第３四半期連結会計期間末における負債は187億28百万円となり、前連結会計年度末比５億13百万円の減少とな

りました。これは主に短期借入金が13億71百万円増加したものの、設備関係未払金10億84百万円減少、賞与引当金

３億36百万円減少、未払法人税等１億46百万円減少したこと等によるものです。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産は448億65百万円となり、前連結会計年度末比17億30百万円の増加

となりました。これは主に円安等による為替換算調整勘定が13億81百万円増加したことや四半期純利益16億49百万

円を計上したこと等によるものです。

　

(3)キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は66億73百万円となり、前連結会計年度末と比較し13億

88百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの増減要因は以下の通りです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

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・フローは税金等調整前四半期純利益25億57百万

円に加えて減価償却費の計上がありましたが、売上債権やたな卸資産の増加等もあり、４億31百万円の増加となり

ました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

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・フローは主に固定資産の取得による支出があり

ましたが、親会社株式の売却による収入や土地売却等の固定資産売却による収入により、11億７百万円の増加とな

りました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

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・フローは短期借入金の増加がありましたが、自

己株式の取得による支出や配当金の支払額等により、５億94百万円の減少となりました。

　

(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 
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(5)研究開発活動

当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、15億円であります。なお、当第３四

半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

(6)経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

１．経営成績に重要な影響を与える要因について

①主力製品市場の変動

当社の主力製品が使われているコンパクト型デジタルカメラの市場において、スマートフォンの台頭や市場

の成熟により、規模が急激に縮小しており、シャッター、モータ、金属外装等の製品において、売上数量の減

少、製品価格の下落、取引先の在庫調整等により、財政状態、経営成績に多大なる影響を及ぼしております。

②成長マーケットへの新規参入

現在の当社グループの販売は、デジタルカメラ市場、及び、日系企業向けが中心です。成熟市場、低い経済

成長市場から、成長が期待出来る市場や新興国など経済成長が見込まれる国で需要が高い製品市場へ新規参入

していくことが、今後の経営成績に大きく影響してきます。

　

２．経営戦略の現状と見通し

当社グループは、現在および今後の世界市場の動向、わが国の製造業を取り巻く環境変化に対応し、以下の主

たる成長戦略を加速させてまいります。

①事業部門別戦略

光学機器部門は、デジタルカメラ市場においては、高機能が求められる一眼カメラ向けシャッター、交換レ

ンズ製品に特化するとともに、今後中長期的に成長の見込めるモバイル機器、セキュリティー、産業機器、車

載機器市場等に向けて、新規事業開発本部と連携を図り、デジタル・オプティカルユニット（ＤＯＵ）の新製

品やシステム製品を積極展開し、ビジネス・ポートフォリオ転換を加速してまいります。

電子機器部門では、振動モーターは、高付加価値の新製品開発によるマーケットシェアのアップ、複合モー

ター（モーターにギアとセンサー等を組み合わせたユニット製品）については、一眼カメラや産業機器市場で

の拡大、更にパワー系モーター製品等を二輪車・車載をはじめテーマ性のある成長市場に積極展開いたしま

す。

部品部門は、既存事業ではデジタルカメラ等の金属外装や一眼カメラ用切削部品（鏡筒・マウント）と同製

品の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・省エネ”、“安心・安全”、“健康・医療”といった、今後の成長が期待できる新市場へ積極的にスリー

新製品を投入してまいります。

システム機器部門は、搬送技術、大型設備製造技術、プリンティングおよびセンシング技術等を活用して、

工作機械市場やセキュリティー、アミューズメント関連製品等への進出・事業化を進めております。

②Ｍ＆Ａ戦略

各事業部門別戦略の早期実現のため、Ｍ＆Ａによる事業規模拡大や競争力強化、技術獲得等を視野に入れた

戦略を構築してまいります。

③拠点戦略

国内外事業所のあるべき体制構築に向け、国内拠点の機能見直しや特に海外生産拠点はコア拠点（タイ、中

国、ベトナム）への集約による効率化を推進すると同時に、グローバル・セールスネットワークを強化してま

いります。

　

(7)経営者の問題認識と今後の方針について 

当社グループは、独創的かつ高度な精密加工技術、製品開発力、生産技術力を通じて主力マーケットであるカメ

ラ業界や通信機器業界に加え、今後の成長性が期待できる車載、医療機器等のテーマ性をもった産業分野に価値あ

る技術・製品を提供していくとともに、モジュール化やシステム化などに対応し、顧客の利便性向上や付加価値を

高めることで、社会貢献を果たし、持続的成長を実現する企業を目指すことを基本方針としております。

全社にわたって基本方針を徹底させるとともに、企業価値を極大化すべく、次の理念をもって経営に努めてまい

ります。

①ビジネス・ポートフォリオ転換の加速

コンパクト型デジタルカメラ市場の縮小傾向の中、事業拡大のためには既存ビジネスの拡充とともに、新たな

技術・製品をもって新市場・新顧客を開拓することが必須であり、当社の特徴であるオプトメカトロニクス技術

をベースに、新たな差別化技術の開発を進め、成長市場への新規参入および商量アップを目指します。同時に品

質革新の遂行、サプライチェーンの見直し、部品内製化や省力化・合理化による付加価値の向上や原価改善策を

徹底推進し、マーケット状況に柔軟に対応できる生産体制の整備等を一層推進してまいります。　
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②企業構造改革の加速

昨今の韓国、中国、台湾企業の台頭には目覚しいものがあり、グローバル競争は激しさを増す一方です。ま

た、新興国市場で成功している製品は概してローエンドからミドルエンド価格帯に属していることから、こうし

た状況に打ち勝っていくために当社グループでは企業構造の改革を加速いたします。すなわち、国内体制はスリ

ム化し、製造部門のみならず、開発・設計、生産技術、品質管理等の機能をも海外拠点へ移管を行い、海外拠点

での一貫体制を拡充・強化することで、コストやスピード・サービス面でもアジア勢との競争に勝てる企業構造

の構築に努めてまいります。

また、海外拠点の集約・最適地での生産等による効率化を推進し、価格競争力の強化に取り組んでまいりま

す。

③グローバル営業体制の拡充と人材育成

新興国を中心に今後の伸長が確実視される国や市場、成長企業の所在地に営業拠点を設置し、グローバル・

セールスネットワークの拡充を図ります。

こうした戦略を実現するために能力・知見に富む人材の積極的な採用・登用、実力実績主義に基づいた人事制

度・教育プログラムの充実化によって世界を舞台に活躍できる社員を育成し、国籍・性別・キャリアを問わずス

テップアップできる企業風土の醸成、組織の活性化を進めてまいります。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

　　①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

  普通株式 200,000,000

計 200,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数（株）

（平成25年12月31日）

提出日現在発行数（株）

（平成26年２月10日）

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名

内容

  普通株式 60,642,078 60,642,078 －
単元株式数

100株　

計 60,642,078 60,642,078 － －

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。　　　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式

総数増減数

（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金
増減額

（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成25年10月１日

（注）
△2,312,846 60,642,078 － 11,080 － 12,524

（注）自己株式の消却による減少であります。

　

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成25年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

 

①【発行済株式】

 平成25年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －　

議決権制限株式（自己株式等） － － －　

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式  1,104,600 － －

完全議決権株式（その他）  普通株式 61,831,000     618,310 －　

単元未満株式  普通株式　  19,324 － 単元（百株）未満の株式

発行済株式総数  62,954,924 － －

総株主の議決権 －     618,310 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、2,000株（議決権の数20個）

          含まれております。

 

②【自己株式等】

 平成25年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所
有株式数
（株）

他人名義所
有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合(％)

日本電産コパル株式会社
東京都板橋区志村

２－18－10
1,104,600 － 1,104,600     1.75

計 － 1,104,600 － 1,104,600     1.75

（注）平成25年10月１日効力発生の株式交換に反対する株主からの買取請求に基づき自己株式1,208,200株を取得

したことおよび平成25年９月30日開催の取締役会決議に基づき平成25年10月１日付で自己株式2,312,846株

を消却したこと等により、当第３四半期末現在の自己株式数は０株となっております。

　

２【役員の状況】

  該当事項はありません。　

　 

EDINET提出書類

日本電産コパル株式会社(E02278)

四半期報告書

 8/19



第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第３項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま

す。　

　

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成25年10月１日から平

成25年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、京都監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,284 6,673

受取手形及び売掛金 8,895 10,473

電子記録債権 58 251

親会社株式 765 －

商品及び製品 1,003 946

仕掛品 5,324 6,892

原材料及び貯蔵品 2,548 2,628

繰延税金資産 780 316

その他 1,594 903

貸倒引当金 △3 △4

流動資産合計 26,251 29,081

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額）
※ 10,169 ※ 9,795

機械装置及び運搬具（純額） 9,754 9,155

工具、器具及び備品（純額） 4,290 3,569

土地 3,686 3,551

リース資産（純額） 883 735

建設仮勘定 814 992

有形固定資産合計 29,598 27,799

無形固定資産 235 304

投資その他の資産

投資有価証券 637 385

出資金 57 57

繰延税金資産 229 140

前払年金費用 5,273 5,427

その他 93 398

貸倒引当金 △0 △2

投資その他の資産合計 6,290 6,407

固定資産合計 36,125 34,512

資産合計 62,376 63,593
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,242 7,181

短期借入金 5,090 6,462

リース債務 254 222

設備関係未払金 1,263 178

未払法人税等 339 193

賞与引当金 565 228

その他 2,215 2,188

流動負債合計 16,972 16,655

固定負債

リース債務 667 567

繰延税金負債 781 827

退職給付引当金 531 461

債務保証損失引当金 17 17

負ののれん 31 30

その他 238 168

固定負債合計 2,268 2,073

負債合計 19,241 18,728

純資産の部

株主資本

資本金 11,080 11,080

資本剰余金 12,524 12,524

利益剰余金 17,088 16,048

自己株式 △937 －

株主資本合計 39,756 39,653

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △168 125

為替換算調整勘定 458 1,840

その他の包括利益累計額合計 289 1,965

少数株主持分 3,089 3,246

純資産合計 43,135 44,865

負債純資産合計 62,376 63,593
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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：百万円）

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年12月31日)

売上高 40,954
※ 39,428

売上原価 36,354 35,572

売上総利益 4,600 3,856

販売費及び一般管理費 4,756 4,170

営業損失（△） △156 △313

営業外収益

受取利息 16 8

受取配当金 43 20

為替差益 269 691

負ののれん償却額 1 1

固定資産賃貸料 94 102

助成金収入 115 68

その他 91 118

営業外収益合計 633 1,011

営業外費用

支払利息 18 20

一時帰休労務費 141 37

その他 59 33

営業外費用合計 219 92

経常利益 257 605

特別利益

投資有価証券売却益 186 356

固定資産売却益 19 1,600

受取保険金 104 66

償却債権取立益 － 435

負ののれん発生益 － 33

その他 2 5

特別利益合計 312 2,497

特別損失

固定資産除売却損 43 533

たな卸資産処分損 127 －

その他 11 11

特別損失合計 183 545

税金等調整前四半期純利益 387 2,557

法人税、住民税及び事業税 297 388

法人税等調整額 △226 613

法人税等合計 71 1,002

少数株主損益調整前四半期純利益 315 1,554

少数株主利益又は少数株主損失（△） 113 △94

四半期純利益 202 1,649
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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：百万円）

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 315 1,554

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △379 294

為替換算調整勘定 1,250 1,734

その他の包括利益合計 871 2,029

四半期包括利益 1,187 3,583

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 928 3,325

少数株主に係る四半期包括利益 258 258

EDINET提出書類

日本電産コパル株式会社(E02278)

四半期報告書

13/19



（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25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 387 2,557

減価償却費 3,026 3,409

負ののれん償却額 △1 △1

負ののれん発生益 － △33

受取保険金 △104 △66

退職給付引当金の増減額（△は減少） △18 △76

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 1

その他の引当金の増減額（△は減少） △237 △340

受取利息及び受取配当金 △60 △28

支払利息 18 20

固定資産除売却損益（△は益） 24 △1,139

投資有価証券売却損益（△は益） △186 △355

売上債権の増減額（△は増加） 4,475 △1,549

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,289 △971

未収入金の増減額（△は増加） 160 160

仕入債務の増減額（△は減少） △3,865 △287

未払金の増減額（△は減少） △226 △226

その他 275 △896

小計 2,378 174

利息及び配当金の受取額 60 28

利息の支払額 △18 △20

法人税等の支払額 △560 △529

法人税等の還付額 40 235

保険金の受取額 － 543

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,900 431

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △7,453 △2,428

固定資産の売却による収入 82 1,914

投資有価証券の売却による収入 566 402

親会社株式の売却による収入 － 1,275

子会社株式の取得による支出 － △67

貸付けによる支出 △4 △3

貸付金の回収による収入 0 3

その他 3 9

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,805 1,107

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） 3,489 1,371

自己株式の取得による支出 △334 △1,133

リース債務の返済による支出 △116 △213

配当金の支払額 △930 △618

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,108 △594

現金及び現金同等物に係る換算差額 120 443

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,675 1,388

現金及び現金同等物の期首残高 7,583 5,284

現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,907 ※ 6,673
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※有形固定資産に係る国庫補助金の受入れによる圧縮記帳累計額は、次のとおりであります。

　
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成25年12月31日）

建物及び構築物 145百万円 145百万円

　

　

　　

（四半期連結損益計算書関係）

※売上高に含まれる東京電力㈱から支払いを受けた損害賠償金は、次のとおりとなります。

 
前第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）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日）

原子力損害賠償金　 － 147百万円

　

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第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）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日）

現金及び預金勘定 4,907百万円 6,673百万円

現金及び現金同等物の四半期

末残高
4,907 6,673

　

　　　　　

（株主資本等関係）

前第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．配当金支払額　

 
（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 配当の原資

平成24年５月12日

取締役会
普通株式 311 5.00 平成24年３月31日 平成24年６月６日

利益剰余

金　

平成24年10月24日

取締役会　　
普通株式 618 10.00 平成24年９月30日　

平成24年12月５

日　
利益剰余金

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間末

後となるもの

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25年４月１日　至　平成25年12月31日）

１．配当金支払額　

 
（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 配当の原資

平成25年５月11日

取締役会
普通株式 309 5.00 平成25年３月31日 平成25年６月５日

利益剰余

金　

平成25年10月22日

取締役会　
普通株式 309 5.00 平成25年９月30日 平成25年12月５日 利益剰余金

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間末

後となるもの

該当事項はありません。　
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（セグメント情報等）

　　【セグメント情報】　

１．前第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）

　                                         （単位：百万円）　　　

　
光学電子機器

関連事業　

システム機器

関連事業　
合計

調整額

（注）１　

四半期連結損

益計算書計上

額（注）２　

　売上高　     　 　 　 　

外部顧客への売上高  37,636  3,318 40,954 － 40,954

セグメント間の内部売上高又は振替

高　　　　　　　　　　　　　　　
 336  － 　336 △336　 －

　計 37,973 　3,318 41,291 △336　 40,954

　セグメント利益 　1,348 　362 　1,711 △1,867 △156

 （注）１．セグメント利益の調整額の内容は以下のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円）

 前第３四半期連結累計期間

セグメント間取引消去 0　

全社費用※ △1,868　

合計 △1,867　

※全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の本社部門及び基礎研究に係る費用であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

　

２．当第３四半期連結累計期間（自平成25年４月１日　至平成25年12月31日）

　                                         （単位：百万円）　　　

　
光学電子機器

関連事業　

システム機器

関連事業　
合計

調整額

（注）１　

四半期連結損

益計算書計上

額（注）２　

　売上高　     　 　 　 　

外部顧客への売上高  36,481  2,947 39,428 － 39,428

セグメント間の内部売上高又は振替

高　　　　　　　　　　　　　　　
 280  0 　280 △280　 －

　計 36,762 　2,947 39,709 △280　 39,428

　セグメント利益又は損失（△） 　2,027 　△466 　1,561 △1,875 △313

 （注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額の内容は以下のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円）

 当第３四半期連結累計期間

セグメント間取引消去 7　

全社費用※ △1,882　

合計 △1,875　

※全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない親会社の本社部門及び基礎研究に係る費用であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第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）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額     3円25銭     26円62銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 202 1,649

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 202 1,649

普通株式の期中平均株式数（千株） 62,086 61,950

(注)潜在株式調整後１株当たり四半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。　

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　

２【その他】

　当四半期連結会計期間及び当四半期連結会計期間終了後四半期報告書提出日までの間に、取締役会において、

下記のとおり配当決議を行っております。

決議年月日 配当金の総額（百万円） １株当たり配当額（円）

平成25年10月22日取締役会 309 5.00
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成２６年２月１０日

日本電産コパル株式会社

取締役会　御中

京都監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 加　地    　敬　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 若　山　聡　満　　印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本電産コパル

株式会社の平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成２５年１

０月１日から平成２５年１２月３１日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２５年４月１日から平成２５年１２月３

１日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益

計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本電産コパル株式会社及び連結子会社の平成２５年１２月３１日現

在の財政状態並びに同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表

示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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