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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48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48期
第２四半期連結
会計期間

第47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21年
４月１日
至平成21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21年
７月１日
至平成21年
９月30日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（千円） 3,873,2593,134,5382,023,9231,768,1297,321,196

経常利益（千円） 109,513 61,124 89,550 95,939 27,446

四半期純利益又は当期純損失

（△）（千円）
62,221 32,550 61,068 56,041△230,412

純資産額（千円） － － 8,275,6027,933,7387,902,739

総資産額（千円） － － 11,274,73910,560,89110,243,350

１株当たり純資産額（円） － － 559.77 536.76 534.64

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）

4.20 2.20 4.13 3.79 △15.58

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（％） － － 73.4 75.1 77.1

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
611,758 641,694 － － 1,226,116

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△241,037△126,946 － － △803,442

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△112,789△133,104 － － △175,505

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 1,205,1341,573,1901,194,422

従業員数（人） － － 274 276 267

　（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並びに第48期第２四半期連結累計期間

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。第47期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は

存在するものの、１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。第48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、潜在株式が存在し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21年９月30日現在

従業員数（人） 276 （25）

　（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21年９月30日現在

従業員数（人） 269 （25）

　（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21年７月１日
至　平成21年９月30日）

前年同四半期比（％）

　コネクタ 1,364,862 △9.3

　ラック 207,591 △26.7

　ソケット 157,900 △13.3

　その他 56,233 4.2

合計（千円） 1,786,588 △11.7

　（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）
前年同四半期比
（％）　

受注残高（千円）
前年同四半期比
（％）　

　コネクタ 1,359,069 △19.7 453,898 △25.9

　ラック 224,532 △29.0 103,904 △30.0

　ソケット 143,342 △35.6 57,139 △41.0

　その他 51,894 △20.4 14,528 △50.4

合計（千円）　 1,778,839 △22.5 629,472 △29.0

 

(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21年７月１日
至　平成21年９月30日）

　
前年同四半期比（％）　

　

　コネクタ 1,336,132 △12.1

　ラック 230,604 △17.3

　ソケット 148,755 △14.0

　その他 52,636 1.9

合計（千円） 1,768,129 △12.6

（注）前第２四半期連結会計期間及び当第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

前第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）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

　サンワテクノス㈱ 370,987 18.3 350,320 19.8
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２【事業等のリスク】

　当第２四半期連結会計期間において、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。

 

３【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。

 

４【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、世界規模での不況の中、いち早く回復の兆しが見られた中国市

場にも助けられ、ようやく底打ちの気配が感じられたものの、企業収益回復の緩慢さに加え、設備投資需要の停滞が

続きました。一方で、雇用環境の改善は進まず、雇用不安から個人消費は伸び悩み、定額給付金等の緊急経済対策によ

る景気てこ入れにもかかわらず、先行き不透明な経済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、エコポイント制度による需要喚起の追い風はあっ

たものの、急激な円高による輸出の落込みと、個人消費の冷え込みによる需要減が、企業収益の改善を遅らせる展開

となりました。

　このような環境の下、当社グループは高密度・高機能化する製品需要に対応するため、ドロワー中継タイプコネク

タ、ハーフピッチコネクタである８９シリーズに新たに８９２８Ｅシリーズを追加する等の開発を行いました。

　また、生産体制の適正化等による労務費・経費の削減、設備投資抑制による減価償却費の削減、生産効率の改善等、

経営の合理化に努めるとともに、新市場の開拓を進めてまいりました。

　以上の結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は17億68百万円（前年同四半期比12.6％減）、利益面につきまし

ては営業利益91百万円（同8.7％増）、経常利益95百万円（同7.1％増）、四半期純利益56百万円（同8.2％減）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１億72百万円増加（前年同四半期は３億75百万円の増加）し、当第２四半期連結会計期間末には15億73百万

円（前年同四半期末は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２億56百万円（前年同四半期は４億92百万円

の獲得）となりました。これは、売上債権の増加額３億14百万円があったものの、仕入債務の増加額２億65百万円、減

価償却費の計上１億57百万円、賞与引当金の増加額99百万円並びに税金等調整前四半期純利益の計上94百万円が

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80百万円（前年同四半期は１億３百万円の使

用）となりました。これは、有形固定資産の取得による支出62百万円並び関係会社出資金の払込による支出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３百万円（前年同四半期は５百万円の使用）

となりました。これは、配当金の支払額１百万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66百万円であります。

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 78,711平成21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 42,191平成21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21年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21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
単元株式数

1,000株　

計 15,486,000　　　　　 15,486,000 ─ ─

　　　　

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

　　

（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21年７月１日～

　平成21年９月30日　
－ 15,486 － 1,617,000 － 1,440,058
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（５）【大株主の状況】

 平成21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  988 6.37

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 619 3.99

竹田和平 愛知県名古屋市天白区 535 3.45

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

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

ケル社員持株会 東京都多摩市永山６－17－７ 420 2.71

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 － 5,264 33.99

　（注）上記のほか、当社所有の自己株式705千株（4.55％）があります。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】　

 平成21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　  　 705,000
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式    14,689,00014,689 －

単元未満株式 普通株式        92,000－ 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

2,000株、議決権の数が２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295株が含まれております。

 

②【自己株式等】

 平成21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
705,000 － 705,000 4.55

計 － 705,000 － 705,000 4.55

　

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21年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 138 146 169 166 195 211

最低（円） 119 132 142 145 162 187

　（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。

　

EDINET提出書類

ケル株式会社(E01992)

四半期報告書

 9/25



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、前第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）及び前第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）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連結

会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から

平成21年９月30日まで）は、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、前第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）及び前第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は監査法人トーマツによる四半期レビューを受け、また、当第２四半期連結会計期間（平成

21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30

日まで）に係る四半期連結財務諸表については有限責任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。

　なお、従来から当社が監査証明を受けている監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月１日

をもって、有限責任監査法人トーマツとなりました。　
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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21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21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,573,190 1,194,422

受取手形及び売掛金 2,492,031 2,646,288

商品及び製品 278,577 267,050

仕掛品 41,998 18,453

原材料及び貯蔵品 372,738 295,302

その他 300,279 251,636

貸倒引当金 △2,623 △2,729

流動資産合計 5,056,190 4,670,425

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,128,692 1,156,910

機械装置及び運搬具（純額） 1,355,380 1,441,227

工具、器具及び備品（純額） 342,799 314,466

土地 730,774 730,774

有形固定資産合計 ※
 3,557,645

※
 3,643,379

無形固定資産 58,488 62,938

投資その他の資産

投資有価証券 586,006 542,885

その他 1,302,560 1,323,722

投資その他の資産合計 1,888,566 1,866,607

固定資産合計 5,504,700 5,572,924

資産合計 10,560,891 10,243,350

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,175,273 915,056

短期借入金 450,000 550,000

1年内償還予定の社債 300,000 300,000

未払法人税等 10,903 －

賞与引当金 135,144 102,288

その他 282,058 210,454

流動負債合計 2,353,379 2,077,799

固定負債

退職給付引当金 193,794 182,833

その他 79,978 79,978

固定負債合計 273,773 262,812

負債合計 2,627,152 2,340,611
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21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 1,440,058

利益剰余金 5,050,310 5,047,322

自己株式 △164,506 △164,419

株主資本合計 7,942,862 7,939,960

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,289 △29,116

為替換算調整勘定 △11,412 △8,105

評価・換算差額等合計 △9,123 △37,221

純資産合計 7,933,738 7,902,739

負債純資産合計 10,560,891 10,243,350
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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）

前第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２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 3,873,259 3,134,538

売上原価 3,077,377 2,452,526

売上総利益 795,882 682,011

販売費及び一般管理費 ※
 702,845

※
 632,115

営業利益 93,036 49,896

営業外収益

受取利息 1,041 361

受取配当金 12,118 10,613

助成金収入 － 5,797

為替差益 8,394 －

その他 5,833 4,301

営業外収益合計 27,387 21,073

営業外費用

支払利息 7,163 4,996

支払手数料 3,194 3,534

為替差損 － 1,279

その他 552 34

営業外費用合計 10,910 9,845

経常利益 109,513 61,124

特別利益

貸倒引当金戻入額 282 105

投資有価証券売却益 35,041 －

特別利益合計 35,323 105

特別損失

固定資産売却損 708 －

固定資産除却損 548 1,540

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 3,066

特別損失合計 34,421 4,607

税金等調整前四半期純利益 110,415 56,623

法人税等 48,194 －

法人税、住民税及び事業税 － 5,281

法人税等調整額 － 18,790

法人税等合計 － 24,072

四半期純利益 62,221 32,550
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第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)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 2,023,923 1,768,129

売上原価 1,586,207 1,347,125

売上総利益 437,715 421,003

販売費及び一般管理費 ※
 353,298

※
 329,223

営業利益 84,417 91,780

営業外収益

受取利息 423 148

受取配当金 1,031 818

助成金収入 － 5,797

為替差益 4,223 －

その他 4,964 2,771

営業外収益合計 10,642 9,535

営業外費用

支払利息 3,439 2,433

支払手数料 1,631 1,779

為替差損 － 1,134

その他 438 29

営業外費用合計 5,509 5,376

経常利益 89,550 95,939

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 1,051

投資有価証券評価損 9,052 －

関係会社株式評価損 8,319 375

特別損失合計 17,839 1,427

税金等調整前四半期純利益 107,662 94,512

法人税等 46,594 －

法人税、住民税及び事業税 － 2,640

法人税等調整額 － 35,829

法人税等合計 － 38,470

四半期純利益 61,068 56,041
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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）

前第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２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21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 56,623

減価償却費 397,189 297,426

貸倒引当金の増減額（△は減少） △282 △105

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,793 32,865

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,554 10,961

受取利息及び受取配当金 △13,159 △10,975

支払利息 7,163 4,996

支払手数料 3,194 3,534

為替差損益（△は益） 606 365

固定資産売却損益（△は益） 708 －

固定資産除却損 548 1,540

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 3,066

売上債権の増減額（△は増加） 272,395 153,727

たな卸資産の増減額（△は増加） 52,775 △113,006

仕入債務の増減額（△は減少） △150,408 251,875

その他 △39,486 △103,567

小計 638,952 589,326

利息及び配当金の受取額 13,317 10,979

利息の支払額 △6,806 △4,539

法人税等の還付額 － 46,665

法人税等の支払額 △33,703 △737

営業活動によるキャッシュ・フロー 611,758 641,694

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 △109,967

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 △1,115

投資有価証券の売却による収入 97,524 －

関係会社出資金の払込による支出 － △15,000

貸付けによる支出 △350 －

貸付金の回収による収入 3,481 3,141

保険積立金の積立による支出 △71,120 △2,655

保険積立金の払戻による収入 75,841 －

その他 △1,033 △1,350

投資活動によるキャッシュ・フロー △241,037 △126,946
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（単位：千円）

前第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２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21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 △100,000

自己株式の取得による支出 △596 △86

配当金の支払額 △58,998 △29,483

その他 △3,194 △3,534

財務活動によるキャッシュ・フロー △112,789 △133,104

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,439 △2,875

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 252,492 378,767

現金及び現金同等物の期首残高 952,642 1,194,422

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,205,134

※
 1,573,190
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【簡便な会計処理】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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。

　

【追加情報】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

　（税金費用の計算における本来の会計処理への変更）

　前連結会計年度の第３四半期連結会計期間より、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から、税金費用をより適切に計算す

るため本来の会計処理に変更しております。

　その結果、前第２四半期連結会計期間及び前第２四半期連結累計期間と当第２四半期連結会計期間及び当第２四半期連

結累計期間で税金費用の計算方法が異なっております。

　なお、これ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２四半期連結会計期間末
（平成21年９月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

※　有形固定資産の減価償却累計額は、11,922,462千円であ

ります。

※　有形固定資産の減価償却累計額は、11,700,723千円であ

ります。

　

（四半期連結損益計算書関係）

前第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２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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。

※　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

従業員給料 233,946　千円

賞与引当金繰入額 50,009　千円

減価償却費 25,260　千円

退職給付引当金繰入額 4,928　千円

前第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）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21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。

※　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

従業員給料 116,317　千円

賞与引当金繰入額 36,682　千円

減価償却費 12,618　千円

退職給付引当金繰入額 2,447　千円

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第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２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21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

※　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） （平成21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

　

 （千円）

現金及び預金勘定 1,573,190

現金及び現金同等物　 1,573,190
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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21年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　

平成21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　　　   705,295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21年５月８日

取締役会
普通株式 29,562 2 平成21年３月31日平成21年６月９日 利益剰余金

(2)　基準日が当第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21年11月９日

取締役会
普通株式 29,561 2 平成21年９月30日平成21年12月４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】

前第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２四半期連結会計期間

（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）並びに前第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）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21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】

前第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２四半期連結会計期間

（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）並びに前第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）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21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】

前第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２四半期連結会計期間

（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）並びに前第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）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21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21年９月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 536.76円 １株当たり純資産額 534.64円

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第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２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 4.20円 １株当たり四半期純利益金額 2.20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。

　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。

 
前第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２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

四半期純利益（千円） 62,221 32,550

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 32,550

期中平均株式数（株） 14,784,877 14,780,926

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

－　 －　

前第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）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 4.13円 １株当たり四半期純利益金額 3.79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。

　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。

 
前第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）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

四半期純利益（千円） 61,068 56,041

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） 61,068 56,041

期中平均株式数（株） 14,784,172 14,780,797

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）

　該当事項はありません。
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２【その他】

　平成21年11月９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　　　　　　  29,561千円

②１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　  ２円

③支払請求の効力発生日及び支払開始日　　　平成21年12月４日

　（注）平成21年９月30日現在の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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

　 平成21年11月10日

ケル株式会社 　 　

取締役会　御中 　 　

　 有限責任監査法人トーマツ 　

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 羽鳥　良彰　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 伊藤　治郎　　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

21年４月１日から平成22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21年７月１日から平成21年９月

30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21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21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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