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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３四半期連結
累計期間

第47期
第３四半期連結
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

12月31日

自平成20年
10月１日
至平成20年

12月31日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（千円） 5,832,145 1,958,885 8,577,263

経常利益（千円） 137,759 28,245 463,158

当期純利益　又は

四半期純損失（△）（千円）
△41,959 △104,180 223,507

純資産額（千円） － 8,081,408 8,333,552

総資産額（千円） － 10,767,360 11,455,267

１株当たり純資産額（円） － 546.67 563.59

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり

四半期純損失金額（△）（円）
△2.83 △7.04 14.97

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

（円）
－ － 14.95

自己資本比率（％） － 75.1 72.7

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
866,383 － 1,232,269

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△656,644 － △986,977

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△169,703 － △365,900

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残

高（千円）
－ 977,374 952,642

従業員数（人） － 270 266

　（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３四半期連結累計期間及び第47期第３四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、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第３四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３四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12月31日現在

従業員数（人） 270　(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３四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12月31日現在

従業員数（人） 262　(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３四半期会

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３四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３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

　コネクタ 1,430,269

　ラック 302,929

　ソケット 174,767

　その他 42,866

合計（千円） 1,950,831

　（注）　金額は販売価格によっております。

　

(2）受注状況

　当第３四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 1,302,138 505,402

　ラック 260,145 86,323

  ソケット 124,392 44,378

　その他 45,806 24,589

合計（千円）　 1,732,482 660,694

　

(3）販売実績

　当第３四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３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

　コネクタ 1,409,238

　ラック 322,216

　ソケット 176,906

　その他 50,523

合計（千円） 1,958,885

（注）当第３四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３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

金額（千円） 割合（％）

　サンワテクノス㈱ 366,330 18.7
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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３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、金融危機がもたらした世界同時不況による輸出の不振、雇用環

境の悪化に伴う消費の低迷など厳しい経済状況のうちに推移いたしました。

  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、急激な円高と世界同時不況による輸出の急減、企

業業績不振による設備需要の冷え込み、雇用不安による買い控えに加え、一部原材料価格の高止まりは続き厳しい経

営環境のなかで推移しました。

  このような環境の下、当社グループは、比較的堅調さを取り戻した遊技機器市場や今後有望と見込まれる車載機器

市場、画像機器市場を中心に営業活動の強化、及び製造コスト削減活動を推し進める一方で新たな市場開拓のため、

基板間接続のスタックや垂直タイプに続く基板間完全水平接続タイプの0.635mmピッチ２ピースコネクタ、多様な機

器構造への対応として0.5mmピッチフローティングコネクタスタックタイプの品種追加等を行いました。

  以上の結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は19億58百万円、経常利益は28百万円となりました。しかしなが

ら、投資有価証券評価損63百万円並びに、繰延税金資産の回収可能性を検討し、その一部を取り崩したことによる法

人税等調整額96百万円等により、四半期純損失は１億４百万円となりました。

　

（2）キャッシュ・フローの状況

　当第３四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２四半期連結会計期間末

に比べ２億27百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末には９億77百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 　　

　当第３四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２億54百万円となりました。これは、賞与引当

金の減少額97百万円及び法人税等の支払額69百万円があったものの、減価償却費２億24百万円及び投資有価証券評

価損63百万円の計上並びに棚卸資産の減少額１億27百万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３四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４億15百万円となりました。これは、有形固定

資産の取得による支出３億３百万円及び投資有価証券の取得による支出１億15百万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３四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56百万円となりました。これは、配当金の支払

額55百万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３四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３四半期連結会計期間の研究開発費の総額は55百万円であります。

なお、当第３四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３四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３四半期連結会計期間末において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な新設、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３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年２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

権利内容に何らか限

定のない当社におけ

る標準となる株式で

あり、単元株式数は

1,000株であります。

計 15,486,000 15,486,000 ─ ─

　　　（注）「提出日現在発行数」欄には、平成21年２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３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31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

単元株式数1,000株

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。　

EDINET提出書類

ケル株式会社(E01992)

四半期報告書

 9/24



（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10月１日～

　平成20年12月31日
－ 15,486 － 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がなく、当第３四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。
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（６）【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、直

前の基準日（平成20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20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）
（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 単元株式数1,000株

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
（％）

（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 10月 11月 12月

最高（円） 237 241 239 233 221 181 170 140 164

最低（円） 221 225 220 215 173 170 106 126 116

　（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３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平

成20年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 977,374 952,642

受取手形及び売掛金 ※1
 3,076,037

※1
 3,295,892

商品及び製品 312,666 370,301

仕掛品 28,539 55,698

原材料及び貯蔵品 362,389 459,691

その他 292,639 288,375

貸倒引当金 △3,193 △3,453

流動資産合計 5,046,454 5,419,148

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,178,263 1,220,001

機械装置及び運搬具（純額） 1,551,055 1,533,692

工具、器具及び備品（純額） 416,972 572,428

土地 730,774 730,774

有形固定資産合計 ※2
 3,877,065

※2
 4,056,895

無形固定資産 65,916 73,819

投資その他の資産

投資有価証券 573,868 672,121

その他 1,204,031 1,233,115

投資その他の資産合計 1,777,899 1,905,237

固定資産合計 5,720,881 6,035,952

繰延資産 25 166

資産合計 10,767,360 11,455,267

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,257,136 ※1
 1,406,402

短期借入金 550,000 600,000

未払法人税等 － 46,542

賞与引当金 55,676 158,613

その他 266,295 362,562

流動負債合計 2,129,108 2,574,120

固定負債

社債 300,000 300,000

退職給付引当金 176,865 160,265

その他 79,978 87,328

固定負債合計 556,844 547,593

負債合計 2,685,952 3,121,714
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 5,235,775 5,519,292

自己株式 △164,212 △303,717

株主資本合計 8,128,621 8,289,583

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △33,646 44,154

為替換算調整勘定 △13,566 △185

評価・換算差額等合計 △47,212 43,969

純資産合計 8,081,408 8,333,552

負債純資産合計 10,767,360 11,455,267
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（２）【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）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 5,832,145

売上原価 4,673,630

売上総利益 1,158,514

販売費及び一般管理費 ※
 1,037,419

営業利益 121,095

営業外収益

受取利息 1,533

受取配当金 16,879

為替差益 4,888

その他 9,151

営業外収益合計 32,453

営業外費用

支払利息 10,223

支払手数料 4,893

その他 672

営業外費用合計 15,789

経常利益 137,759

特別利益

貸倒引当金戻入額 260

投資有価証券売却益 35,315

特別利益合計 35,576

特別損失

固定資産売却損 708

固定資産除却損 2,783

たな卸資産評価損 6,028

投資有価証券評価損 72,616

関係会社株式評価損 17,972

特別損失合計 100,110

税金等調整前四半期純利益 73,225

法人税、住民税及び事業税 18,198

法人税等調整額 96,986

法人税等合計 115,185

四半期純損失（△） △41,959
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 1,958,885

売上原価 1,596,253

売上総利益 362,632

販売費及び一般管理費 ※
 334,573

営業利益 28,058

営業外収益

受取利息 492

受取配当金 4,761

その他 3,318

営業外収益合計 8,572

営業外費用

支払利息 3,059

支払手数料 1,699

為替差損 3,505

その他 120

営業外費用合計 8,385

経常利益 28,245

特別利益

投資有価証券売却益 274

その他 541

特別利益合計 816

特別損失

固定資産除却損 2,235

投資有価証券評価損 63,563

関係会社株式評価損 453

特別損失合計 66,252

税金等調整前四半期純損失（△） △37,189

法人税、住民税及び事業税 △29,996

法人税等調整額 96,986

法人税等合計 66,990

四半期純損失（△） △104,180
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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３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20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 73,225

減価償却費 621,821

貸倒引当金の増減額（△は減少） △260

賞与引当金の増減額（△は減少） △102,880

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,600

受取利息及び受取配当金 △18,413

支払利息 10,223

支払手数料 4,893

為替差損益（△は益） 5,674

固定資産売却損益（△は益） 708

固定資産除却損 2,783

投資有価証券売却損益（△は益） △35,315

投資有価証券評価損益（△は益） 72,616

関係会社株式評価損 17,972

売上債権の増減額（△は増加） 217,189

たな卸資産の増減額（△は増加） 180,672

仕入債務の増減額（△は減少） △122,944

その他 14,408

小計 958,975

利息及び配当金の受取額 18,807

利息の支払額 △8,287

法人税等の支払額 △103,112

営業活動によるキャッシュ・フロー 866,383

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 △579,397

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 △186,435

投資有価証券の売却による収入 99,138

貸付けによる支出 △350

貸付金の回収による収入 6,162

保険積立金の積立による支出 △73,120

保険積立金の払戻による収入 76,891

その他 △1,033

投資活動によるキャッシュ・フロー △656,644
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31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 △721

配当金の支払額 △114,088

その他 △4,893

財務活動によるキャッシュ・フロー △169,703

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15,303

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 24,731

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 ※
 977,374
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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３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

１．会計処理基準に関する事

項の変更

　　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３四半期連結累計期間

の営業利益及び経常利益は、それぞれ

6,818千円減少し、税金等調整前四半期純

利益は、12,847千円減少しております。

【簡便な会計処理】

　
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

１．たな卸資産の評価方法 　当第３四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、第２

四半期連結会計期間末決算に係る実地たな

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。

  

【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

　（税金費用の計算における本来の会計処理への変更）

　税金費用については、従来、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する方法を採用しておりましたが、当第

３四半期連結会計期間末の繰延税金資産の回収可能性を検討したことに

伴い、税金費用をより適切に計算するため、当第３四半期連結会計期間よ

り本来の会計処理に変更しております。

　なお、この変更による影響は軽微であります。　
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

　※１ 連結会計年度末日満期手形

　　　連結会計年度末日の満期手形の会計処理については、当

連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期

日に決済が行われたものとして処理しております。当

連結会計年度末日の満期手形の金額は次のとおりであ

ります。

受取手形 190,268千円　

　  

　

 ※２ 有形固定資産の減価償却累計額は、12,003,076千円で

あります。

 ※１  連結会計年度末日満期手形

　　  連結会計年度末日の満期手形の会計処理については、

当連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが、満

期日に決済が行われたものとして処理しております。

当連結会計年度末日の満期手形の金額は次のとおりで

あります。 

受取手形 98,993千円

支払手形　 337千円　

　

※２　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３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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　　　　　　　　　　　　　355,404千円

　賞与引当金繰入額　　　　　　　　　　 21,226千円

　減価償却費　　　　　　　　　　　　   43,263千円

　退職給付引当金繰入額　　　　　　　　　7,101千円

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31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　　　　　　　　　　　　　116,248千円

　賞与引当金繰入額　　　　　　　　　 △36,874千円

　減価償却費　　　　　　　　　　　　   14,459千円

　退職給付引当金繰入額　　　　　　　　　2,366千円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31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12月31日現在）

　 （千円）

現金及び預金勘定 977,374

現金及び現金同等物　 977,374
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（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　

平成20年12月31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　　　   703,145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

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

　　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、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、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３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31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            546.67円　 １株当たり純資産額 563.59円　

２．１株当たり四半期純損失金額等

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額         2.83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、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純

損失であるため記載しておりません。

　

１株当たり四半期純損失金額         7.04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、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純

損失であるため記載しておりません。

　

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

　
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

四半期純損失（千円） 41,959 104,180

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損失（千円） 41,959 104,180

期中平均株式数（株） 14,784,396 14,783,439

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３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31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、支払いを行っており

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21年２月10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３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月

31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31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12月31日現在の財政状態、同日を

もって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四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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