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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47期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第46期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
６月30日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（千円） 1,849,336 8,577,263

経常利益（千円） 19,963 463,158

四半期（当期）純利益（千円） 1,153 223,507

純資産額（千円） 8,323,275 8,333,552

総資産額（千円） 11,176,174 11,455,267

１株当たり純資産額（円） 562.96 563.59

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
0.08 14.97

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ 14.95

自己資本比率（％） 74.5 72.7

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
119,469 1,232,269

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△137,997 △986,977

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△107,778 △365,900

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
829,989 952,642

従業員数（人） 276 266

　（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株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在していな

いため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、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。

　

　

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人）   276 (30)

　（注）１　従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は（　）内に当第１四半期連結会計期間についての平均人員を外

数で記載しております。

２　臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含んでおります。

　

(2）提出会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人）  268 (30)

　（注）１　従業員数は就業人員数（当社から社外への出向者を除く。）であり、臨時従業員数は（　）内に当第１四半期会

計期間の平均人員を外数で記載しております。

２　臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含んでおります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当第１四半期連結会計期間における生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目別
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

　コネクタ 1,391,597

　ラック 255,043

　ソケット 108,362

　その他 53,063

合計（千円） 1,808,065

　（注）　金額は販売価格によっております。

　

(2）受注状況

　当第１四半期連結会計期間における受注状況を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目別 受注高（千円） 受注残高（千円）

　コネクタ 1,403,420 440,375

　ラック 297,284 111,111

　ソケット 105,178 47,233

　その他 43,788 15,752

合計（千円）　 1,849,671 614,474

　

(3）販売実績

　当第１四半期連結会計期間における販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目別
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

　コネクタ 1,427,488

　ラック 267,435

　ソケット 107,128

　その他 47,283

合計（千円） 1,849,336

（注）当第１四半期連結会計期間における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。

相手先

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

金額（千円） 割合（％）

　サンワテクノス㈱ 340,223 18.4

　㈱エクセル 196,611 10.6
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２【経営上の重要な契約等】

　当第１四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【財政状態及び経営成績の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国経済の減速による輸出不振と原油・原材料価格の高騰で企

業業績は圧迫され、設備投資意欲が減退する先行き不透明な状況のうちに推移いたしました。

  当社グループをとりまくエレクトロニクス業界におきましては、生活必需品の値上がりで個人消費に翳りがみえ

る中、価格競争は益々激化し、一方で原材料価格が上昇する厳しい展開となりました。

　このような環境の下、当社グループは、厳しさの続く遊技機器市場の深耕やカーナビなど需要の好調な車載機器市

場等への一層の拡販活動、及び製造コスト削減活動を強化すると共に、市場の要請に応えて2.54㎜ピッチ電源兼用の

基板間接続用コネクタ、フローティングコネクタの品種展開、0.25㎜ピッチ細線同軸ケーブルハーネスの開発等を行

いました。

　以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は、18億49百万円、利益面につきましては、経常利益19百万円、四半

期純利益につきましては、１百万円となりました。

　

（2）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間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１億

22百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末には８億29百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 　　

　当第１四半期連結会計期間における営業活動の結果得られた資金は１億19百万円となりました。これは、仕入債務

の減少額１億43百万円及び賞与引当金の減少額90百万円があったものの、減価償却費１億89百万円の計上並びに売

上債権の減少額１億37百万円及びたな卸資産の減少額61百万円があったこと等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 　　

　当第１四半期連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は１億37百万円となりました。これは、有形固定

資産の取得による支出１億40百万円があったこと等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 　　

　当第１四半期連結会計期間における財務活動の結果使用した資金は１億７百万円となりました。これは、配当金の

支払額55百万円及び短期借入金の減少額50百万円があったこと等によるものであります。　

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　　当第１四半期連結会計期間において、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。

（4）研究開発活動

　　当第１四半期連結会計期間の研究開発費の総額は48百万円であります。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変

更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【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 63,000,000

計 63,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年８月12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 16,086,000 16,086,000 ジャスダック証券取引所 ─

計 16,086,000 16,086,000 ─ ─

　　　（注）「提出日現在発行数」欄には、平成20年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

　当社は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、新株予約権を発行しております。
（平成15年６月27日定時株主総会決議）

　
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数 190個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（注）１ 380,000株

新株予約権の行使時の払込金額（注）２ １株当たり376円

新株予約権の行使期間
平成17年９月１日から
平成20年６月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（注）３

発行価格　　376円
資本組入額　188円

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─

　（注）１　(1）平成15年６月27日開催の第41期定時株主総会における特別決議に基づき付与された新株予約権から、被付
与者が喪失した権利を除く新株予約権の新株発行予定数であります。

(2）当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数の調整を行います。ただ
し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数

について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てます。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併を行い本新株予約権が承継される場合、又は当社が会社分割を行う場合、並びに当社が

完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本新株予約権が承継される場合は、当社が必要と認める

株式数の調整を行います。

２　以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整いたします。

(1）新株予約権１個当たりの払込金額は、行使金額に対象株式数を乗じた金額とします。
(2）当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未
満の端数は切り上げます。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

(3）当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合、又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込
金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。

　 　 　 　
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込価額 ＝調整前払込価額 ×
新規発行前の時価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式総数を

控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「１

株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」に、それぞれ読み替えます。

３　本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合の株式の発行価額中資本に組み入れない額は、行使

価額（調整された場合は調整後の行使価額）から資本に組み入れる額を減じた額とします。資本に組み入れ

る額とは行使価額（調整された場合は調整後の行使価額）に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端
数を生じる場合はその端数を切り上げた金額とします。

４　(1）新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時において当社の取締役、監査役、従業員の地位を保有してい
ることを要します。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認められた場合は、この限り

ではありません。

(2）付与対象者が死亡した場合は、付与対象者の相続人による権利行使は認めておりません。
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５　(1）新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要します。
(2）新株予約権の質入その他の処分は認めておりません。
(3）その他の条件については、定時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と対象従業員との間で締結する
契約に定めるものとします。

６　平成19年１月30日開催の取締役会決議により、平成19年４月１日付で１株を２株とする株式分割を行ってお

ります。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株

予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。　
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（平成16年６月29日定時株主総会決議）

　
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数 112個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（注）１ 224,000株

新株予約権の行使時の払込金額（注）２ １株当たり316円

新株予約権の行使期間
平成18年７月１日から

平成21年６月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（注）３

発行価格　　316円

資本組入額　158円

新株予約権の行使の条件 （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）５

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─

　（注）１　(1）平成16年６月29日開催の第42期定時株主総会における特別決議に基づき付与された新株予約権から、被付

与者が喪失した権利を除く新株予約権の新株発行予定数であります。

(2）当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数の調整を行います。ただ

し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数

について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てます。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併を行い本新株予約権が承継される場合、又は当社が会社分割を行う場合、並びに当社が

完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本新株予約権が承継される場合は、当社が必要と認める

株式数の調整を行います。

２　以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整いたします。

(1）新株予約権１個当たりの払込金額は、行使価額に対象株式数を乗じた金額とします。

(2）当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未

満の端数は切り上げます。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

(3）当社が時価を下回る価額で発行する場合、又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を

調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。

　 　 　 　
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込価額 ＝調整前払込価額 ×
新規発行前の時価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式総数を控

除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「１株

当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」に、それぞれ読み替えます。

３　本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合の株式の発行価額中資本に組み入れない額は、行使

価額（調整された場合は調整後の行使価額）から資本に組み入れる額を減じた額とします。資本に組み入れ

る額とは、行使価額（調整された場合は調整後の行使価額）に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の

端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。

４　(1）新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時において当社の取締役、監査役、従業員の地位を保有してい

ることを要します。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りでは

ありません。

(2）付与対象者が死亡した場合は、付与対象者の相続人による権利行使は認めておりません。
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５　(1）新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要します。

(2）新株予約権の質入その他の処分は認めておりません。

(3）その他の条件については、定時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と対象従業員との間で締結する

契約に定めるものとします。

６　平成19年１月30日開催の取締役会決議により、平成19年４月１日付で１株を２株とする株式分割を行ってお

ります。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株

予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。　
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（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

（４）【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
（千株）

発行済株式総
数残高
（千株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

　平成20年４月１日～

　平成20年６月30日
－ 16,086 － 1,617,000 － 1,440,058

（５）【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。　

　

（６）【議決権の状況】

当第１四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20年３月31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20年６月30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）
（自己保有株式）

普通株式 1,299,000
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式14,689,000 14,689 －

単元未満株式 普通株式　　98,000 －
一単元（1,000株）未

満の株式

発行済株式総数          16,086,000 － －

総株主の議決権 － 14,689 －

（注）１「完全議決権株式（その他）」の「株式数」及び「議決権の数」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が　　

 　　　　3,000株、議決権の数が３個含まれております。　

　２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式506株が含まれております。

　

②【自己株式等】

　 平成20年６月30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
（％）

（自己保有株式） 　     

ケル株式会社
東京都多摩市永山

６－17－７
1,299,000 － 1,299,000 8.08

計 － 1,299,000 － 1,299,000 8.08
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月

最高（円） 237 241 239

最低（円） 221 225 220

　（注）　最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【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は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」

(平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に

基づいて作成しております。

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、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平

成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、監査法人トーマツ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：千円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20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20年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 829,989 952,642

受取手形及び売掛金 3,161,470 3,295,892

商品及び製品 362,487 370,301

仕掛品 51,026 55,698

原材料及び貯蔵品 413,139 459,691

その他 305,513 288,375

貸倒引当金 △3,302 △3,453

流動資産合計 5,120,323 5,419,148

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,199,581 1,220,001

機械装置及び運搬具（純額） 1,595,856 1,533,692

工具、器具及び備品（純額） 520,895 572,428

土地 730,774 730,774

有形固定資産合計 ※
 4,047,106

※
 4,056,895

無形固定資産 71,406 73,819

投資その他の資産

投資有価証券 744,602 672,121

その他 1,201,806 1,233,115

投資損失引当金 △9,200 －

投資その他の資産合計 1,937,208 1,905,237

固定資産合計 6,055,721 6,035,952

繰延資産 129 166

資産合計 11,176,174 11,455,267

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,320,391 1,406,402

短期借入金 550,000 600,000

未払法人税等 12,616 46,542

賞与引当金 68,431 158,613

その他 355,556 362,562

流動負債合計 2,306,995 2,574,120

固定負債

社債 300,000 300,000

退職給付引当金 165,925 160,265

その他 79,978 87,328

固定負債合計 545,903 547,593

負債合計 2,852,899 3,121,714
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20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20年３月31日）

純資産の部

株主資本

資本金 1,617,000 1,617,000

資本剰余金 1,457,008 1,457,008

利益剰余金 5,461,300 5,519,292

自己株式 △304,094 △303,717

株主資本合計 8,231,213 8,289,583

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 87,350 44,154

為替換算調整勘定 4,710 △185

評価・換算差額等合計 92,061 43,969

純資産合計 8,323,275 8,333,552

負債純資産合計 11,176,174 11,455,267
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（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）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日）

売上高 1,849,336

売上原価 1,491,169

売上総利益 358,166

販売費及び一般管理費 ※
 349,547

営業利益 8,619

営業外収益

受取利息 617

受取配当金 11,087

為替差益 4,171

その他 868

営業外収益合計 16,744

営業外費用

支払利息 3,724

支払手数料 1,562

その他 113

営業外費用合計 5,400

経常利益 19,963

特別利益

貸倒引当金戻入額 150

特別利益合計 150

特別損失

固定資産売却損 708

固定資産除却損 80

投資損失引当金繰入額 9,200

たな卸資産評価損 7,372

特別損失合計 17,361

税金等調整前四半期純利益 2,753

法人税等 1,599

四半期純利益 1,153
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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）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
　至　平成20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 2,753

減価償却費 189,925

貸倒引当金の増減額（△は減少） △150

賞与引当金の増減額（△は減少） △90,204

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,659

投資損失引当金の増減額（△は減少） 9,200

受取利息及び受取配当金 △11,704

支払利息 3,724

支払手数料 1,562

為替差損益（△は益） △2,282

固定資産売却損益（△は益） 708

固定資産除却損 80

売上債権の増減額（△は増加） 137,561

たな卸資産の増減額（△は増加） 61,196

仕入債務の増減額（△は減少） △143,166

その他 △21,877

小計 142,987

利息及び配当金の受取額 12,092

利息の支払額 △1,973

法人税等の支払額 △33,636

営業活動によるキャッシュ・フロー 119,469

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 △140,843

有形固定資産の売却による収入 1,500

投資有価証券の取得による支出 △150

貸付金の回収による収入 2,079

その他 △583

投資活動によるキャッシュ・フロー △137,997

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） △50,000

自己株式の取得による支出 △377

配当金の支払額 △55,838

その他 △1,562

財務活動によるキャッシュ・フロー △107,778

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,652

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △122,653

現金及び現金同等物の期首残高 952,642

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 829,989
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【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】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１．会計処理基準に関する事

項の変更

(1）重要な資産の評価基準及び評価方

　　法の変更

　　たな卸資産

　通常の販売目的で保有するたな卸資産

については、従来、主として総平均法によ

る原価法によっておりましたが、当第１

四半期連結会計期間より「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基準第

９号　平成18年７月５日）が適用された

ことに伴い、主として総平均法による原

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

り算定しております。

　これにより、営業利益及び経常利益は、

それぞれ6,570千円減少し、税金等調整前

四半期純利益は、13,942千円減少しており

ます。

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１．たな卸資産の評価方法 　当第１四半期連結会計期間末のたな卸高

の算出に関して、実地たな卸を省略し前連

結会計年度末に係る実地たな卸高を基礎と

して合理的な方法により算定しておりま

す。

２．一般債権の貸倒見積高の

算定方法

　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

場合に、前連結会計年度決算において算定

した貸倒実績率の合理的な基準を使用して

一般債権の貸倒見積高を算定しておりま

す。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１．税金費用の計算 　税金費用については、当第１四半期連結会

計期間を含む連結会計年度の税引前当期純

利益に対する税効果会計適用後の実効税率

を合理的に見積り、税引前四半期純利益に

当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含め

て表示しております。　
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※　有形固定資産の減価償却累計額は、11,710,803千円であ

ります。

※　有形固定資産の減価償却累計額は、11,569,148千円であ

ります。

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※　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。

　従業員給料　　　　　　　　　　　　　120,415千円

　賞与引当金繰入額　　　　　　　　　　 25,839千円

　減価償却費　　　　　　　　　　　　   14,193千円

　退職給付引当金繰入額　　　　　　　　　2,361千円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※　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

　

（平成20年６月30日現在）

　 （千円）

現金及び預金勘定 829,989

現金及び現金同等物　 829,989

（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　

平成20年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　16,086,000株

　

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　 1,301,145株

　

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

４．配当に関する事項

　

　
（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 配当の原資

平成20年５月２日

取締役会
普通株式 59,145 4 平成20年３月31日 平成20年６月10日 利益剰余金
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

　当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　当社グループは、コネクタの専門メーカーとして、同一のセグメントに属するコネクタの製造・販売を行ってお

り、当該事業以外の事業の種類がないため、該当事項はありません。

　

【所在地別セグメント情報】

　当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。

　

【海外売上高】

　当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

　

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 562.96円　 １株当たり純資産額 563.59円　

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 0.08円　

　なお、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、希薄化効果を有している潜在株式が存在してい

ないため記載しておりません。

　

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

四半期純利益（千円） 1,153

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 1,153

期中平均株式数（株） 14,785,590

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－　

（重要な後発事象）

　　当第１四半期連結会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　　　該当事項はありません。

　

２【その他】

　該当事項はありません。
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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20年８月11日

ケル株式会社

取締役会　御中

監査法人トーマツ

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 近藤　安正　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 羽鳥　良彰　　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」に掲げられているケル株式会社の平成

20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月

30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及び四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は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により行われており、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限定された手続により行われた。

　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、ケル株式会社及び連結子会社の平成20年６月30日現在の財政状態並びに

同日をもって終了する第１四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。

　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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