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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 9,697 2.4 1,150 1.8 1,134 △0.3 684 17.8
24年3月期 9,472 8.9 1,129 53.5 1,137 56.2 581 36.1

（注）包括利益 25年3月期 722百万円 （17.1％） 24年3月期 617百万円 （43.4％）

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 ％ ％ ％

25年3月期 46.34 ― 7.5 8.9 11.9
24年3月期 39.32 ― 6.7 9.4 11.9

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  ―百万円 24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

25年3月期 13,050 9,382 71.9 635.10
24年3月期 12,390 8,892 71.8 601.81

（参考） 自己資本   25年3月期  9,382百万円 24年3月期  8,892百万円

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

25年3月期 1,625 △1,207 189 2,352
24年3月期 703 △636 △237 1,651

2.  配当の状況 

（参考）平成24年３月期期末配当金の内訳  普通配当 ７円00銭  記念配当 ５円00銭 

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 ％ ％

24年3月期 ― 3.00 ― 12.00 15.00 221 38.1 2.6
25年3月期 ― 4.00 ― 8.00 12.00 177 25.9 1.9
26年3月期(予想) ― 4.00 ― 8.00 12.00 25.7

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 △9.7 480 △29.7 480 △29.9 280 △30.0 18.95
通期 9,700 0.0 1,160 0.9 1,160 2.3 690 0.8 46.70



※  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） ： 有  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注） 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第14条の７（会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合）に該
  当するものであります。詳細は、添付資料Ｐ．14「４．連結財務諸表（５）連結財務諸表に関する注記事項（会計上の見積りの変更と区別することが困難 
  な会計方針の変更）」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 1社 （社名） 科陸電子貿易（上海）有限公司 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期 15,486,000 株 24年3月期 15,486,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期 713,534 株 24年3月期 710,006 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 14,774,053 株 24年3月期 14,776,439 株

（参考）個別業績の概要 

平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 9,423 0.5 1,046 △5.2 1,054 △5.5 612 9.4
24年3月期 9,375 8.0 1,104 49.0 1,116 51.9 560 31.0

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

25年3月期 41.48 ―
24年3月期 37.91 ―

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

25年3月期 12,825 9,276 72.3 627.94
24年3月期 12,360 8,874 71.8 600.63

（参考） 自己資本 25年3月期  9,276百万円 24年3月期  8,874百万円

※ 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、添付資料Ｐ．３をご覧ください。 
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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、東日本大震災後からの復興需要に支えられ回復を続けてきましたが、

欧州債務問題の再燃や円高による海外経済の減速を背景として上期は景気後退局面入りしました。しかし、その後

の政権交代による景気刺激策への期待感から、円安、株高が進行し、年度末にかけて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、スマートフォン・タブレット端末関連製品の

需要増やエコカー補助金の再開による自動車関連製品の一時的な回復はありましたが、欧州債務問題の長期化によ

る需要の伸び悩み、円高・労務コスト等による国内設備投資環境の悪化に加えて、半導体・液晶等の分野での日系

企業の苦戦による設備投資の低迷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0.4mmピッチ垂直接続タ

イプフローティングコネクタ、従来品をより小型化した1.5mmピッチドロワーコネクタ、高速伝送用の0.5mmピッチ

スタックフローティングコネクタ等を開発し、市場ニーズに応えてまいりました。 

また、車載機器・画像機器等の注力市場の受注活動を強化し商談成約につなげることができ、主力市場の一つ

である遊技機器市場においては、幅広い営業活動の展開により顧客ニーズを取り込むことができました。加えて、

新市場創出活動を推し進めるとともに、製造技術の改善・設備投資の効率化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96億97百万円（前連結会計年度比2.4％増加）となりました。 

利益面につきましては、経常利益11億34百万円（同0.3％減少）、当期純利益６億84百万円（同17.8％増加）と

なりました。 

       

〈製品別の状況〉 

画像機器市場向け売上が好調に推移したことに加え、遊技機器市場向けの売上増加により、コネクタの売上高は

77億26百万円（前連結会計年度比3.0％増加）となりました。 

 半導体製造装置、医療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９億18百万円（同18.5％

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７億70百万円（同10.4％増加）となりました。 

その他の売上高は２億83百万円（同93.8％増加）となりました。 

  

  

１．経営成績・財政状態に関する分析

 ・品目別受注実績 （単位：百万円） 

  

前連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

比較増減 

金額 金額 金額 
前年同期比 
（％） 

コネクタ 7,471 7,835  363 4.9

ラック 1,107 948  △159 △14.4

ソケット 709 776  67 9.5

その他 141 287  146 104.0

計 9,429 9,848  418 4.4



  

②次期の見通し 

エレクトロニクス業界は、震災復興需要や政権交代に伴う経済政策への期待感を背景に、緩やかな回復傾向が見

込まれておりますが、欧州債務問題の深刻化による金融不安の拡大や新興国経済の景気減速懸念等の影響で、先行

きは不透明な状況が続くものと予想されます。 

 このような先行き不透明な状況が予想されますが、当社グループは選択と集中によるオンリーワン製品の開発と

その展開に注力するという戦略のもと、工業機器・遊技機器・車載機器・画像機器の注力４市場に加えて、医療機

器を新たな注力市場と位置付け事業展開を図るとともに、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97億円、営業利益11億60百万円、経常利益11億60百万円、当期純利益６億90百万円

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６億60百万円増加し、130億50百万円となりま

した。これは、受取手形及び売掛金の減少額６億６百万円があったものの、現金及び預金の増加額７億１百万円、

建設仮勘定の増加額４億76百万円並びにたな卸資産の増加額１億26百万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１億70百万円増加し、36億68百万円となりました。これは、未払

法人税等の減少額１億41百万円並びに支払手形及び買掛金の減少額84百万円があったものの、長期借入金の増加額

２億40百万円並びに１年内償還予定の社債の増加額１億32百万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４億89百万円増加し、93億82百万円となりました。これは、配

当金の支払額２億36百万円があったものの、当期純利益６億84百万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７億１百

万円増加（前連結会計年度は１億71百万円の減少）し、23億52百万円となりました。 

（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、16億25百万円（前連結会計年度は７億３百万円の獲

得）となりました。これは、法人税等の支払額５億69百万円、仕入債務の減少額２億40百万円並びにたな卸資産の

増加額95百万円があったものの、税金等調整前当期純利益11億22百万円の計上、減価償却費７億81百万円の計上並

びに売上債権の減少額６億88百万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、12億７百万円（前連結会計年度は６億36百万円の使

用）となりました。これは、有形固定資産の取得による支出11億91百万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得られた資金は、１億89百万円（前連結会計年度は２億37百万円の使

用）となりました。これは、社債の償還による支出２億68百万円及び配当金の支払額２億34百万円があったもの

の、社債の発行による収入３億93百万円及び長期借入金による収入３億円があったこと等によるものであります。

  

 ・品目別売上実績 （単位：百万円） 

  

前連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

比較増減 

金額 金額 金額 
前年同期比 
（％） 

コネクタ 7,502 7,726  224 3.0

ラック 1,126 918  △208 △18.5

ソケット 697 770  72 10.4

その他 146 283  137 93.8

計 9,472 9,697  225 2.4



（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８円とし、平成24年12月に実施した中間配当金

１株当たり４円とあわせて、年間配当金は１株当たり12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12円を予定しております。 

  

  平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期 

自己資本比率（％）  73.5  72.2  71.8  71.9

時価ベースの自己資本比率（％）  40.9  38.9  39.1  36.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率

（年） 
 1.1  0.6  1.0  0.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  77.1  165.2  79.5  202.2



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、科陸電子貿易（上海）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 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 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、自己資本利益率（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24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,651,294 2,352,871

受取手形及び売掛金 4,113,001 3,506,430

商品及び製品 378,184 519,545

仕掛品 39,998 32,900

原材料及び貯蔵品 495,852 488,430

繰延税金資産 126,464 114,203

その他 298,797 293,421

貸倒引当金 △4,352 △3,557

流動資産合計 7,099,241 7,304,245

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,258,681 3,278,072

減価償却累計額 △2,286,088 △2,348,376

建物及び構築物（純額） 972,592 929,696

機械装置及び運搬具 5,582,395 5,552,322

減価償却累計額 △4,390,948 △4,329,731

機械装置及び運搬具（純額） 1,191,447 1,222,590

工具、器具及び備品 5,709,366 5,773,920

減価償却累計額 △5,435,981 △5,526,377

工具、器具及び備品（純額） 273,384 247,542

土地 1,171,754 1,171,754

建設仮勘定 22,653 499,147

有形固定資産合計 3,631,833 4,070,730

無形固定資産 58,721 57,796

投資その他の資産   

投資有価証券 505,239 557,099

保険積立金 912,248 914,434

繰延税金資産 5,960 －

その他 177,353 146,646

投資その他の資産合計 1,600,802 1,618,180

固定資産合計 5,291,357 5,746,708

資産合計 12,390,598 13,050,954



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,459,139 1,374,767

短期借入金 150,000 150,000

1年内返済予定の長期借入金 － 60,000

1年内償還予定の社債 268,000 400,000

未払法人税等 333,088 191,247

賞与引当金 207,167 192,882

役員賞与引当金 55,000 49,000

その他 428,957 392,338

流動負債合計 2,901,352 2,810,236

固定負債   

長期借入金 － 240,000

社債 320,000 320,000

退職給付引当金 240,040 257,013

繰延税金負債 － 4,801

その他 36,836 36,878

固定負債合計 596,877 858,693

負債合計 3,498,229 3,668,929

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 5,938,647 6,401,012

自己株式 △165,837 △166,822

株主資本合計 8,829,868 9,291,248

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 72,364 98,276

為替換算調整勘定 △9,863 △7,499

その他の包括利益累計額合計 62,500 90,776

純資産合計 8,892,368 9,382,025

負債純資産合計 12,390,598 13,050,954



（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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 9,472,231 9,697,893

売上原価 6,809,093 6,941,881

売上総利益 2,663,138 2,756,012

販売費及び一般管理費 1,533,203 1,605,933

営業利益 1,129,935 1,150,079

営業外収益   

受取利息 481 1,147

受取配当金 14,132 13,907

保険返戻金 7,079 －

雑収入 4,961 5,192

営業外収益合計 26,655 20,247

営業外費用   

支払利息 8,830 8,874

社債発行費 － 6,332

為替差損 8,126 20,760

雑損失 1,840 328

営業外費用合計 18,797 36,295

経常利益 1,137,793 1,134,031

特別利益   

固定資産売却益 672 －

投資有価証券売却益 660 －

特別利益合計 1,333 －

特別損失   

固定資産売却損 29 －

固定資産除却損 13,287 10,082

減損損失 2,759 1,267

会員権評価損 － 320

投資有価証券評価損 37,427 －

ゴルフ会員権評価損 8,895 －

特別損失合計 62,399 11,670

税金等調整前当期純利益 1,076,727 1,122,361

法人税、住民税及び事業税 485,349 428,799

法人税等調整額 10,234 8,847

法人税等合計 495,584 437,646

少数株主損益調整前当期純利益 581,143 684,714

当期純利益 581,143 684,714



（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 581,143 684,714

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 36,583 25,912

為替換算調整勘定 △578 12,244

その他の包括利益合計 36,005 38,156

包括利益 617,148 722,871

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 617,148 722,871

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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 5,520,046 5,938,647

当期変動額   

剰余金の配当 △118,214 △177,311

剰余金の配当（中間配当） △44,328 △59,098

当期純利益 581,143 684,714

連結範囲の変動 － 14,060

当期変動額合計 418,600 462,364

当期末残高 5,938,647 6,401,012

自己株式   

当期首残高 △165,644 △165,837

当期変動額   

自己株式の取得 △193 △985

当期変動額合計 △193 △985

当期末残高 △165,837 △166,822

株主資本合計   

当期首残高 8,411,460 8,829,868

当期変動額   

剰余金の配当 △118,214 △177,311

剰余金の配当（中間配当） △44,328 △59,098

当期純利益 581,143 684,714

自己株式の取得 △193 △985

連結範囲の変動 － 14,060

当期変動額合計 418,407 461,379

当期末残高 8,829,868 9,291,248



（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 35,780 72,364

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 36,583 25,912

当期変動額合計 36,583 25,912

当期末残高 72,364 98,276

為替換算調整勘定   

当期首残高 △9,284 △9,863

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △578 2,363

当期変動額合計 △578 2,363

当期末残高 △9,863 △7,499

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 26,495 62,500

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 36,005 28,276

当期変動額合計 36,005 28,276

当期末残高 62,500 90,776

純資産合計   

当期首残高 8,437,955 8,892,368

当期変動額   

剰余金の配当 △118,214 △177,311

剰余金の配当（中間配当） △44,328 △59,098

当期純利益 581,143 684,714

自己株式の取得 △193 △985

連結範囲の変動 － 14,060

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 36,005 28,276

当期変動額合計 454,413 489,656

当期末残高 8,892,368 9,382,025



（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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 1,076,727 1,122,361

減価償却費 732,770 781,232

減損損失 2,759 1,267

貸倒引当金の増減額（△は減少） 832 △794

賞与引当金の増減額（△は減少） 33,103 △14,391

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 16,000 △6,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,535 16,972

受取利息及び受取配当金 △14,614 △15,054

支払利息 8,830 8,874

社債発行費 － 6,332

為替差損益（△は益） 391 △505

固定資産売却損益（△は益） △643 －

固定資産除却損 13,287 10,082

会員権評価損 － 320

投資有価証券売却損益（△は益） △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） △767,590 688,693

たな卸資産の増減額（△は増加） △87,069 △95,286

仕入債務の増減額（△は減少） 167,589 △240,397

その他の資産の増減額（△は増加） △95,195 5,926

その他の負債の増減額（△は減少） 24,121 △81,169

その他 △7,079 △1,068

小計 1,167,418 2,187,396

利息及び配当金の受取額 14,544 15,052

利息の支払額 △8,845 △8,038

法人税等の支払額 △469,646 △569,151

営業活動によるキャッシュ・フロー 703,471 1,625,258

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 △640,279 △1,191,580

有形固定資産の売却による収入 2,400 －

投資有価証券の取得による支出 △60,767 △11,772

投資有価証券の売却による収入 49,922 －

貸付金の回収による収入 2,775 2,491

保険積立金の積立による支出 △269,251 △2,185

保険積立金の払戻による収入 287,089 －

その他 △8,649 △4,326

投資活動によるキャッシュ・フロー △636,759 △1,207,373



（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 － 300,000

社債の発行による収入 － 393,667

社債の償還による支出 △76,000 △268,000

自己株式の取得による支出 △193 △985

配当金の支払額 △161,704 △234,993

財務活動によるキャッシュ・フロー △237,897 189,689

現金及び現金同等物に係る換算差額 △740 16,166

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △171,926 623,740

現金及び現金同等物の期首残高 1,823,221 1,651,294

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 77,835

現金及び現金同等物の期末残高 1,651,294 2,352,871



 該当事項はありません。  

  

 当社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ

8,525千円増加しております。 

  

  ａ．セグメント情報 

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

日  至  平成25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。 

  

  ｂ．関連情報 

前連結会計年度（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。  

  

当連結会計年度（自  平成24年４月１日  至  平成25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。  

  

  

  

（5）連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

（セグメント情報等）

日本  その他  合計  

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

日本  その他  合計  

 7,964,814  1,733,079  9,697,893



（注）１．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。 

   ２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

   ３．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

項目 
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

１株当たり純資産額        円   銭 601 81        円   銭 635 10

１株当たり当期純利益       円   銭 39 32       円   銭 46 34

項目 
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額 

（千円） 
 8,892,368  9,382,025

普通株式に係る純資産額（千円）  8,892,368  9,382,025

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）  710,006  713,534

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） 
 14,775,994  14,772,466

項目 
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

１株当たり当期純利益     

当期純利益（千円）  581,143  684,714

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）  581,143  684,714

普通株式の期中平均株式数（株）  14,776,357  14,774,053

（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24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,609,636 2,156,609

受取手形 654,214 512,121

売掛金 3,459,759 3,005,436

製品 365,475 409,966

仕掛品 39,998 32,900

原材料及び貯蔵品 494,090 485,656

前払費用 11,981 12,931

繰延税金資産 124,643 108,396

短期貸付金 2,491 2,529

未収入金 282,643 306,225

その他 113 218

貸倒引当金 △4,396 △3,823

流動資産合計 7,040,651 7,029,170

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,062,697 3,077,981

減価償却累計額 △2,127,710 △2,187,185

建物（純額） 934,987 890,795

構築物 195,983 200,090

減価償却累計額 △158,378 △161,190

構築物（純額） 37,605 38,900

機械及び装置 5,546,347 5,502,921

減価償却累計額 △4,368,175 △4,298,164

機械及び装置（純額） 1,178,171 1,204,757

車両運搬具 16,932 16,932

減価償却累計額 △6,490 △11,670

車両運搬具（純額） 10,442 5,262

工具、器具及び備品 5,701,704 5,764,560

減価償却累計額 △5,429,757 △5,518,737

工具、器具及び備品（純額） 271,946 245,823

土地 1,171,754 1,171,754

建設仮勘定 17,345 499,147

有形固定資産合計 3,622,253 4,056,440

無形固定資産   

借地権 35,300 35,300

ソフトウエア 17,871 15,876

電話加入権 5,550 5,550

無形固定資産合計 58,721 56,726



（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 505,239 557,099

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 17,635 15,106

長期前払費用 1,045 313

保険積立金 912,248 914,434

繰延税金資産 5,955 －

その他 127,046 126,707

投資その他の資産合計 1,638,928 1,683,417

固定資産合計 5,319,903 5,796,584

資産合計 12,360,554 12,825,755

負債の部   

流動負債   

支払手形 59,747 109,615

買掛金 1,374,729 1,154,378

短期借入金 150,000 150,000

1年内返済予定の長期借入金 － 60,000

1年内償還予定の社債 268,000 400,000

未払金 125,820 82,468

未払費用 40,079 37,840

未払法人税等 333,088 179,954

未払消費税等 39,433 1,684

預り金 27,461 30,658

賞与引当金 206,362 191,435

役員賞与引当金 55,000 49,000

設備関係支払手形 15,289 9,801

設備関係未払金 190,318 229,099

その他 3,386 4,803

流動負債合計 2,888,718 2,690,741

固定負債   

長期借入金 － 240,000

社債 320,000 320,000

退職給付引当金 240,040 257,013

繰延税金負債 － 4,806

その他 36,836 36,878

固定負債合計 596,877 858,697

負債合計 3,485,595 3,549,439



（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25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 114,667 105,573

別途積立金 4,700,000 5,000,000

繰越利益剰余金 859,696 945,220

利益剰余金合計 5,911,374 6,287,804

自己株式 △165,837 △166,822

株主資本合計 8,802,594 9,178,039

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 72,364 98,276

評価・換算差額等合計 72,364 98,276

純資産合計 8,874,958 9,276,316

負債純資産合計 12,360,554 12,825,755



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 9,375,226 9,423,825

売上原価   

製品期首たな卸高 321,304 365,475

当期製品製造原価 6,820,988 6,920,973

合計 7,142,292 7,286,448

他勘定振替高 9,555 10,568

製品期末たな卸高 365,475 409,473

製品売上原価 6,767,261 6,866,406

売上総利益 2,607,964 2,557,419

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 158,532 162,275

広告宣伝費 23,876 26,337

販売手数料 1,449 3,038

役員報酬 128,560 103,725

給料 428,743 440,783

賞与 80,242 84,041

賞与引当金繰入額 72,591 68,807

役員賞与引当金繰入額 55,000 49,000

退職給付引当金繰入額 9,682 10,296

法定福利費 87,861 84,697

福利厚生費 42,439 42,752

旅費及び交通費 63,942 66,784

減価償却費 51,896 58,062

修繕費 42,102 24,528

支払手数料 72,768 76,915

その他 184,037 208,979

販売費及び一般管理費合計 1,503,728 1,511,026

営業利益 1,104,236 1,046,392

営業外収益   

受取利息及び配当金 14,566 14,787

為替差益 － 4,065

保険返戻金 7,079 －

雑収入 4,961 5,132

営業外収益合計 26,607 23,984

営業外費用   

支払利息 8,830 8,874

社債発行費 － 6,332

為替差損 3,448 －

雑損失 1,840 327

営業外費用合計 14,119 15,533

経常利益 1,116,724 1,054,843



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 672 －

投資有価証券売却益 660 －

特別利益合計 1,333 －

特別損失   

固定資産売却損 29 －

固定資産除却損 13,287 10,082

減損損失 2,759 1,267

会員権評価損 － 320

投資有価証券評価損 37,427 －

ゴルフ会員権評価損 8,895 －

特別損失合計 62,399 11,670

税引前当期純利益 1,055,659 1,043,173

法人税、住民税及び事業税 485,349 417,499

法人税等調整額 10,051 12,833

法人税等合計 495,400 430,333

当期純利益 560,258 612,840



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 112,888 114,667

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 － △9,094

当期変動額合計 1,779 △9,094

当期末残高 114,667 105,573

別途積立金   

当期首残高 4,300,000 4,700,000

当期変動額   

別途積立金の積立 400,000 300,000

当期変動額合計 400,000 300,000

当期末残高 4,700,000 5,000,000

繰越利益剰余金   

当期首残高 863,760 859,696

当期変動額   

別途積立金の積立 △400,000 △300,000

圧縮記帳積立金の積立 △1,779 －

圧縮記帳積立金の取崩 － 9,094

剰余金の配当 △118,214 △177,311

剰余金の配当（中間配当） △44,328 △59,098

当期純利益 560,258 612,840

当期変動額合計 △4,063 85,524

当期末残高 859,696 945,220



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

利益剰余金合計   

当期首残高 5,513,658 5,911,374

当期変動額   

剰余金の配当 △118,214 △177,311

剰余金の配当（中間配当） △44,328 △59,098

当期純利益 560,258 612,840

当期変動額合計 397,715 376,429

当期末残高 5,911,374 6,287,804

自己株式   

当期首残高 △165,644 △165,837

当期変動額   

自己株式の取得 △193 △985

当期変動額合計 △193 △985

当期末残高 △165,837 △166,822

株主資本合計   

当期首残高 8,405,071 8,802,594

当期変動額   

剰余金の配当 △118,214 △177,311

剰余金の配当（中間配当） △44,328 △59,098

当期純利益 560,258 612,840

自己株式の取得 △193 △985

当期変動額合計 397,522 375,444

当期末残高 8,802,594 9,178,039

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 35,780 72,364

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 36,583 25,912

当期変動額合計 36,583 25,912

当期末残高 72,364 98,276

純資産合計   

当期首残高 8,440,852 8,874,958

当期変動額   

剰余金の配当 △118,214 △177,311

剰余金の配当（中間配当） △44,328 △59,098

当期純利益 560,258 612,840

自己株式の取得 △193 △985

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 36,583 25,912

当期変動額合計 434,106 401,357

当期末残高 8,874,958 9,276,316



    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25年５月７日発表の「取締役候補者の選定及び取締役の異動に関するお知

らせ」をご参照下さい。      

（4）個別財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

６．その他
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