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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２四半期連結
累計期間

第47期
第２四半期連結
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
９月30日

自平成20年
７月１日
至平成20年
９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） 3,873,259 2,023,923 8,577,263

経常利益（千円） 109,513 89,550 463,158

四半期（当期）純利益（千円） 62,221 61,068 223,507

純資産額（千円） － 8,275,602 8,333,552

総資産額（千円） － 11,274,739 11,455,267

１株当たり純資産額（円） － 559.77 563.59

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
4.20 4.13 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（％） － 73.4 72.7

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
611,758 － 1,232,269

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△241,037 － △986,977

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△112,789 － △365,900

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ 1,205,134 952,642

従業員数（人） － 274 266

　（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．第47期第２四半期連結累計期間及び第47期第２四半期連結会計期間の潜在株式調整後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２四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２四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９月30日現在

従業員数（人） 274（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２四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９月30日現在

従業員数（人） 266（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２四半期会

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２四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２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

　コネクタ 1,504,803

　ラック 283,132

　ソケット 182,196

　その他 53,956

合計（千円） 2,024,087

　（注）　金額は販売価格によっております。

　

(2）受注状況

　当第２四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 1,692,441 172,127

　ラック 316,191 37,282

　ソケット 222,710 49,659

　その他 65,202 13,554

合計（千円）　 2,296,546 272,622

　

(3）販売実績

　当第２四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２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

　コネクタ 1,520,314

　ラック 278,909

　ソケット 173,050

　その他 51,648

合計（千円） 2,023,923

（注）当第２四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２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

金額（千円） 割合（％）

　サンワテクノス㈱ 370,987 18.3
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２【経営上の重要な契約等】

　当第２四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２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した、世界規模での金融不安

による米国の景気後退懸念と、わが国を初め、中国、EUをも巻き込んだ世界同時不況、同時株安の様相のなか、景気の

後退を鮮明にしつつあります。さらに原油高、資源高は企業業績を直撃し、所得・雇用環境の悪化、ひいては個人消費

の低迷に拍車をかける結果となっております。

　当社グループを取り巻くエレクトロニクス業界におきましては、原材料価格の高止まりに加え、所得の伸び悩みや、

年金医療に対する不安による購買意欲の減退により厳しい経営環境が続く展開で推移しました。

　このような環境の下で、当社グループは、回復の兆しが見え始めた遊技機器市場やカーナビゲーションなど将来性

の見込まれる車載機器市場等への営業強化、及び一層のコスト削減活動を推進するとともに、市場の要請に応えて、

2.5㎜ピッチ機器間接続用コネクタ（ドロワーコネクタ）の開発、フローティングコネクタの品種展開等を行いまし

た。

　以上の結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は、20億23百万円、利益面につきましては、経常利益89百万円、四半

期純利益につきましては、61百万円となりました。

　

（2）キャッシュ・フローの状況

　当第２四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、第１四半期連結会計期間末

に比べ３億75百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末には12億５百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 　　

　当第２四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４億92百万円となりました。これは、減価償却

費２億７百万円及び税金等調整前四半期純利益１億７百万円の計上並びに売上債権の減少額１億34百万円があった

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２四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１億３百万円となりました。これは、投資有価

証券の売却による収入97百万円及び保険積立金の満期による収入75百万円があったものの、有形固定資産の取得に

よる支出１億35百万円並びに投資有価証券の取得による支出71百万円及び保険積立金の積立による支出71百万円が

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２四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５百万円となりました。これは、配当金の支払

額３百万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２四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２四半期連結会計期間の研究開発費の総額は58百万円であります。

なお、当第２四半期連結会計期間において、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。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四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

　前四半期連結会計期間末において、計画していた当社の設備計画のうち、当第２四半期連結会計期間に完了したも

のは、次のとおりであります。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。

事業所名

（所在地）
事業部門 設備の内容 投資額（千円） 完了年月 完成後の増加能力

　山梨事業所  

 第一製造
金型 36,778 平成20年９月

 

　生産能力５％増加

（山梨県南アルプス市） 自動組立機他 84,125 平成20年９月  
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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２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年11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 15,486,000 15,486,000 ジャスダック証券取引所 ─

計 15,486,000 15,486,000 ─ ─

　　　（注）「提出日現在発行数」欄には、平成20年11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16年６月29日定時株主総会決議）

　
第２四半期会計期間末現在
（平成20年９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。

EDINET提出書類

ケル株式会社(E01992)

四半期報告書

 8/24



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９月19日 △600 15,486 － 1,617,000 － 1,440,058

　　　（注）平成20年９月４日開催の取締役会において会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却を決議し、平成20年

９月19日に発行済株式総数は600,000株減少し、15,486,000株となりました。

（５）【大株主の状況】

　 平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

菊水電子工業株式会社 神奈川県横浜市都筑区東山田１－１－３  916 5.91

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 729 4.70

小林寛子 東京都大田区 518 3.34

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川２－27－２　 460 2.97

ケル社員持株会 東京都多摩市永山６－17－７　 457 2.95

竹田和平　 愛知県名古屋市天白区　 440 2.84

株式会社みずほ銀行

（常任代理人　資産管理サービス信

託銀行株式会社）

東京都千代田区内幸町１－１－５

（東京都中央区晴海１－８－12）
429 2.77

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１－６－６　 410 2.64

近藤節子 東京都大田区　 354 2.28

橋本幸雄　 東京都府中市 320 2.06

計 － 5,033 32.50

　（注）上記のほか、当社所有の自己株式702千株（4.53％）があります。
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（６）【議決権の状況】

　

①【発行済株式】　

　 平成20年９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　     702,000
－ －

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        95,000 － 一単元（1,000株）未満の株式

発行済株式総数 　          15,486,000 － －

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145株が含まれております。

　

②【自己株式等】

　 平成20年９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
702,000 － 702,000 4.53

計 － 702,000 － 702,000 4.53

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 ７月 ８月 ９月

最高（円） 237 241 239 233 221 181

最低（円） 221 225 220 215 173 170

　（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、第１四半期連結会計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）から、「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２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平

成20年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 1,205,134 952,642

受取手形及び売掛金 3,024,469 3,295,892

商品及び製品 361,821 370,301

仕掛品 46,202 55,698

原材料及び貯蔵品 425,713 459,691

その他 312,126 288,375

貸倒引当金 △3,171 △3,453

流動資産合計 5,372,297 5,419,148

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,199,615 1,220,001

機械装置及び運搬具（純額） 1,598,554 1,533,692

工具、器具及び備品（純額） 474,370 572,428

土地 730,774 730,774

有形固定資産合計 ※
 4,003,314

※
 4,056,895

無形固定資産 68,894 73,819

投資その他の資産

投資有価証券 567,477 672,121

その他 1,262,681 1,233,115

投資その他の資産合計 1,830,158 1,905,237

固定資産合計 5,902,367 6,035,952

繰延資産 74 166

資産合計 11,274,739 11,455,267

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,311,311 1,406,402

短期借入金 550,000 600,000

未払法人税等 62,510 46,542

賞与引当金 152,812 158,613

その他 370,704 362,562

流動負債合計 2,447,338 2,574,120

固定負債

社債 300,000 300,000

退職給付引当金 171,819 160,265

その他 79,978 87,328

固定負債合計 551,798 547,593

負債合計 2,999,137 3,121,714
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 1,440,058 1,457,008

利益剰余金 5,399,091 5,519,292

自己株式 △164,087 △303,717

株主資本合計 8,292,062 8,289,583

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △12,250 44,154

為替換算調整勘定 △4,210 △185

評価・換算差額等合計 △16,460 43,969

純資産合計 8,275,602 8,333,552

負債純資産合計 11,274,739 11,455,267
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 3,873,259

売上原価 3,077,377

売上総利益 795,882

販売費及び一般管理費 ※
 702,845

営業利益 93,036

営業外収益

受取利息 1,041

受取配当金 12,118

為替差益 8,394

その他 5,833

営業外収益合計 27,387

営業外費用

支払利息 7,163

支払手数料 3,194

その他 552

営業外費用合計 10,910

経常利益 109,513

特別利益

貸倒引当金戻入額 282

投資有価証券売却益 35,041

特別利益合計 35,323

特別損失

固定資産売却損 708

固定資産除却損 548

たな卸資産評価損 6,592

投資有価証券評価損 9,052

関係会社株式評価損 17,519

特別損失合計 34,421

税金等調整前四半期純利益 110,415

法人税等 48,194

四半期純利益 62,221
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 2,023,923

売上原価 1,586,207

売上総利益 437,715

販売費及び一般管理費 ※
 353,298

営業利益 84,417

営業外収益

受取利息 423

受取配当金 1,031

為替差益 4,223

その他 4,964

営業外収益合計 10,642

営業外費用

支払利息 3,439

支払手数料 1,631

その他 438

営業外費用合計 5,509

経常利益 89,550

特別利益

貸倒引当金戻入額 131

投資有価証券売却益 35,041

その他 779

特別利益合計 35,952

特別損失

固定資産除却損 468

投資有価証券評価損 9,052

関係会社株式評価損 8,319

特別損失合計 17,839

税金等調整前四半期純利益 107,662

法人税等 46,594

四半期純利益 61,068
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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２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９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 110,415

減価償却費 397,189

貸倒引当金の増減額（△は減少） △282

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,793

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,554

受取利息及び受取配当金 △13,159

支払利息 7,163

支払手数料 3,194

為替差損益（△は益） 606

固定資産売却損益（△は益） 708

固定資産除却損 548

投資有価証券売却損益（△は益） △35,041

投資有価証券評価損益（△は益） 9,052

関係会社株式評価損 17,519

売上債権の増減額（△は増加） 272,395

たな卸資産の増減額（△は増加） 52,775

仕入債務の増減額（△は減少） △150,408

その他 △39,486

小計 638,952

利息及び配当金の受取額 13,317

利息の支払額 △6,806

法人税等の支払額 △33,703

営業活動によるキャッシュ・フロー 611,758

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 △275,859

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 △71,020

投資有価証券の売却による収入 97,524

貸付けによる支出 △350

貸付金の回収による収入 3,481

保険積立金の積立による支出 △71,120

保険積立金の払戻による収入 75,841

その他 △1,033

投資活動によるキャッシュ・フロー △241,037
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（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30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） △50,000

自己株式の取得による支出 △596

配当金の支払額 △58,998

その他 △3,194

財務活動によるキャッシュ・フロー △112,789

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,439

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 252,492

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 ※
 1,205,134
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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２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９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、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、当第２四半期連結累計期間

の営業利益及び経常利益は、それぞれ

6,874千円減少し、税金等調整前四半期純

利益は、13,467千円減少しております。

【簡便な会計処理】

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

１．一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２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

１．税金費用の計算 　税金費用については、当第２四半期連結会

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２四半期連結会計期間末
（平成20年９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、11,874,983千円であ

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２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９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　　　　　　　　　　　　　239,155千円

　賞与引当金繰入額　　　　　　　　　　 58,100千円

　減価償却費　　　　　　　　　　　　   28,804千円

　退職給付引当金繰入額　　　　　　　　　4,735千円

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９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　　　　　　　　　　　　　118,739千円

　賞与引当金繰入額　　　　　　　　　　 32,261千円

　減価償却費　　　　　　　　　　　　   14,610千円

　退職給付引当金繰入額　　　　　　　　　2,373千円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９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９月30日現在）

　 （千円）

現金及び預金勘定 1,205,134

現金及び現金同等物　 1,205,134
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（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　

平成20年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　15,486,000株

　

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　   702,145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

(1)　配当支払額　

　
（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

(2)　基準日が第２四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２四半期連結会計期間末

後となるもの

　
（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11月７日

取締役会
普通株式 59,135 4 平成20年９月30日 平成20年12月５日 利益剰余金

５．株主資本の金額の著しい変動

　当第２四半期連結会計期間　（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

　　平成20年９月４日開催の取締役会において会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却を決議し、平成20年

９月19日に発行済株式総数は600,000株減少し、15,486,000株となりました。この結果、当第２四半期連結会計期

間において、資本剰余金が16,950千円、利益剰余金が123,276千円、自己株式が140,226千円減少し、当第２四半期

連結会計期間末において、資本剰余金が1,440,058千円、利益剰余金が5,399,091千円、自己株式が164,087千円と

なっております。

　

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日　至　平成20年９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２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日　至　平成20年９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２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日　至　平成20年９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。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９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       559.77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２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額     4.20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。

　

１株当たり四半期純利益金額     4.13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２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

四半期純利益（千円） 62,221 61,068

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） 62,221 61,068

期中平均株式数（株） 14,784,877 14,784,172

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２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

　　　該当事項はありません。

　

２【その他】

　平成20年11月７日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

　　①中間配当による配当金の総額　　　　　　  59,135千円

　　②１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　  ４円

　　③支払請求の効力発生日及び支払開始日　　　平成20年12月５日

　（注）平成20年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払を行います。
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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11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２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月

30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９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９月30日現在の財政状態、同日を

もって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッ

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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