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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49期

第３四半期連結
累計期間

第50期
第３四半期連結
累計期間

第49期

会計期間
自平成22年４月１日
至平成22年12月31日

自平成23年４月１日
至平成23年12月31日

自平成22年４月１日
至平成23年３月31日

売上高（千円） 6,831,884 7,130,091 8,698,088

経常利益（千円） 641,436 892,041 728,581

四半期（当期）純利益（千円） 375,939 444,594 427,065

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
377,283 434,974 430,390

純資産額（千円） 8,385,074 8,710,245 8,437,955

総資産額（千円） 11,785,764 12,180,826 11,694,102

１株当たり四半期（当期）純利益

（円）
25.43 30.08 28.89

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益（円）
－ － －

自己資本比率（％） 71.1 71.5 72.2

　

回次
第49期

第３四半期連結
会計期間

第50期
第３四半期連結
会計期間

会計期間
自平成22年10月１日
至平成22年12月31日

自平成23年10月１日
至平成23年12月31日

１株当たり四半期純利益（円） 8.20 8.77

　（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49期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、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（当社及び子会社２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。

 

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、東日本大震災の影響により大きく落ち込んだ後、サプライ

チェーンの復旧に伴い、夏場にかけて急速に回復しましたが、欧州債務問題の再燃などの影響から年末にかけて回復

ペースが大きく鈍化しました。

　このような状況の下、当社グループは、震災による部品調達並びに生産体制への影響の最小化に取り組むとともに、

好調が続いている遊技機器市場へ積極的な受注活動を展開いたしました。

　これらの結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は71億30百万円（前年同四半期比4.4％増）、利益面に

つきましては営業利益８億78百万円（同37.7％増）、経常利益８億92百万円（同39.1％増）、四半期純利益４億44百

万円（同18.3％増）となりました。

 

（2）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。

（3）研究開発活動

　　当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は３億50百万円であります。

　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。
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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 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23年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年２月13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

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

(スタンダード）　

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）【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
（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23年10月１日～

　平成23年12月31日
－ 15,486 － 1,617,000 － 1,440,058

（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23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23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　   709,000
－ －

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　    88,000　 － 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806株が含まれております。

 

②【自己株式等】

 平成23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
709,000 － 709,000 4.58

計 － 709,000 － 709,000 4.58
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２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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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）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、第３四半期連結会計期間（平成23年10月１日から平成

23年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、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。
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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）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,823,221 1,844,809

受取手形及び売掛金 3,345,591 ※
 3,899,981

商品及び製品 341,417 433,095

仕掛品 29,974 47,960

原材料及び貯蔵品 455,957 520,625

その他 339,846 368,546

貸倒引当金 △3,520 △4,105

流動資産合計 6,332,488 7,110,913

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,037,031 985,617

機械装置及び運搬具（純額） 1,229,278 1,208,236

工具、器具及び備品（純額） 259,852 226,051

土地 1,167,104 1,171,754

建設仮勘定 140 20,346

有形固定資産合計 3,693,407 3,612,007

無形固定資産 55,213 59,319

投資その他の資産

投資有価証券 479,125 374,139

その他 1,133,867 1,024,448

投資その他の資産合計 1,612,993 1,398,587

固定資産合計 5,361,614 5,069,913

資産合計 11,694,102 12,180,826

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,285,708 ※
 1,550,632

短期借入金 150,000 150,000

1年内償還予定の社債 76,000 76,000

未払法人税等 316,725 193,189

賞与引当金 174,068 171,890

役員賞与引当金 39,000 32,000

その他 366,291 475,616

流動負債合計 2,407,794 2,649,328

固定負債

社債 588,000 550,000

退職給付引当金 222,505 233,376

その他 37,845 37,876

固定負債合計 848,351 821,252

負債合計 3,256,146 3,470,581
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12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 5,520,046 5,802,098

自己株式 △165,644 △165,786

株主資本合計 8,411,460 8,693,369

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 35,780 29,777

為替換算調整勘定 △9,284 △12,901

その他の包括利益累計額合計 26,495 16,875

純資産合計 8,437,955 8,710,245

負債純資産合計 11,694,102 12,180,826
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

売上高 6,831,884 7,130,091

売上原価 5,040,163 5,091,581

売上総利益 1,791,720 2,038,509

販売費及び一般管理費 1,153,611 1,159,736

営業利益 638,108 878,773

営業外収益

受取利息 705 331

受取配当金 16,145 13,532

保険返戻金 － 6,789

その他 6,160 3,711

営業外収益合計 23,012 24,364

営業外費用

支払利息 5,475 6,632

為替差損 8,885 2,841

支払手数料 5,321 42

その他 2 1,578

営業外費用合計 19,684 11,096

経常利益 641,436 892,041

特別利益

固定資産売却益 1,261 －

投資有価証券売却益 103,697 660

特別利益合計 104,959 660

特別損失

固定資産除却損 6,538 5,805

投資有価証券売却損 62,512 －

投資有価証券評価損 － 45,755

ゴルフ会員権評価損 － 10,095

減損損失 15,010 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,568 －

特別損失合計 85,629 61,656

税金等調整前四半期純利益 660,765 831,046

法人税、住民税及び事業税 303,756 348,349

法人税等調整額 △18,929 38,102

法人税等合計 284,826 386,452

少数株主損益調整前四半期純利益 375,939 444,594

四半期純利益 375,939 444,594
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 375,939 444,594

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 3,251 △6,002

為替換算調整勘定 △1,907 △3,616

その他の包括利益合計 1,343 △9,619

四半期包括利益 377,283 434,974

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 377,283 434,974
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【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

　第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。　　　　　　

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成23年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（平成23年12月31日）

────── ※　四半期連結会計期間末日満期手形

  四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理について

は、当四半期連結会計期間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。当四半期連結会計期間末日満期手形の金額は、次のと

おりであります。

　     受取手形 319,078千円

支払手形 673千円

　

（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に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期

連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

減価償却費 　　　　　　521,145千円 　　　　　　540,238千円

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日）

　配当金支払額

 
（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22年５月７日

取締役会
普通株式 59,121 4 平成22年３月31日平成22年６月11日利益剰余金

平成22年11月８日

取締役会
普通株式 29,555 2 平成22年９月30日平成22年12月３日利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

　配当金支払額

 
（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23年５月９日

取締役会
普通株式 118,214 8 平成23年３月31日平成23年６月10日利益剰余金

平成23年11月８日

取締役会
普通株式 44,328 3 平成23年９月30日平成23年12月６日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　前第３四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

　当社グループは、単一セグメントに属するコネクタ、ラック、ソケット等の製造・販売を行っているため、記載を

省略しております。 

　　　

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益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22年４月１日
至　平成22年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

 １株当たり四半期純利益 25円43銭 30円08銭

（算定上の基礎） 　  

四半期純利益（千円） 375,939 444,594

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） 375,939 444,594

普通株式の期中平均株式数（株） 14,778,609 14,776,439

　（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、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】

　平成23年11月８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　　　　44,328千円

②１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　３円

③支払請求の効力発生日及び支払開始日　　平成23年12月６日

　（注）平成23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。

EDINET提出書類

ケル株式会社(E01992)

四半期報告書

14/15



 独立監査人の四半期レビュー報告書 

　 　 平成24年２月８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23年４月１日から平成24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23年10月１日から平成23年

12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23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、四半期連結包括利益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、ケル株式会社及び連結子会社の平成23年12月31日現在の財政状態及び同

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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