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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 9,472 8.9 1,129 53.5 1,137 56.2 581 36.1
23年3月期 8,698 21.2 736 107.6 728 104.3 427 120.8

（注）包括利益 24年3月期 617百万円 （43.4％） 23年3月期 430百万円 （69.5％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年3月期 39.32 ― 6.7 9.4 11.9
23年3月期 28.89 ― 5.2 6.4 8.5

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年3月期 12,390 8,892 71.8 601.81
23年3月期 11,694 8,437 72.2 571.02

（参考） 自己資本   24年3月期  8,892百万円 23年3月期  8,437百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

24年3月期 703 △636 △237 1,651
23年3月期 1,269 △809 △140 1,823

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

23年3月期 ― 2.00 ― 8.00 10.00 147 34.6 1.8
24年3月期 ― 3.00 ― 12.00 15.00 221 38.1 2.6
25年3月期(予想) ― 4.00 ― 6.00 10.00 28.4

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 4,600 △2.2 420 △32.9 430 △32.4 220 △30.2 14.88
通期 9,400 △0.8 990 △12.4 1,000 △12.1 520 △10.5 35.19



※  注記事項 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 無
② ①以外の会計方針の変更  ： 無
③ 会計上の見積りの変更  ： 無
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期 15,486,000 株 23年3月期 15,486,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期 710,006 株 23年3月期 709,206 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 14,776,357 株 23年3月期 14,778,184 株

（参考）個別業績の概要 

平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 9,375 8.0 1,104 49.0 1,116 51.9 560 31.0
23年3月期 8,678 21.6 741 113.2 735 105.8 427 120.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

24年3月期 37.91 ―
23年3月期 28.95 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年3月期 12,360 8,874 71.8 600.63
23年3月期 11,690 8,440 72.2 571.22

（参考） 自己資本 24年3月期  8,874百万円 23年3月期  8,440百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は
終了しておりません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、当該業績予想に関する事項については３ページをご参照ください。 
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(1) 経営成績に関する分析 
①当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災後に急速に落ち込んだものの、サプライチェーンの復旧
に伴い上半期にかけて回復いたしました。その後、欧州債務問題の再燃や急激な円高の進行からいったんは足踏み
状態に陥ったものの、円高修正、米国経済の回復を受けて年度末には持ち直しが見られました。 
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、地上デジタル放送への移行によるテレビの駆

け込み需要や節電関連特需等により一時的に回復傾向にありましたが、タイの洪水による部品不足の影響や急激な
円高等により厳しい経営環境が続きました。 
このような環境の下、当社グループは、高機能、高密度化する製品需要に対応するため極細同軸ケーブル用

0.25㎜ピッチ超小型コネクタのスタック接続タイプ、0.635㎜ピッチ垂直接続フローティングコネクタ等の新製品
の市場投入や高速伝送用コネクタのフォルダータイプ、２ピース基板対ケーブル接続用コネクタの圧着方式・横出
しタイプ等を開発し、市場ニーズに応えてまいりました。 
また、工業機器市場、車載機器市場、ならびに遊技機器市場への積極的な受注活動の展開や新市場創出活動を

推し進めるとともに、製造技術の改善・設備投資の圧縮によるコスト削減等、経営の効率化にも努めてまいりまし
た。 
以上の結果、当連結会計年度の売上高は94億72百万円（前連結会計年度比8.9％増加）となりました。 
利益面につきましては、経常利益11億37百万円（同56.2％増加）、当期純利益５億81百万円（同36.1％増加）と
なりました。 
       
〈製品別の状況〉 
車載機器市場向け売上が好調に推移したことに加え、遊技機器市場向け売上の増加により、コネクタの売上高は
75億２百万円（前連結会計年度比14.1％増加）となりました。 
 半導体製造装置、産業機器等の工業機器市場向けの売上減少により、ラックの売上高は11億26百万円（同12.6％
減少）となりました。 
遊技機器市場向け等の売上増加により、ソケットの売上高は６億97百万円（同1.9％増加）となりました。 
その他の売上高は、１億46百万円（同2.5％減少）となりました。 
  

  

１．経営成績

 ・品目別受注実績 （単位：百万円） 

  

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

比較増減 

金額 金額 金額 前年同期比 
（％） 

コネクタ  6,663  7,471  807  12.1

ラック  1,261  1,107  △153  △12.1

ソケット  689  709  19  2.9

その他  154  141  △13  △8.7

計  8,768  9,429  660  7.5

 ・品目別売上実績 （単位：百万円） 

  

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

比較増減 

金額 金額 金額 前年同期比 
（％） 

コネクタ  6,575  7,502  926  14.1

ラック  1,288  1,126  △161  △12.6

ソケット  684  697  13  1.9

その他  149  146  △3  △2.5

計  8,698  9,472  774  8.9



②次期の見通し 
  エレクトロニクス業界は、中国をはじめとする新興国の景気後退や欧州債務問題の長期化、更には円高の定着に
よる価格競争の激化など、先行き厳しい経営環境が続くものと予想されます。 
 このような厳しい経営環境が予想されますが、当社グループは収益性重視の市場開拓活動・新製品開発活動を展
開し、環境・省エネルギー関連機器等の新市場の創出、車載機器・画像機器・医療機器等の注力市場の育成、工業
機器・遊技機器等の注力市場の強化を図るとともに、生産性の向上によるコスト削減等に取り組み、企業基盤の更
なる強化に努めてまいります。 
 次期の業績見通しは、売上高94億円、営業利益９億90百万円、経常利益10億円、当期純利益５億20百万円を見込
んでおります。 

(2) 財政状態に関する分析 
①資産、負債及び純資産の状況 
 当連結会計年度末における総資産額は、前連結会計年度末に比べ６億96百万円増加し、123億90百万円となりま
した。これは、現金及び預金の減少額１億71百万円があったものの、受取手形及び売掛金の増加額７億67百万円並
びに原材料及び貯蔵品の増加額39百万円があったこと等によるものであります。 
 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ２億42百万円増加し、34億98百万円となりました。これは、支払
手形及び買掛金の増加額１億73百万円があったこと等によるものであります。 
 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ４億54百万円増加し、88億92百万円となりました。これは、配
当金の支払額１億61百万円があったものの、当期純利益５億81百万円の計上があったこと等によるものでありま
す。 
②キャッシュフローの状況 
 当連結会計年度末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１億71百
万円減少（前連結会計年度は３億16百万円の増加）し、16億51百万円となりました。 
（営業活動によるキャッシュフロー）    
 当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、７億３百万円（前連結会計年度は12億69百万円の獲
得）となりました。これは、売上債権の増加額７億67百万円及び法人税等の支払額４億69百万円があったものの、
税金等調整前当期純利益10億76百万円の計上、減価償却費７億32百万円の計上並びに仕入債務の増加額１億67百万
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）    
 当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は、６億36百万円（前連結会計年度は８億９百万円の使
用）となりました。これは、有形固定資産の取得による支出６億40百万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）    
 当連結会計年度における財務活動の結果使用した資金は、２億37百万円（前連結会計年度は１億40百万円の使
用）となりました。これは、配当金の支払額１億61百万円及び社債の償還による支出76百万円があったこと等によ
るものであります。 
  



（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移    

（注）自己資本比率：自己資本／総資産 
 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
 インスタント・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
１．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 
２．株式時価総額は、自己株式を除く連結会計年度末発行済株式数をベースに計算しております。 
３．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し
ております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債
を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用し
ております。 

  
(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 
当社の利益配分の基本方針は、株主の皆様への利益還元を重視し安定的な配当の維持を基本とし、配当額は連結配
当性向30％を目安に決定することとしております。 
内部留保につきましては、事業拡大・競争力強化に向けた新製品・新技術開発ならびに中長期の設備投資等の原資
として活用し、持続的な成長と企業価値の向上ならびに株主価値の増大に努めてまいります。 
当期の期末配当金につきましては、上記の方針に基づき普通配当を７円とし、さらに当社は、平成24年７月23日を
もちまして、創立50周年を迎えることから、株主の皆様への日頃のご支援にお応えするため、記念配当の５円を加
え、合計12円の配当とさせていただきました。平成23年12月に実施した中間配当金１株当たり３円とあわせて、年間
配当金は１株当たり15円となりました。 
 また、次期の配当につきましては、１株当たり10円を予定しております。 

  

  平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 

自己資本比率（％）  77.1  73.5  72.2  71.8

時価ベースの自己資本比率（％）  17.5  40.9  38.9  39.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率
（年） 

 0.7  1.1  0.6  1.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  94.6  77.1  165.2  79.5



当社グループは、当社(ケル株式会社)、旺昌電子股份有限公司、及び科陸電子貿易（上海）有限公司により構成さ
れており、主に産業用コネクタの製造・販売を行っております。 
 当社グループの事業系統図は次のとおりであります。 
  

 
  
 （注） 旺昌電子股份有限公司は連結子会社であります。 

  
  
  

(1) 会社の経営の基本方針 
 当社グループは創業以来、高品質の小型コネクタをエレクトロニクス市場に提供することを基本として運営してま
いりました。 
 コネクタの専門メーカーとして、常に最先端の接続技術（コネクション・テクノロジー）を追い求め、益々、高密
度、高速化する産業用機器に対応し、市場ニーズを先取りした製品を開発し、市場に供給し続けることを最優先課題
として取り組んでいく所存であります。  
  
(2) 目標とする経営指標 
 当社グループは、新製品開発投資の継続と配当原資を確保するため、株主資本利益率（ＲＯＥ）8.0％以上を経営
指標としております。 
  
(3) 中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題 
 当社グループは、電子応用機器の小型、軽量、高機能化ニーズに対応する製品を市場に供給するために以下の戦略
に取り組んでおります。 
①電子応用機器の小型化・高機能化に対応した一層の狭小化と高速伝送の要請に応えるための研究開発を充実させ
てまいります。また、環境問題に配慮した技術開発に積極的に取り組んでまいります。 
②生産性の向上を図り固定費の低減を促進すると同時に、材料費を始めとする変動費についても一層の削減を進め
てまいります。 
③経営全般に亘り、合理化・効率化を促進してまいります。  
  

２．企業集団の状況

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 1,823,221 1,651,294 
受取手形及び売掛金 3,345,591 4,113,001 
商品及び製品 341,417 378,184 
仕掛品 29,974 39,998 
原材料及び貯蔵品 455,957 495,852 
繰延税金資産 135,274 126,464 
その他 204,571 298,797 
貸倒引当金 △3,520 △4,352 
流動資産合計 6,332,488 7,099,241 

固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物 3,254,932 3,258,681 
減価償却累計額 △2,217,901 △2,286,088 
建物及び構築物（純額） 1,037,031 972,592 

機械装置及び運搬具 5,470,442 5,582,395 
減価償却累計額 △4,241,163 △4,390,948 
機械装置及び運搬具（純額） 1,229,278 1,191,447 

工具、器具及び備品 5,481,507 5,709,366 
減価償却累計額 △5,221,654 △5,435,981 
工具、器具及び備品（純額） 259,852 273,384 

土地 1,167,104 1,171,754 
建設仮勘定 140 22,653 
有形固定資産合計 3,693,407 3,631,833 

無形固定資産 55,213 58,721 
投資その他の資産   
投資有価証券 479,125 505,239 
保険積立金 923,006 912,248 
繰延税金資産 22,837 5,960 
その他 188,023 177,353 
投資その他の資産合計 1,612,993 1,600,802 

固定資産合計 5,361,614 5,291,357 

資産合計 11,694,102 12,390,598 



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 1,285,708 1,459,139 
短期借入金 150,000 150,000 
1年内償還予定の社債 76,000 268,000 
未払法人税等 316,725 333,088 
賞与引当金 174,068 207,167 
役員賞与引当金 39,000 55,000 
その他 366,291 428,957 
流動負債合計 2,407,794 2,901,352 

固定負債   
社債 588,000 320,000 
退職給付引当金 222,505 240,040 
その他 37,845 36,836 
固定負債合計 848,351 596,877 

負債合計 3,256,146 3,498,229 

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 5,938,647 
自己株式 △165,644 △165,837 
株主資本合計 8,411,460 8,829,868 

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 72,364 
為替換算調整勘定 △9,284 △9,863 
その他の包括利益累計額合計 26,495 62,500 

純資産合計 8,437,955 8,892,368 

負債純資産合計 11,694,102 12,390,598 



（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 8,698,088 9,472,231 
売上原価 6,438,311 6,809,093 
売上総利益 2,259,776 2,663,138 

販売費及び一般管理費 1,523,461 1,533,203 
営業利益 736,314 1,129,935 

営業外収益   
受取利息 797 481 
受取配当金 15,783 14,132 
保険返戻金 － 7,079 
雑収入 7,674 4,961 
営業外収益合計 24,255 26,655 

営業外費用   
支払利息 7,579 8,830 
社債発行費 7,632 － 
為替差損 9,691 8,126 
雑損失 7,085 1,840 
営業外費用合計 31,988 18,797 

経常利益 728,581 1,137,793 

特別利益   
固定資産売却益 1,264 672 
投資有価証券売却益 103,697 660 
特別利益合計 104,962 1,333 

特別損失   
固定資産売却損 － 29 
固定資産除却損 24,523 13,287 
減損損失 15,950 2,759 
投資有価証券売却損 62,512 － 
投資有価証券評価損 － 37,427 
ゴルフ会員権評価損 － 8,895 
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 104,555 62,399 

税金等調整前当期純利益 728,988 1,076,727 

法人税、住民税及び事業税 329,093 485,349 
法人税等調整額 △27,171 10,234 
法人税等合計 301,922 495,584 

少数株主損益調整前当期純利益 427,065 581,143 

当期純利益 427,065 581,143 



（連結包括利益計算書） 
（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 427,065 581,143 
その他の包括利益   
その他有価証券評価差額金 5,692 36,583 
為替換算調整勘定 △2,367 △578 
その他の包括利益合計 3,324 36,005 

包括利益 430,390 617,148 

（内訳）   
親会社株主に係る包括利益 430,390 617,148 
少数株主に係る包括利益 － － 



（３）連結株主資本等変動計算書 
（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   
資本金   
当期首残高 1,617,000 1,617,000 
当期変動額   
当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,617,000 1,617,000 

資本剰余金   
当期首残高 1,440,058 1,440,058 
当期変動額   
当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,440,058 1,440,058 

利益剰余金   
当期首残高 5,181,658 5,520,046 
当期変動額   
剰余金の配当 △59,121 △118,214 
剰余金の配当（中間配当） △29,555 △44,328 
当期純利益 427,065 581,143 

当期変動額合計 338,388 418,600 

当期末残高 5,520,046 5,938,647 

自己株式   
当期首残高 △164,583 △165,644 
当期変動額   
自己株式の取得 △1,060 △193 

当期変動額合計 △1,060 △193 

当期末残高 △165,644 △165,837 

株主資本合計   
当期首残高 8,074,132 8,411,460 
当期変動額   
剰余金の配当 △59,121 △118,214 
剰余金の配当（中間配当） △29,555 △44,328 
当期純利益 427,065 581,143 
自己株式の取得 △1,060 △193 
当期変動額合計 337,327 418,407 

当期末残高 8,411,460 8,829,868 



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

その他の包括利益累計額   
その他有価証券評価差額金   
当期首残高 30,088 35,780 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,692 36,583 
当期変動額合計 5,692 36,583 

当期末残高 35,780 72,364 

為替換算調整勘定   
当期首残高 △6,917 △9,284 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,367 △578 
当期変動額合計 △2,367 △578 

当期末残高 △9,284 △9,863 

その他の包括利益累計額合計   
当期首残高 23,170 26,495 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,324 36,005 
当期変動額合計 3,324 36,005 

当期末残高 26,495 62,500 

純資産合計   
当期首残高 8,097,303 8,437,955 
当期変動額   
剰余金の配当 △59,121 △118,214 
剰余金の配当（中間配当） △29,555 △44,328 
当期純利益 427,065 581,143 
自己株式の取得 △1,060 △193 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,324 36,005 
当期変動額合計 340,652 454,413 

当期末残高 8,437,955 8,892,368 



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   
税金等調整前当期純利益 728,988 1,076,727 
減価償却費 704,408 732,770 
減損損失 15,950 2,759 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 180 832 
賞与引当金の増減額（△は減少） △4,314 33,103 
役員賞与引当金の増減額（△は減少） 39,000 16,000 
退職給付引当金の増減額（△は減少） 19,633 17,535 
受取利息及び受取配当金 △16,580 △14,614 
支払利息 7,579 8,830 
社債発行費 7,632 － 
為替差損益（△は益） 1,624 391 
固定資産売却損益（△は益） △1,264 △643 
固定資産除却損 24,523 13,287 
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,568 － 
投資有価証券売却損益（△は益） △41,185 △660 
投資有価証券評価損益（△は益） － 37,427 
ゴルフ会員権評価損 － 8,895 
売上債権の増減額（△は増加） △159,783 △767,590 
たな卸資産の増減額（△は増加） △32,237 △87,069 
仕入債務の増減額（△は減少） △28,579 167,589 
その他の資産の増減額（△は増加） △13,466 △95,195 
その他の負債の増減額（△は減少） 49,457 24,121 
その他 6,820 △7,079 
小計 1,309,955 1,167,418 

利息及び配当金の受取額 16,942 14,544 
利息の支払額 △7,687 △8,845 
法人税等の支払額 △49,546 △469,646 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,269,663 703,471 

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 △1,036,172 △640,279 
有形固定資産の売却による収入 11,429 2,400 
投資有価証券の取得による支出 △50,638 △60,767 
投資有価証券の売却による収入 269,909 49,922 
貸付金の回収による収入 12,142 2,775 
保険積立金の積立による支出 △4,655 △269,251 
保険積立金の満期による収入 － 287,089 
その他 △11,592 △8,649 
投資活動によるキャッシュ・フロー △809,578 △636,759 



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   
短期借入金の増減（△）額（純額） △400,000 － 
社債の発行による収入 392,367 － 
社債の償還による支出 △36,000 △76,000 
自己株式の取得による支出 △1,060 △193 
配当金の支払額 △88,340 △161,704 
その他 △7,073 － 
財務活動によるキャッシュ・フロー △140,107 △237,897 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,383 △740 
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 316,593 △171,926 

現金及び現金同等物の期首残高 1,506,627 1,823,221 
現金及び現金同等物の期末残高 1,823,221 1,651,294 



    該当事項はありません。  
  

（連結損益計算書関係） 
 前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「支払手数料」（当連結会計年度は、85千円）
は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より、「営業外費用」の「雑損失」に含めて表示しておりま
す。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 
 この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「支払手数料」に表示しておりました7,073
千円は、「営業外費用」の「雑損失」に組み替えております。 
  
（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 
 前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「支払手数料」（当連
結会計年度は、85千円）は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より、「営業活動によるキャッシュ・
フロー」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務
諸表の組替えを行っております。 
 この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の
「支払手数料」に表示しておりました7,073千円は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に組み替えて
おります。 
  

 （会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 
 当連結会計年度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。  
  

（5）継続企業の前提に関する注記

（6）表示方法の変更

（7）追加情報



 前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）及び当連結会計年度（自  平成23年４月
１日  至  平成24年３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。  

  

Ⅰ 前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 
１．製品及びサービスごとの情報 
 単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載
を省略しております。  

  
２．地域ごとの情報 
(1）売上高 
                          （単位：千円） 

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 
  

(2）有形固定資産 
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。  

  
３．主要な顧客ごとの情報 

（単位：千円）

  
Ⅱ 当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 
１．製品及びサービスごとの情報 
 単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載
を省略しております。  

  
２．地域ごとの情報 
(1）売上高 
                          （単位：千円） 

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 
  

(2）有形固定資産 
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。  

（8）連結財務諸表に関する注記
（セグメント情報等）
【セグメント情報】

【関連情報】

日本  その他  合計  

7,692,614 1,005,473 8,698,088 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

サンワテクノス株式会社 1,966,923 ────── 

日本  その他  合計  

 8,521,850  950,381  9,472,231



  
３．主要な顧客ごとの情報 

（単位：千円）

   

 （注）算定上の基礎 
１ １株当たり純資産額 

２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

  

当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 
該当事項はありません。  

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

サンワテクノス株式会社  1,955,934 ────── 

岡本無線電機株式会社  953,993 ────── 

（１株当たり情報）

項目 
前連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

１株当たり純資産額        円  02銭 571        円   銭 601 81

１株当たり当期純利益       円   銭 28 89       円   銭 39 32

潜在株式調整後１株当たり当期純利益    －    －

  

 なお、潜在株式調整後１株当たり
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。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり
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。 

項目 前連結会計年度末 
（平成23年３月31日） 

当連結会計年度末 
（平成24年３月31日） 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額 
（千円） 

 8,437,955  8,892,368

普通株式に係る純資産額（千円）  8,437,955  8,892,368

普通株式の発行済株式数（株）  15,486,000  15,486,000

普通株式の自己株式数（株）  709,206  710,006

１株当たり純資産額の算定に用いられた普
通株式の数（株） 

 14,776,794  14,775,994

項目 
前連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

１株当たり当期純利益     

当期純利益（千円）  427,065  581,143

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  427,065  581,143

普通株式の期中平均株式数（株）  14,778,184  14,776,357

      

希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後１株当たり当期純利益の算定に含め
なかった潜在株式の概要 

────── ────── 

（重要な後発事象）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 1,798,656 1,609,636 
受取手形 1,399,934 654,214 
売掛金 1,956,610 3,459,759 
製品 321,304 365,475 
仕掛品 29,974 39,998 
原材料及び貯蔵品 454,066 494,090 
前払費用 12,941 11,981 
繰延税金資産 133,269 124,643 
短期貸付金 2,775 2,491 
未収入金 187,195 282,643 
その他 273 113 
貸倒引当金 △3,543 △4,396 
流動資産合計 6,293,457 7,040,651 

固定資産   
有形固定資産   
建物 3,058,948 3,062,697 
減価償却累計額 △2,063,311 △2,127,710 
建物（純額） 995,636 934,987 

構築物 195,983 195,983 
減価償却累計額 △154,589 △158,378 
構築物（純額） 41,394 37,605 

機械及び装置 5,432,945 5,546,347 
減価償却累計額 △4,209,438 △4,368,175 
機械及び装置（純額） 1,223,506 1,178,171 

車両運搬具 18,105 16,932 
減価償却累計額 △15,327 △6,490 
車両運搬具（純額） 2,778 10,442 

工具、器具及び備品 5,473,734 5,701,704 
減価償却累計額 △5,215,340 △5,429,757 
工具、器具及び備品（純額） 258,394 271,946 

土地 1,167,104 1,171,754 
建設仮勘定 140 17,345 
有形固定資産合計 3,688,955 3,622,253 

無形固定資産   
借地権 35,300 35,300 
ソフトウエア 14,363 17,871 
電話加入権 5,550 5,550 
無形固定資産合計 55,213 58,721 



（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

投資その他の資産   
投資有価証券 479,125 505,239 
関係会社株式 40,799 40,799 
関係会社出資金 28,958 28,958 
従業員長期貸付金 20,126 17,635 
長期前払費用 2,103 1,045 
保険積立金 923,006 912,248 
繰延税金資産 22,832 5,955 
その他 135,719 127,046 
投資その他の資産合計 1,652,671 1,638,928 

固定資産合計 5,396,839 5,319,903 

資産合計 11,690,297 12,360,554 

負債の部   
流動負債   
支払手形 122,842 59,747 
買掛金 1,149,922 1,374,729 
短期借入金 150,000 150,000 
1年内償還予定の社債 76,000 268,000 
未払金 111,931 125,820 
未払費用 33,804 40,079 
未払法人税等 316,725 333,088 
未払消費税等 35,243 39,433 
預り金 26,312 27,461 
賞与引当金 173,688 206,362 
役員賞与引当金 39,000 55,000 
設備関係支払手形 9,056 15,289 
設備関係未払金 152,909 190,318 
その他 3,657 3,386 
流動負債合計 2,401,093 2,888,718 

固定負債   
社債 588,000 320,000 
退職給付引当金 222,505 240,040 
その他 37,845 36,836 

固定負債合計 848,351 596,877 

負債合計 3,249,445 3,485,595 



（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24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   
資本準備金 1,440,058 1,440,058 
資本剰余金合計 1,440,058 1,440,058 

利益剰余金   
利益準備金 237,010 237,010 
その他利益剰余金   
圧縮記帳積立金 112,888 114,667 
別途積立金 4,300,000 4,700,000 
繰越利益剰余金 863,760 859,696 

利益剰余金合計 5,513,658 5,911,374 

自己株式 △165,644 △165,837 

株主資本合計 8,405,071 8,802,594 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 35,780 72,364 
評価・換算差額等合計 35,780 72,364 

純資産合計 8,440,852 8,874,958 

負債純資産合計 11,690,297 12,360,554 



（２）損益計算書 
（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 8,678,594 9,375,226 
売上原価   
製品期首たな卸高 336,863 321,304 
当期製品製造原価 6,430,793 6,820,988 
合計 6,767,657 7,142,292 

他勘定振替高 9,739 9,555 
製品期末たな卸高 321,304 365,475 

製品売上原価 6,436,613 6,767,261 

売上総利益 2,241,981 2,607,964 

販売費及び一般管理費   
荷造運搬費 158,874 158,532 
広告宣伝費 18,687 23,876 
販売手数料 5,387 1,449 
役員報酬 117,174 128,560 
給料 454,140 428,743 
賞与 77,396 80,242 
賞与引当金繰入額 65,572 72,591 
役員賞与引当金繰入額 39,000 55,000 
退職給付引当金繰入額 10,058 9,682 
法定福利費 84,356 87,861 
福利厚生費 42,412 42,439 
旅費及び交通費 66,276 63,942 
減価償却費 48,317 51,896 
修繕費 51,079 42,102 
支払手数料 81,613 72,768 
その他 180,478 184,037 
販売費及び一般管理費合計 1,500,825 1,503,728 

営業利益 741,156 1,104,236 

営業外収益   
受取利息及び配当金 16,555 14,566 
保険返戻金 － 7,079 
雑収入 7,674 4,961 
営業外収益合計 24,229 26,607 

営業外費用   
支払利息 7,579 8,830 
社債発行費 7,632 － 
為替差損 7,824 3,448 
雑損失 7,085 1,840 
営業外費用合計 30,122 14,119 

経常利益 735,263 1,116,724 



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

特別利益   
固定資産売却益 1,264 672 
投資有価証券売却益 103,697 660 
特別利益合計 104,962 1,333 

特別損失   
固定資産売却損 － 29 
固定資産除却損 24,523 13,287 
減損損失 15,950 2,759 
投資有価証券評価損 － 37,427 
投資有価証券売却損 62,512 － 
関係会社株式評価損 5,141 － 
ゴルフ会員権評価損 － 8,895 
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 109,696 62,399 

税引前当期純利益 730,529 1,055,659 

法人税、住民税及び事業税 329,093 485,349 
法人税等調整額 △26,395 10,051 
法人税等合計 302,698 495,400 

当期純利益 427,830 560,258 



（３）株主資本等変動計算書 
（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   
資本金   
当期首残高 1,617,000 1,617,000 
当期変動額   
当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,617,000 1,617,000 

資本剰余金   
資本準備金   
当期首残高 1,440,058 1,440,058 
当期変動額   
当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,440,058 1,440,058 

資本剰余金合計   
当期首残高 1,440,058 1,440,058 
当期変動額   
当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,440,058 1,440,058 

利益剰余金   
利益準備金   
当期首残高 237,010 237,010 
当期変動額   
当期変動額合計 － － 

当期末残高 237,010 237,010 

その他利益剰余金   
圧縮記帳積立金   
当期首残高 118,134 112,888 
当期変動額   
圧縮記帳積立金の積立 － 1,779 
圧縮記帳積立金の取崩 △5,245 － 
当期変動額合計 △5,245 1,779 

当期末残高 112,888 114,667 

別途積立金   
当期首残高 4,300,000 4,300,000 
当期変動額   
別途積立金の積立 － 400,000 
当期変動額合計 － 400,000 

当期末残高 4,300,000 4,700,000 

繰越利益剰余金   
当期首残高 519,360 863,760 



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当期変動額   
別途積立金の積立 － △400,000 
圧縮記帳積立金の積立 － △1,779 
圧縮記帳積立金の取崩 5,245 － 
剰余金の配当 △59,121 △118,214 
剰余金の配当（中間配当） △29,555 △44,328 
当期純利益 427,830 560,258 
当期変動額合計 344,399 △4,063 

当期末残高 863,760 859,696 

利益剰余金合計   
当期首残高 5,174,504 5,513,658 
当期変動額   
剰余金の配当 △59,121 △118,214 
剰余金の配当（中間配当） △29,555 △44,328 
当期純利益 427,830 560,258 
当期変動額合計 339,153 397,715 

当期末残高 5,513,658 5,911,374 

自己株式   
当期首残高 △164,583 △165,644 
当期変動額   
自己株式の取得 △1,060 △193 
当期変動額合計 △1,060 △193 

当期末残高 △165,644 △165,837 

株主資本合計   
当期首残高 8,066,979 8,405,071 
当期変動額   
剰余金の配当 △59,121 △118,214 
剰余金の配当（中間配当） △29,555 △44,328 
当期純利益 427,830 560,258 
自己株式の取得 △1,060 △193 
当期変動額合計 338,092 397,522 

当期末残高 8,405,071 8,802,594 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金   
当期首残高 30,088 35,780 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,692 36,583 
当期変動額合計 5,692 36,583 

当期末残高 35,780 72,364 



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

純資産合計   
当期首残高 8,097,067 8,440,852 
当期変動額   
剰余金の配当 △59,121 △118,214 
剰余金の配当（中間配当） △29,555 △44,328 
当期純利益 427,830 560,258 
自己株式の取得 △1,060 △193 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,692 36,583 
当期変動額合計 343,784 434,106 

当期末残高 8,440,852 8,874,958 



     該当事項はありません。 
  
  

    役員の異動  
 役員の異動につきましては、本日平成24年５月７日発表の「取締役及び監査役の候補者選任に関するお知らせ」
をご参照下さい。      

（4）継続企業の前提に関する注記

６．その他
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