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■ 株式手続に関するお問い合わせ先
証券会社での口座開設の有無に応じて、以下のそれぞれの窓口にご照会を
お願いいたします。

お手続内容 証券会社に口座開設
されている場合

証券会社に口座開設されていない
（特別口座に記録されている）場合

・住所等の変更
・配当金のお受取方法の指定
 ・ 単元未満株式の買取または
買増

口座を開設された
証券会社

三井住友信託銀行　証券代行部
（　  ®0120-176-417※）

 ・ お支払い期間を経過した配
当金に関するお問い合わせ

 ・ 配当金支払明細書、株式残
高証明書、株式異動証明書
のご請求

三井住友信託銀行　証券代行部
（　  ®0120-176-417※）

※ 当社の株主名簿管理人及び特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社の電話
照会先です。なお、平成25年１月より 　  ®0120-782-031に変更となります。

■ 証券会社に口座を開設されていない株主様へ
　株式は特別口座に記録されているため、すぐに市場で売却をする
ことができません。つきましては、売却をご検討の株主様へ以下の
お手続をご案内いたします。
・1,000株未満の株式については当社が買い取る制度がございます。
　 詳しくは上記三井住友信託銀行　証券代行部へお問い合わせくだ

さい。
 ・ 1,000株単位の株式を市場で売却するには、株式を証券会社の口

座に振替える必要があります。
　詳しくは各手続に応じて以下の各窓口へお問い合わせください。
　証券口座の開設手続について：口座を開設する証券会社
　証券口座への株式振替手続について：上記三井住友信託銀行　証券代行部

■ 配当金の口座振込指定をご検討ください
　配当金のお受け取りは、口座振込みの方法が確実です。銀行等の
預金口座またはゆうちょ銀行の貯金口座へのお振込みが可能です。
証券会社に口座をお持ちの株主様は、証券口座でのお受け取りも可
能です。（一部お取り扱いできない場合がありますので、ご了承くだ
さい。）ご希望の株主様は、上記「株式手続に関するお問い合わせ先」
の「配当金のお受取方法の指定」手続の窓口へお問い合わせください。

■ 発行済株式の総数  92,302,608株
（うち自己株式1,711,863株）

■ 株主数  7,013名

■ 大株主（上位10名）
順位 株　主　名 持株数（株） 持株比率（％）

① 日本電気株式会社 22,491,671 24.83

② 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（三井住友信託銀行再信託分・日本電気株式会社退職給付信託口） 13,800,000 15.23

③ 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 7,548,000 8.33
④ オムロン株式会社 3,925,000 4.33
⑤ 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,807,000 3.10
⑥ 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 （信託口9） 1,569,000 1.73
⑦ 資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口） 848,000 0.94
⑧ 日本航空電子工業従業員持株会 767,070 0.85
⑨ 資産管理サービス信託銀行株式会社（年金特金口） 665,000 0.73
⑩ STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 655,878 0.72

（注）1. 当社は、自己株式1,711,863株を保有していますが、上記大株主及び持株比率
の算定からは除外しています。

　　2. 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（三井住友信託銀行再信託分・日
本電気株式会社退職給付信託口）の持株数13,800,000株の議決権は、信託約
款上、日本電気株式会社が留保しています。

■ 所有者別株式分布の状況（株式数比率）

金融機関（38.59%）
34,958,294株

49名

個人その他（16.12%）
14,603,887株
6,705名

その他の法人（31.01%）
28,095,508株
92名

証券会社（0.43%）
385,778株

36名

外国法人等（13.85%）
12,547,278株

130名

※自己株式は控除しています。 本報告書は適切に管理された森林資源を原料としたFSC® 認証用紙と、植物油インキを使用して
印刷されており、見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。10

株主の皆様へ To Our Shareholders 事業別売上の概況（連結）

　コネクタ事業は、ノートPC、スマートフォン・携帯機器を
中心とする情報通信機器、薄型テレビを中心とする民生機器、
カーナビ、エアバッグを中心とするカーエレクトロニクス機
器、及び工作機械を中心とする産業機器製品など、幅広い分
野で使用される各種コネクタの製造販売を行っております。

◆情報分野
ノートPC、液晶パネル向け製品と
も市場低迷の影響を受け前年同期を
下回りました。
◆通信分野
海外スマートフォン向け製品が伸長
し前年同期を大幅に上回ることがで
きました。
◆民生分野
欧米の景気低迷による需要減少やテ
レビ価格の下落の影響から前年同期
を下回りました。
◆自動車分野
国内のエコカー補助金効果に加え、
海外でも自動車生産が堅調に推移し
たことから前年同期を大きく上回り
ました。
◆産業機器分野
中国を中心とする設備投資需要の低
迷が回復せず、前年同期を下回りま
した。

　株主の皆様には平素より格別のご支援を賜り厚く御礼申し上
げます。
　さて、ここに「第83期中間報告書」をお届けし、当中間期
における当社グループの事業概況等について、ご報告申し上げ
ます。

当社グループを取り巻く事業環境
　当中間期の世界経済は、先進諸国においては、欧州の債務危
機など財政問題を抱え、新興国においてもその影響から輸出減や
設備投資、個人消費の低迷により成長が鈍化しました。わが国経
済も長引くデフレから脱却できず、為替も1ドル70円台後半の水
準が続くなど極めて不安定かつ不透明な状況下で推移しました。
　当社グループの関連するエレクトロニクス市場は、スマート
フォンやタブレットPCなどの成長機器や自動車関連分野が堅
調に推移しましたが、ノートPC、薄型テレビの需要低迷や新
興国における設備投資関連分野の需要減に加え、長期化する円
高の影響から市場全体は総じて厳しい事業環境となりました。

当中間期の連結業績について
　このような状況のもと、当社グループは成長機器・市場を中
心に積極的なグローバルマーケティングと新製品開発活動を展
開し、受注・売上の拡大を図るとともに、生産増強投資を進め

当中間期連結業績ハイライト
～前年同期比・前期比ともに増収増益～

　右のグラフは平成22年度以降の半期毎の
売上高と利益の推移を示しています。
　当中間期は厳しい事業環境ではありまし
たが、特にコネクタ事業においてスマート
フォンを中心とする通信分野及び自動車分
野で成長機器・市場を捉え、前年同期比・
前期比ともに増収増益を確保できました。
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る中で、内製化・自動化への取組み強化によるコストダウン、
設備効率化及び諸費用抑制など経営全般にわたる効率化を推進
し業績向上に努めました。
　この結果、当中間期の連結業績は以下ハイライトのとおり、
前年同期比・前期比ともに増収・増益とすることができました。

中間配当について
　安定配当の基本方針のもと、当中間期の業績等を勘案し、
1株当たり5円とさせて頂くことにいたしました。

今後について
　世界経済は、欧州債務問題の継続に伴い、先進国の景気低迷
に加え、新興国経済の成長も鈍化してきており、中国国内での
日本製品の販売不振など予断を許さない状況が続いております。
こうした状況を踏まえ、当社グループは引続き最大限の経営努
力で業績向上に努める所存です。

　株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援、ご
鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

平成24年12月
社長　

通信

情報

民生

自動車

産機他

当中間期前中間期

507億円

428億円

●売上高推移

コネクタ事業
売上高507億円（前年同期比118％）
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事業トピックス TOPICSReview of Operations

弘前航空電子㈱・山形航空電子㈱・
JAE Philippines, Inc.の生産体制拡充
～通信・自動車市場の成長とグローバル化に対応～

　当社グループは、平成16年度から平成20年度にかけ
て、国内外11拠点の工場及び関連施設を増設すること
で生産スペースを1.6倍に拡張し、順次事業を拡大して
まいりましたが、現在では各拠点ともに生産スペースの
狭隘化が目立つようになってきております。
　このような状況を踏まえ、当社グループとしては、好
調なスマートフォンを中心とする通信関連市場や自動車
関連市場の需要拡大と生産のグローバル化の動きに対応
するために、新たに国内外の生産スペースを拡充するこ
とといたしました。
　具体的には、本年4月にJAE Tijuana（メキシコ）で
工場の増床を行いましたが、更にこのたび、国内では小
型で高難度の製品を徹底した自動化・省力化設備で生産
する拠点である弘前航空電子㈱と山形航空電子㈱におい
て、また海外では自動車用コネクタの主要生産拠点であ
るJAE Philippines, Inc.において、それぞれ来年度に新
工場を建設する計画です。
　これにより、拡大するビジネスチャンスを着実に捉え、
更なる成長と飛躍を図ってまいります。

　国内は自動車分野が堅調に推移し
ましたが、ノートPCや薄型テレビな
どのデジタル家電で、個人消費の低
迷や、海外生産移管等の加速により
国内需要が回復していないことから、
前年同期比でほぼ横ばいでした。海
外はスマートフォンを中心とする通
信分野の需要増を捉え、前年同期を
上回ることができました。

海外売上高比率

604億円

当中間期前中間期

海外295億円

国内254億円

342億円

262億円

549億円

54％
57％

地域別売上高 国内262億円　海外342億円

　インターフェース・ソリューション事業は、デジタルカメ
ラのカーソルキー及びダイヤル等に使用される操作・入力用
スイッチ等の入力デバイス製品、産業用・医療用の各種タッ
チパネルモニタ・操作パネル等のインターフェース機器製品
の製造販売を行っております。

◆入力デバイス分野
主として車載パネル関連が堅調に推
移し、前年同期を上回りました。
◆インターフェース機器分野
産業機器などの設備投資需要が回復
せず、前年同期を下回りました。
◆液晶基板実装分野
本年5月、事業構造改革の一環とし
て当該事業を終息させました。

インターフェース・ソリューション事業
売上高29億円（前年同期比54％）

29億円

当中間期前中間期

入力デバイス

インター
フェース機器

実装

54億円
●売上高推移

航機事業
　航機事業は、慣性航法装置、電波高度計等の官需市場向け
航空・宇宙用電子機器、及び半導体・液晶製造装置向け制
振・駆動用機器、油田掘削用センサ機器等の産業機器市場向
け製品の製造販売を行っております。

◆防衛・宇宙分野
宇宙関連機器の売上増などにより、
前年同期を上回りました。
◆産業機器分野
国内のマシナリ市場は設備投資需要
低迷の影響を受けて不振でしたが、
引続き海外油田掘削市場での需要を
捉え、ほぼ堅調に推移しました。

売上高64億円（前年同期比105％）

64億円

当中間期前中間期

防衛・宇宙

産業機器

61億円

●売上高推移

その他（1%）

インターフェース・
ソリューション事業
（5%）

航機事業（10%）

604億円

コネクタ事業（84%）

事業別売上高構成比率

売上を牽引した製品
自動車向けコネクタスマートフォン向けコネクタ

弘前航空電子㈱

JAE Philippines, Inc.

山形航空電子㈱

小型携帯機器／自動車用
高難度製品群の自動機
生産能力アップ

自動車ビジネスの拡大・
グローバル化に対応

654
右に広げてください
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～通信・自動車市場の成長とグローバル化に対応～

　当社グループは、平成16年度から平成20年度にかけ
て、国内外11拠点の工場及び関連施設を増設すること
で生産スペースを1.6倍に拡張し、順次事業を拡大して
まいりましたが、現在では各拠点ともに生産スペースの
狭隘化が目立つようになってきております。
　このような状況を踏まえ、当社グループとしては、好
調なスマートフォンを中心とする通信関連市場や自動車
関連市場の需要拡大と生産のグローバル化の動きに対応
するために、新たに国内外の生産スペースを拡充するこ
とといたしました。
　具体的には、本年4月にJAE Tijuana（メキシコ）で
工場の増床を行いましたが、更にこのたび、国内では小
型で高難度の製品を徹底した自動化・省力化設備で生産
する拠点である弘前航空電子㈱と山形航空電子㈱におい
て、また海外では自動車用コネクタの主要生産拠点であ
るJAE Philippines, Inc.において、それぞれ来年度に新
工場を建設する計画です。
　これにより、拡大するビジネスチャンスを着実に捉え、
更なる成長と飛躍を図ってまいります。

　国内は自動車分野が堅調に推移し
ましたが、ノートPCや薄型テレビな
どのデジタル家電で、個人消費の低
迷や、海外生産移管等の加速により
国内需要が回復していないことから、
前年同期比でほぼ横ばいでした。海
外はスマートフォンを中心とする通
信分野の需要増を捉え、前年同期を
上回ることができました。

海外売上高比率

604億円

当中間期前中間期

海外295億円

国内254億円

342億円

262億円

549億円

54％
57％

地域別売上高 国内262億円　海外342億円

　インターフェース・ソリューション事業は、デジタルカメ
ラのカーソルキー及びダイヤル等に使用される操作・入力用
スイッチ等の入力デバイス製品、産業用・医療用の各種タッ
チパネルモニタ・操作パネル等のインターフェース機器製品
の製造販売を行っております。

◆入力デバイス分野
主として車載パネル関連が堅調に推
移し、前年同期を上回りました。
◆インターフェース機器分野
産業機器などの設備投資需要が回復
せず、前年同期を下回りました。
◆液晶基板実装分野
本年5月、事業構造改革の一環とし
て当該事業を終息させました。
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29億円

当中間期前中間期

入力デバイス

インター
フェース機器

実装

54億円
●売上高推移

航機事業
　航機事業は、慣性航法装置、電波高度計等の官需市場向け
航空・宇宙用電子機器、及び半導体・液晶製造装置向け制
振・駆動用機器、油田掘削用センサ機器等の産業機器市場向
け製品の製造販売を行っております。

◆防衛・宇宙分野
宇宙関連機器の売上増などにより、
前年同期を上回りました。
◆産業機器分野
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防衛・宇宙
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その他（1%）

インターフェース・
ソリューション事業
（5%）

航機事業（10%）

604億円

コネクタ事業（84%）

事業別売上高構成比率

売上を牽引した製品
自動車向けコネクタスマートフォン向けコネクタ

弘前航空電子㈱

JAE Philippines, Inc.

山形航空電子㈱

小型携帯機器／自動車用
高難度製品群の自動機
生産能力アップ
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会社概要（平成24年9月30日現在）連結財務諸表 Corporate DataConsolidated Financial Statements

商 号 日本航空電子工業株式会社
Japan Aviation Electronics Industry, Limited

創 業 昭和28年8月20日
資 本 金 106億90百万円
従 業 員 数 連結 5,329名／単独 1,625名
本 社 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-21-2

電話：03-3780-2711
営 業 部 門 〒153-8539 東京都目黒区青葉台3-1-19
昭島事業所 〒196-8555 東京都昭島市武蔵野3-1-1
支店・営業所 大阪支店／中部支店／仙台営業所／宇都宮営業所／

静岡営業所／福岡営業所
航空電子グループ会社数

国内 10社、海外 13社（内、連結子会社 15社）
役 員
社長（代表取締役） 秋山　保孝 取 締 役 今井　敬二
専務取締役 島村　正人 取 締 役 齋藤　　肇
専務取締役 塩野　義雄 取 締 役 村野　誠司
常務取締役 玉置　隆志 取 締 役 浦野　　実
常務取締役 武田　和生 監査役（常勤） 山田　良治
常務取締役 小野原　勉 監査役（常勤） 疋田　光夫
取 締 役 岡本　　守 監 査 役 水石　捷也
取 締 役 島崎　　章 監 査 役 山本　徳男
取 締 役 荻野　康俊

連結貸借対照表（要旨） （単位：百万円）

当中間期
平成24年9月30日現在

前　期
平成24年3月31日現在

資産の部
流動資産
現金及び預金 17,649 24,517
受取手形及び売掛金 29,521 23,552
棚卸資産 12,086 9,756
繰延税金資産 2,011 2,014
その他 4,249 3,635
流動資産合計 65,518 63,475
固定資産
有形固定資産 53,232 43,894
無形固定資産 1,882 1,934
投資その他の資産
繰延税金資産 2,895 2,890
その他 2,689 2,905
投資その他の資産合計 5,585 5,796

固定資産合計 60,699 51,625
資産合計 126,217 115,101

負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 33,191 23,300
短期借入金 6,507 6,616
未払法人税等 841 1,007
その他 9,613 6,934
流動負債合計 50,153 37,858
固定負債
長期借入金 8,399 10,588
退職給付引当金 4,789 4,959
その他 278 317
固定負債合計 13,467 15,865
負債合計 63,620 53,723

純資産の部
株主資本
資本金 10,690 10,690
資本剰余金 14,439 14,439
利益剰余金 43,836 41,760
自己株式 △� 1,232 △� 1,231
株主資本合計 67,734 65,658
その他の包括利益累計額 △� 5,212 △� 4,381
新株予約権 75 100
純資産合計 62,597 61,377
負債純資産合計 126,217 115,101

連結損益計算書（要旨） （単位：百万円）

当中間期
平成24年4月  1日から
平成24年9月30日まで

前中間期
平成23年4月  1日から
平成23年9月30日まで

売上高 60,444 54,892

売上原価 47,958 43,643

売上総利益 12,486 11,248

販売費及び一般管理費 8,545 8,432

営業利益 3,941 2,815

営業外収益 325 191

営業外費用 626 722

経常利益 3,640 2,285

税金等調整前四半期純利益 3,640 2,285

税金費用 1,110 876

四半期純利益 2,529 1,409

連結キャッシュ・フロー計算書（要旨）  （単位：百万円）

当中間期
平成24年4月  1日から
平成24年9月30日まで

前中間期
平成23年4月  1日から
平成23年9月30日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,403 6,152

投資活動によるキャッシュ・フロー △�16,240 △� 7,372

フリー・キャッシュ・フロー △� 3,837 △� 1,219

財務活動によるキャッシュ・フロー △� 2,746 △� 2,046

現金及び現金同等物に係る換算差額 △� 288 △� 419

現金及び現金同等物の減少額 △� 6,872 △� 3,686

現金及び現金同等物の期首残高 24,471 19,996

現金及び現金同等物の期末残高 17,599 16,310

連結財務諸表の詳細につきましては、「EDINET」のWEBサイト（http://
info.edinet-fsa.go.jp/）をご覧ください。
● 閲覧方法（推奨ブラウザやご利用条件等に関しましては、「EDINET」の
ページの「推奨端末仕様」をご覧ください。）

① 「EDINET」トップページで「有価証券報告書等」ボタンをクリックし、
画面左側の「提出者検索」をクリックした後、提出者EDINET コードの
欄に「E01828」を入力して検索ボタンをクリックしてください。

② 検索結果に表示されたEDINET コードの欄の「E01828」をクリックし
てください。

http://www.jae.co.jp
トップページ

http://www.jae.co.jp/ir/index.html
投資家の皆様へ

ホームページのご紹介ホームページのご紹介
株主・投資家の皆様に対して、企業情報や財務情報をはじめ
として積極的な情報開示を行っています。
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会社概要（平成24年9月30日現在）連結財務諸表 Corporate DataConsolidated Financial Statements
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株式情報（平成24年9月30日現在） Stock Information 株式手続のご案内 Stock Procedure Information

第83期中間報告書
平成24年4月1日から平成24年9月30日まで

証券コード：6807

Contents
○株主の皆様へ
○事業別売上の概況（連結）
○事業トピックス
　 弘前航空電子㈱・山形航空電子㈱・
　JAE Philippines, Inc.の生産体制拡充
○連結財務諸表
○会社概要
○株式情報
○株式手続のご案内

■ 株式手続に関するお問い合わせ先
証券会社での口座開設の有無に応じて、以下のそれぞれの窓口にご照会を
お願いいたします。

お手続内容 証券会社に口座開設
されている場合

証券会社に口座開設されていない
（特別口座に記録されている）場合

・住所等の変更
・配当金のお受取方法の指定
 ・ 単元未満株式の買取または
買増

口座を開設された
証券会社

三井住友信託銀行　証券代行部
（　  ®0120-176-417※）

 ・ お支払い期間を経過した配
当金に関するお問い合わせ
 ・ 配当金支払明細書、株式残
高証明書、株式異動証明書
のご請求

三井住友信託銀行　証券代行部
（　  ®0120-176-417※）

※ 当社の株主名簿管理人及び特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社の電話
照会先です。なお、平成25年１月より 　  ®0120-782-031に変更となります。

■ 証券会社に口座を開設されていない株主様へ
　株式は特別口座に記録されているため、すぐに市場で売却をする
ことができません。つきましては、売却をご検討の株主様へ以下の
お手続をご案内いたします。
・1,000株未満の株式については当社が買い取る制度がございます。
　 詳しくは上記三井住友信託銀行　証券代行部へお問い合わせくだ

さい。
 ・ 1,000株単位の株式を市場で売却するには、株式を証券会社の口

座に振替える必要があります。
　詳しくは各手続に応じて以下の各窓口へお問い合わせください。
　証券口座の開設手続について：口座を開設する証券会社
　証券口座への株式振替手続について：上記三井住友信託銀行　証券代行部

■ 配当金の口座振込指定をご検討ください
　配当金のお受け取りは、口座振込みの方法が確実です。銀行等の
預金口座またはゆうちょ銀行の貯金口座へのお振込みが可能です。
証券会社に口座をお持ちの株主様は、証券口座でのお受け取りも可
能です。（一部お取り扱いできない場合がありますので、ご了承くだ
さい。）ご希望の株主様は、上記「株式手続に関するお問い合わせ先」
の「配当金のお受取方法の指定」手続の窓口へお問い合わせください。

■ 発行済株式の総数  92,302,608株
（うち自己株式1,711,863株）

■ 株主数  7,013名

■ 大株主（上位10名）
順位 株　主　名 持株数（株） 持株比率（％）

① 日本電気株式会社 22,491,671 24.83

② 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（三井住友信託銀行再信託分・日本電気株式会社退職給付信託口） 13,800,000 15.23

③ 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 7,548,000 8.33
④ オムロン株式会社 3,925,000 4.33
⑤ 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,807,000 3.10
⑥ 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 （信託口9） 1,569,000 1.73
⑦ 資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口） 848,000 0.94
⑧ 日本航空電子工業従業員持株会 767,070 0.85
⑨ 資産管理サービス信託銀行株式会社（年金特金口） 665,000 0.73
⑩ STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 655,878 0.72

（注）1. 当社は、自己株式1,711,863株を保有していますが、上記大株主及び持株比率
の算定からは除外しています。

　　2. 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（三井住友信託銀行再信託分・日
本電気株式会社退職給付信託口）の持株数13,800,000株の議決権は、信託約
款上、日本電気株式会社が留保しています。

■ 所有者別株式分布の状況（株式数比率）

金融機関（38.59%）
34,958,294株

49名

個人その他（16.12%）
14,603,887株
6,705名

その他の法人（31.01%）
28,095,508株
92名

証券会社（0.43%）
385,778株

36名

外国法人等（13.85%）
12,547,278株

130名

※自己株式は控除しています。 本報告書は適切に管理された森林資源を原料としたFSC® 認証用紙と、植物油インキを使用して
印刷されており、見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。10


