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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21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 ％

21年3月期 8,951 △27.0 △641 ― △591 ― △842 ―

20年3月期 12,258 6.4 60 △74.7 67 △71.3 27 △86.5

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 ％ ％ ％

21年3月期 △40,588.58 ― ― ― ―

20年3月期 1,426.37 ― 2.0 1.5 0.5

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △6百万円 20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

21年3月期 6,743 636 9.3 28,233.58
20年3月期 4,343 1,394 32.0 71,070.21

（参考） 自己資本   21年3月期  627百万円 20年3月期  1,389百万円

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

21年3月期 △814 △843 1,368 762
20年3月期 481 △609 343 1,087

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 400.00 400.00 7 28.0 0.6
21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― 400.00 400.00 6.5

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間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 
連結累計期間

4,400 △12.7 △100 ― △100 ― 50 △56.6 2,249.62

通期 9,400 5.0 50 ― 50 ― 136 ― 6,130.07
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4.  その他 

(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  

（注）詳細は、10ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、27ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、33ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

新規 3社 （社名
株式会社センチュリーエレクトロニク
ス、東莞泰山電子有限公司、ECO S
MILE PLUS株式会社

） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 22,226株 20年3月期 19,550株

② 期末自己株式数 21年3月期  ―株 20年3月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21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 ％

21年3月期 659 △68.8 △6 ― 16 △48.3 △40 ―

20年3月期 2,112 △7.3 △30 ― 32 50.3 23 △17.7

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

21年3月期 △1,955.80 ―

20年3月期 1,193.75 ―

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

21年3月期 1,845 999 53.9 44,766.38
20年3月期 1,413 945 66.8 48,286.61

（参考） 自己資本 21年3月期  994百万円 20年3月期  944百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況
の変化により、本資料の予想数値と異なる場合があります。 

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 
累計期間

536 37.2 △76 ― △55 ― △55 37.7 △2,503.85

通期 1,862 182.4 49 ― 90 434.0 70 ― 3,179.89
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①当連結会計年度の概況  

当連結会計年度におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題など依然として先行き不透明

な状況が続いてきました。一方、中国を含むアジア地域においては好調な輸出や堅調な国内消費に支

えられきましたが、これら地域においても米国に端を発した経済の低迷により経済の拡大が鈍化しま

した。プリント基板業界におきましては、昨年度上期に発生した原油価格の高騰に端を発した銅箔等

のプリント基板材料の高騰は世界経済の減速と共に落ち着きを取り戻しましたが、引き続き厳しい環

境が続いており、日系メーカーの年度末の大幅な在庫調整ならびに製品価格競争の激化も伴い、市場

はこれまでにない厳しい状況が続いております。 

このような経営環境の中で当社グループは、  

 ① 仕入価格の上昇分の販売価格への転嫁による収益力の強化  

 ② 新規協力工場の開拓ならびに自社工場での生産体制の充実  

 ③ 分社化したデジタル商品事業の強化  

 ④ 資本参加及び事業提携による販売力の強化  

を具体的経営方針として、本社及び海外現地法人が一体となり、業績の向上に取り組んでまいりまし

た。 

これにより、当社グループの当連結会計年度の業績は、売上高8,951百万円(前期比27.0%減)、営業

損失641百万円(前期は営業利益60百万円)、経常損失591百万円(前期は経常利益67百万円)、当期純損

失842百万円(前期は当期純利益27百万円)となりました。  

  

②事業の種類別セグメントの業績の概況  

ａ 電子部品事業  

主力のプリント基板につきましては、当社の主要顧客である日系顧客の製品が特に民生機器を中

心に売れ行きが落ち込み、期末に向けて大幅な在庫調整を試みたため、当社を含め電子部品ベンダ

ーはこれまでに経験したことのない売上高の大幅な減少を体験することとなりました。 

 さらに経営体制はこれまで続いた増収を見込んだ体制で臨んでおりましたが、売上の大幅な減少

で固定費がカバーできなくなり、昨年末にグループ全体で現状の売上規模に見合った体制で運営す

べく大幅なリストラをグループ全体で実行しましたが、減収に陥った中で当連結会計年度末までの

営業経費増大を吸収できず、大幅な営業損失を計上することとなりました。  

この結果、当連結会計年度における売上高は6,136百万円(前期比33.6%減)、営業損失360百万円

(前期は営業利益98百万円)となりました。 

ｂ デジタル商品事業 

デジタル商品事業につきましては、平成19年10月のエグゼモード株式会社への分社化後、自社ブ

ランドの市場認知度向上と販売ルートの整備により早急に黒字化を達成し、その後も増収増益傾向

が維持してまいりました。平成20年10月にはYASHICAブランドの日本における独占使用権を得て更

なる認知度向上に加速をさせた一方、相手先ブランド品のデジタル機器並びに生活家電関連のOEM

受注も拡大しました。 平成21年３月にはフリービット株式会社と業務資本提携を行い、ネットワ

ーク対応型ユビキタス家電の開発にも着手いたしました。 

  当連結会計年度に入り経済成長が大幅に減速し消費の冷え込みにより、総出荷台数は前年度並み

に推移したものの、平均販売単価の下落を余儀なくされました。また、保守用在庫の大幅な商品評

価損の計上等も重なり、当連結会計年度における売上高は2,644百万円(前期比12.4%減)、営業損失

89百万円(前期は営業損失52百万円)となりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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ｃ 環境関連事業 

平成21年１月に従来のバイオマスプラスチック事業部とエコバイク事業部を統合し、環境関連事

業を担う部門として「エコプロダクツ事業部」が発足いたしました。また、平成20年６月に設立し

た合弁会社ECO SMILE PLUS株式会社を平成21年２月に100％子会社化し、これまで重複していた営

業リソースを集約することで、環境関連事業の拡大に向け機動的な販売体制を構築いたしました。

さらに、平成21年３月からは「エコな光のレンタル」サービス事業がスタートし、LED照明のレン

タル販売において順調に売上を伸ばしております。しかしながら、バイオマスプラスチック事業及

びエコバイク事業においては、長引く不況の影響によるリスクを考慮し本格的な立ち上げに慎重を

期した為、当連結会計年度の売上へ貢献することはできず、売上高は137百万円、営業損失122百万

円となりました。 

ｄ その他事業  

当社は平成19年11月より株式会社高度圧縮研究所と、音声情報を圧縮し二次元バーコード（QRコ

ード）に作りこむことにより、携帯電話等で音声再生を可能にする「QRコードを利用した音声サー

ビスソフト」を開発いたしました。 

  

③所在地別セグメントの業績の概況 

ａ 日本 

電子部品事業におきましては、既存顧客である日系セットメーカーの在庫調整により厳しい状況

が強いられたものの、平成20年３月に増資引受し100％子会社となった株式会社センチュリーエレ

クトロニクスの事業を継承することにより新たな販路を開くことができ、売上高は前期比58.1％増

の581百万円となりました。デジタル商品事業におきましては、第２四半期以降の消費の低迷によ

り、売上高は前期比12.0％減の2,644百万円となりました。また、当連結会計年度より新たに加わ

った環境関連事業については、本格的な立ち上げが第４四半期となったため、売上高は137百万円

となりました。 

 この結果、日本の当連結会計年度における売上高は前期比0.6％増の3,395百万円となりました。

 これに対し、当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号

平成18年７月５日公表分）を適用したため、営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失が12

百万円増加いたしました。また、デジタル商品事業および環境関連事業は固定費が売上総利益を上

回り、日本の営業損失は115百万円（前期は営業損失19百万円）となりました。 

ｂ アジア（中国、香港、タイ等）  

KFE HONG KONG CO.,LIMITEDにおいて、主要日系取引先の在庫調整により、実装取引が大幅に縮

小いたしました。また、タイの現地メーカーに対して、中国製基板の競争力が低下し売上が伸び悩

み、またベトナムでの安定収益の確保も後ろ倒しとなる結果となりました。 

 この結果、当連結会計年度の売上高は前期比37.5％減の5,555百万円となり、営業損失は448百万

円（前期は営業利益66百万円）となりました。 
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④次期の見通し（連結） 

 
わが国経済は原油価格や原材料価格の高騰に加え、米国のサブプライムローン問題に端に発した金

融不安の影響もあり、企業収益の伸びが足踏み状態となるなど、先行きに不透明感が増してきており

ます。一方、これまで堅調な伸びを示してきた中国を含むアジア地域の景気も米国に端を発した経済

の低迷により経済の拡大が鈍化しました。プリント基板業界を取り巻く環境は銅箔等のプリント基板

材料価格の上昇が世界経済の減速と共に落ち着きを取り戻しましたが、企業間競争の激化等依然とし

て厳しい状況が継続すると思われます。 

 当社グループは係る状況下、グローバルな販売力を高めるとともに、さらなるコストダウンを徹底

して競争力の強化、収益力の向上を図ります。 

 次期の連結業績は、売上高9,400百万円(当期比5.0%増)、経常利益50百万円(当期は591百万円の経

常損失)、当期純利益136百万円(当期は842百万円の当期純損失)を見込んでおります。 

  

⑤中期経営計画等の進捗状況 

当社は「中期経営計画」の策定について平成20年９月12日に公表しております。その中で当社の本

分である国際調達エージェントとして従来培ってきた強み－品質管理・納期管理・生産管理－を活か

し、一層の成長を期するため昨年来積極的に業務資本提携をおこなってきました。当連結会計年度以

降、(ア)電子部品事業、(イ)デジタル商品事業（エグゼモード）、(ウ)環境関連事業の３分野に経営

資源を集中し、事業の拡大を図ります。中期経営計画の初年度に当たる平成21年３月期は売上高

13,334百万円、経常利益378百万円、当期純利益324百万円を見込んでおりましたが、これまで堅調に

拡大してきた世界経済が米国サブプライムローン問題等の影響により急落したことで、当社グループ

が経営資源を集中して投じてきた全ての事業セグメントにマイナス影響が及んだ結果、売上高8,951

百万円、経常損失591百万円、当期純損失842百万円と大幅に中期経営計画の初年度予想を下回る結果

となりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

総資産におきましては前連結会計年度比55.2%増の6,743百万円となりました。第２四半期において

東莞泰山電子有限公司（以下「泰山」）を買収したことに伴う未収入金および未払い金の合計金額

1,984百万円を計上したことにより未収入金の合計額が1,997百万円に増加したことが主な要因であり

ます。 

 負債につきましては総資産同様、泰山の買収に伴う未払金を計上したことにより未払金の合計金額

が1,837百万円となりました。また、投資のための長期借入金が514百万円、泰山運転資金の増加等に

伴う短期借入金701百万円が前期より増加したことで、前連結会計年度末に比べ、3,158百万円増加

し、6,107百万円となりました。 

 純資産におきましては当期純損失842百万円を計上したこともあり758百万円減少し、636百万円と

なりました。 

  

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日)

平成22年３月期予想
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日)

増減

金額 伸率(%)

売上高(百万円） 8,951 9,400 448 5.0

営業利益又は 
営業損失(△)(百万円）

△ 641 50 691 －

経常利益又は 
経常損失(△)(百万円）

△ 591 50 641 －

当期純利益又は 
当期純損失(△)(百万円）

△ 842 136 979 －

１株当たり当期純利益又は 
１株当たり当期純損失(△) 
(円)

△ 40,588.58 6,130.07 － －

(2) 財政状態に関する分析
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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、前年同期末に比べ324

百万円減少し、762百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそ

れらの要因は次の通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、814百万円の支出となりました。これは主として、税金

等調整前当期純損失781百万円の計上、JET MASTER LIMITED (泰山)の株式取得（子会社化）を泰山

の保有資産価値を下回る価額で買収したことにより負ののれん償却額123百万円の計上、また関係

会社であるエグゼモード株式会社の14%相当の保有株式を84百万円で売却したことによるもので

す。  

（投資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・フローは、843百万円の支出となりました。これは主として、投資

有価証券の取得による支出328百万円（SPRING株式会社268百万円、ジャパンベストレスキュー株式

会社47百万円、日本エムエムアイテクノロジー株式会社12百万円）と連結範囲変更を伴う子会社株

式の取得支出327百万円（泰山292百万円、ECO SMILE PLUS株式会社35百万円）によるものです。  

（財務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・フローは、1,368百万円の収入超過となりました。これは主として

長期借入金による収入831百万円と短期借入金の純増667百万円によるものです。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
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／キャッシュ・フロー  

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

(注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。 

(注２) 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

(注３) キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

(注４) 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。 

(注５) 算出の結果数値がマイナスとなる場合には、「－」で表記しております。 

  

 当社としましては成長に応じた株主への利益還元を経営の 重要課題と考え、株主還元と内部留保

の充実のバランスを総合的に勘案して、配当政策を決定する方針であります。 

 前期より株主の皆様への利益還元として１株400円の配当を実施し、今期も予定通り増収増益を続

けた場合には配当額を大幅に増額し2,000円の配当を行う予定であったものの、世界経済の後退に伴

う消費の低迷等により大幅な損失を計上することになったことから、今期は無配とさせて頂きまし

た。来期につきましては市場の回復に伴う既存ビジネスの反転と、立ち上がりが遅れている新規事業

において立ち上がりの目処が立ったことにより、収益の大幅改善が見込まれることから、前期と同額

の１株400円の配当を予定しております。 

  

平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率 31.7 32.0 9.3

時価ベースの自己資本比率 36.6 24.6 6.8

キャッシュ・フロー対 
有利子負債比率

－ 35.7 －

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

－ 18.8 －

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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 当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクは以下のような

ものがあります。 

 但し、これらは当社グループに関する全てのリスクを網羅したものではなく、記載された事項以外

のリスクも存在し発生する可能性もあります。これらのリスク発生により当社グループの事業、業績

および財政状況に影響を及ぼす可能性もあります。 

 なお、文中における将来に関する事項は、本資料の発表日（平成21年６月５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 特定販売先（キヤノングループ）製品向け売上依存度が高いことについて 

 当連結会計年度における当社グループ全体の売上高の25.1%がキヤノングループ製品向け売上

高（注）となっており、キヤノングループ全体で昨年12月決算まで在庫調整を大幅に促進したこ

ともあり、これまでのキヤノングループ向けの売上依存比率より低減されておりますが、今後と

もキヤノングループは当社のプリント基板の大口ユーザーであるという関係に変わりはありませ

ん。当社グループとしては、東莞泰山電子有限公司の子会社化により商品ラインアップを増やす

ことで、これまでの売上の中心であった民生機器用から産業機器用など他の日系企業への販路拡

大、新規販売先の開拓にも努めておりますが、特定販売先への依存度の高い現段階において当該

特定販売先が当社グループの商品の発注を減少あるいは中止した場合には、当社グループ業績に

大きな影響を与える可能性があります。 

（注）当社グループのキヤノン関連の売上高は、主にキヤノン製品用プリント基板を納入しているキヤノンの現地工場

及び実装業者向け売上高の合計です。 

② 商品の欠陥について 

 当社グループは顧客のニーズに基づきプリント基板やデジタル商品等の商品を協力工場に製造

委託をし、厳格な品質管理により品質安定に努めております。しかしながら、商品の高密度化、

高難度化傾向が高まる中で、すべての商品について欠陥がなく、顧客からの損害賠償請求が発生

しないという保証はありません。万一、損害賠償請求があった場合には、当社グループの業績に

影響を与える可能性があります。当社グループは製造物責任賠償については保険に加入していま

すが、この保険が 終的に負担する賠償額を十分にカバーできるという保証はありません。 

③ 法的規制について 

 当社グループ取扱商品については、使用原材料の安全性から、 終商品の使用にいたるまで各

種の規制を確実に遵守することが義務づけられています。また、当社グループ製品は、海外にも

供給されております。当社グループとしては、不公正な取引を行なわないことは勿論、公正な競

争にうち勝つ努力を続けてまいりますが、国内外における予想外の規制変更によるリスク、法令

解釈の不透明さからくる運用面の違いによるリスクにさらされています。かかるリスクが実際に

発生した場合には当社グループ業績に影響を与える可能性があります。 

④ 競合について 

ａ 中国基板メーカーの技術力の向上と部品・商品の高品質化 

 現在は中国所在の日系セットメーカーの厳しい品質基準の要求と中国基板メーカー商品の

品質との間には大きなギャップが存在しております。当社はＱＡセンターを設けて中国の協

力工場における品質管理、技術指導及び環境対応を図ることで、日系顧客ニーズに対応でき

る商品を提供しておりますが、将来、中国の協力工場の技術力向上により独自で高品質の部

品・商品を供給できる体制が整った場合、当該商品ギャップがなくなり、当社グループの競

争力が低下し、業績に影響を与える可能性があります。 

ｂ 日本の基板メーカーの海外進出 

 現状当社グループが生産を委託する地域への日系同業メーカーの進出は少なく、当社グル

ープの営業に与える影響は限定的ですが、当社グループと競合する日本国内メーカーの海外

進出が増加するにつれて、現地での受注競争の激化が予想されます。今後、価格競争が一段

と激化した場合、または品質管理・納品管理等が不十分となった場合、当社グループの業績

に影響を与える可能性があります。 

(4) 事業等のリスク
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ｃ 中国協力工場のコストアップ 

 当社グループは中国の協力工場に商品の製造委託をしておりますが、人民元がUSドルに対

し大幅な切り上げになった場合、当社グループの仕入商品の価格上昇が生じる可能性があ

り、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

⑤ 海外進出に潜在するリスクについて 

 当社グループ事業の大部分は、中国、タイ、ベトナム等日本国外で行われております。そのよ

うな市場において企業活動を行っていく場合、不利な政治または経済要因の発生や現地の予期し

ない法律または規制の変更等による経済リスク、戦争・テロ・疫病等の政治的・社会的リスクな

ど、現時点では予測不可能なリスクが内在している可能性があります。これらの潜在リスクに適

切に対処していくことができない場合は、当社グループの経営成績や財務状態に影響を及ぼす可

能性があります。 

⑥ 製品、原材料市況変動リスクについて 

 高騰が続いた原油や銅など各種原材料価格は昨年度からのサププライム問題が実体経済に及ぼ

した影響により世界経済の失速したことから値下がりに転じており、当社が中国の協力工場から

調達する商品の仕入れ価格の上昇も頭打ちの傾向にあります。今後再び原材料が高騰した場合、

その高騰分を顧客に転嫁するために当社グループは顧客と値上げ交渉を行いますが、仕入れ価格

の上昇分を早期に全額顧客に転嫁できない場合には当社の利益率が低下し、当社グループの業績

に影響を与える可能性があります。 

⑦ 為替リスクについて 

 現在は当社の子会社KFE HONG KONG CO.,LIMITEDからのUSドル建て輸入債務と同社に対する

USドル建て債権の差額が為替変動によって発生するリスクにさらされております。さらに、今後

海外取引先からのUSドル建て輸入が増加する可能性があります。当社としては、企業経営の健全

性から取引採算を確定し、相場変動が取引採算に及ぼす顧客に対してUSドルでの決済を拡大させ

ることで、差額の解消に努めておりますが、今後、USドルの動向により為替差損が発生する場合

には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 また、連結財務諸表の作成において、在外子会社の現地通貨建て財務諸表を円換算しておりま

すので、在外子会社の現地通貨による価値が変わらなかったとしても、換算時の為替相場により

換算後の価値が影響を受ける可能性があります。 

⑧ 個人情報の管理について 

 当社ではデジタル商品事業において個人情報を保有していますが、個人情報の管理の徹底を図

るために、個人情報管理規程を整備し対応しています。 

 しかしながら、万一何らかの原因により情報が漏洩する事態が発生した場合には、当社の社会

的信用の失墜、売上の減少あるいは損害賠償の請求など、当社の業績に影響を与える可能性があ

ります。 

⑨ ストックオプション制度と株式の希薄化について 

 当社は役職員の意欲や士気を高めることを目的として、平成15年３月25日開催の臨時株主総会

及び平成16年６月29日開催の定時株主総会においては平成13年改正旧商法第280条ノ20及び同法

第280条ノ21並びに同法第280条ノ27の規定に基づき、また平成19年６月28日開催の定時株主総会

及び平成20年６月27日開催の定時株主総会においては会社法第236条、第238条及び第239条の規

定に基づき、新株予約権を付与することを決議しております。 

 平成21年３月31日現在の新株予約権等による潜在株式数は3,349株であり、発行済株式数

22,226株の15.07%に相当しております。 

 当社グループでは、今後もストックオプション制度を活用して行く方針でありますが、ストッ

クオプションの数量及び条件、株価の推移などの状況によっては、かかるストックオプションの

付与又はその行使により、他の株主の当社株式に対する支配権及び経済的持分が希薄化するおそ

れがあります。 

⑩ 資本参加及び業務提携によるリスクについて 

 当社グループは、他の会社に資本参加及び業務提携を行うことにより、当社グループの成長を

見込んでおります。  

 このような投資が我々の期待通り、営業面・財務面での収益を生み出さない場合には、当社グ

ループの業績に影響を与える可能性があります。 
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⑪ 新規事業立ち上げの遅延によるリスクについて 

 昨年６月にバイオマスプラスチック事業部とエコバイク事業部を設立し、環境関連事業に参入

しており。両事業とも当連結会計年度中の本格的な立ち上げには至らなかったものの、エコバイ

クは本年４月に販売実績ができ、バイオマスプレスチックは本年６月頃に受注が成立する見通し

となりました。一方で本年４月28日に介護向けの自動排泄処理装置の製造・販売に関して、アマ

ナスウォーター株式会社、有限会社ビィ・マックス、当社の３社で業務提携に関する覚書を締結

しておりますが、計画どおりにこれらの新規事業の立ち上げが進まなかった場合には、当社グル

ープの業績に影響を与える可能性があります。 

⑫ 中国広東省東莞市のプリント基板工場買収によるリスクについて  

 当第２四半期連結会計期間に買収しました、東莞泰山電子有限公司（以下「泰山」）におきま

して、グループ内のプリント基板における売上において20%程度の売上規模を見込んでおりま

す。小型な生産力の工場のためリスクも限定的と考えておりますが、今後の消費の冷え込みによ

り同社への発注が大幅に減少した際には、当該工場で製造・販売するプリント基板も減少するリ

スクがあります。また先般の金融市場の冷え込みにより、原油価格の下落に伴う資源価格の下

落、ならびに中国国内の労働賃金の上昇も上げどまりとなりましたが、今後再び労働賃金が上昇

した際には、当社の業績に影響を与える可能性があります。また広東省で環境体制を進めている

ことから、水処理施設の処理能力増加の認可の取得が難しくなっており、泰山が一日で水を処理

する設備を300トンから800トンに増強したものの、800トンのライセンス取得が想定より大幅に

時間を費やした場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。その一方で、使っ

た水をリサイクルできる装置で対応したり、平成21年７月頃を目処に水を必要としない介護製品

の組み立てを泰山工場内でスタートすることで、本リスクを軽減できるものと考えております。

⑬ 継続企業に関する重要事象等 

 当社グループの平成21年３月期の売上高は8,951百万円と前連結会計年度比3,307百万円の大幅

な減少となり、営業損失は641百万円、経常損失は591百万円、当期純損失は842百万円と上場以

来初めてとなる赤字計上を余儀なくされました。また前述の営業損失により、当連結会計年度の

営業キャッシュ・フローは814百万円のマイナスとなっております。その結果、継続企業の前提

に重要な疑義を生じさせる事象又は状況が存在しております。  

 売上高の著しい減少や営業損失、経常損失及び当期純損失の計上は、主業の電子部品事業及び

デジタル商品事業において、金融危機に端を発した景気の減速感が高まる中での需要の減少、並

びにそれに伴う顧客の生産調整等によるものであります。   

 当社はこれらの事象に対応するため、電子部品事業においては、人員削減を含む経費の削減を

行うと共に、既存顧客各社への継続的な受注活動や新規顧客の開拓及び量産に向けての営業活動

を実施しております。また顧客企業においても生産調整は一巡し、今後受注の増加が見込まれて

おります。  

 また、デジタル商品事業においては、当連結会計年度末に実施した当該事業の中核を担う子会

社株式の売却による提携を機に、提携先の有する特許技術を応用した共同企画・開発製品の市場

への投入を平成21年度中に予定しており、収益の改善が期待されております。  

 さらに、新たな事業の柱として、環境関連事業を展開しており、LED蛍光灯関連事業につい

て、高度な技術と製造能力を兼ね備えた台湾証券市場に上場しているLED素子製造メーカーと提

携し、日本国内における販売権を獲得しております。  

 一方、売上高の減少があるものの、当連結会計年度末時点における現金及び現金同等物は762

百万円あり、また、金融機関より当期第４四半期においてグループ全体で420百万円（うち、長

期借入金380百円）を供与された結果、当面の資金需要を賄う上で十分な資金を確保しておりま

す。加えて、国内子会社株式ならびにタイ王国のプリント基板工場株式の売却による資金調達も

視野に入れており、財務面に支障は無いものと考えております。  

 なお、平成21年４月に実行した金融機関からの長期借入金80百万円については、財務制限条項

が付されておりますが、本件については信用保証協会により保証が付されており重要な影響はな

いものと考えております。 
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当社の企業集団は、KFE JAPAN株式会社（以下、当社という。）、連結子会社９社（KFE HONG

KONG CO.,LIMITED他８社）により構成されております。当社の企業集団では、国際的に 適と思われ

る調達先へ商品を生産委託し、その商品を現地日系企業及び日本の企業・消費者に販売する国際調達エ

ージェント型の事業モデルを展開しております。  

  

企業集団についての事業系統図は次のとおりであります。 

  

[電子部品事業] 

  

 

なお、Representation Office of KFE Hong Kong in Hanoi(ベトナム事務所）は、KFE HONG

KONG CO.,LIMITEDに対してベトナム所在の日系企業の情報提供の役割を担っております。 

  

2. 企業集団の状況
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[デジタル商品事業] 

 

  

ＫＦＥ　ＪＡＰＡＮ株式会社（3061）平成21年３月期決算短信

- 11 -



[環境関連事業] 

 

平成20年５月15日にバイオマスプラスチック事業部ならびに電動バイク事業部を設立し、環境関連

事業を営んでおります。この２事業部は営業活動が類似していることから効率性を高まるため平成20

年11月１日にエコプロダクツ事業部として統合しております。また平成21年３月４日に光（LED蛍光

灯）レンタルサービス事業を発表し、更に地球に優しい環境事業で当社の収益を高めていくべく、環

境関連事業に更なる資源の集中を図っております。 

  

ＫＦＥ　ＪＡＰＡＮ株式会社（3061）平成21年３月期決算短信

- 12 -



 当社グループは、「Bridge to Quality（品質を重視した問題解決の橋渡し）」を企業理念に、ま

た 「スピードと機動力」をモットーに掲げ、高品質かつ低価格のプリント基板やデジタル商品を海

外、特に中国の協力工場から調達し、国内外のお客様にスピーディーに供給するビジネス・モデル（国

際調達エージェント型のビジネス・モデル）を展開してまいりました。このビジネス・モデルによりお

客様と生産者間に存在する地理的なギャップ、価格のギャップ、品質を巡るギャップ、環境保全のギャ

ップ等の橋渡しを実現し、わが国のエレクトロニクス産業発展に寄与してまいりたいと考えておりま

す。 

  上記の経営理念に基づき、より強固な経営基盤を確立するため、以下の８点を具体的な中期経営方針

として掲げております。  

①売上の増強と収益力の強化 

②新規マーケットの開拓 

③海外拠点の拡充とグループ経営の推進 

④分社化したデジタル商品事業の強化 

⑤ＱＡセンターの品質管理機能の強化 

⑥内部統制を含む経営管理機能の強化 

⑦商社である強みを生かしつつ、プリント基板工場への資本参加による生産工場との結び付きの強化 

⑧新規事業としてバイオマスプラスティック事業を含む環境関連事業進出による収益力の増強 

 今後、当社はこの中期経営方針を遂行していくために、さらなる経営体質の強化を図り、業績向上へ

向けた取組みを一段と強化してまいります。 

  

 当社グループは、多品種、短納期、高品質、低コストを実現する営業及び調達体制を構築することに

より安定した収益基盤を確立し、売上高営業利益率を高めることを第一と考えております。具体的に

は、連結ベースでの売上高営業利益率を３％以上にすることを中長期的な経営目標としております。 

  

 当社は多数の協力工場を中国に有しており、それらの協力工場は実質的に当社の工場としての機能を

果たしております。それに加え昨年９月に買収した東莞泰山電子有限公司がグループ内に加わったこと

で、純粋な商社機能だけでは応えきれない顧客ニーズにも対応できるようになっております。もともと

完全商社であったことの優位性（ 適な調達ソースを弾力的に開発する）及びＱＡセンターの品質管理

機能を当社の工場運営にも有機的に結び付けることにより、顧客ニーズに柔軟に対応できるという当社

グループの特色を活かし、グループ協業に一層注力し、グローバルな事業展開を図り、業績向上に努め

てまいります。 

一方で、一昨年のバイオマスプラスティック事業を促進するために株式会社オ・ディ・エスへ50百万

円（出資比率4.1％）出資したことに続き、ECO SMILE PLUS株式会社を３社（ジャパンベストレスキュ

ー株式会社、SPRING株式会社、当社）の合弁会社として設立し（その後２月に完全子会社化）、エコバ

イク事業にも進出しております。また３月より株式会社アルファパーチェスと光（LED蛍光灯）レンタ

ルサービス事業を共同で立ち上げており、環境関連事業にも人的ならびに金銭的なリソースを投入し、

地球規模で注目されることで追い風が吹いている同事業セグメントにおける収益力の強化を一層加速し

てまいります。 

今後、このビジネスモデルを当社独自の経験とネットワークを通して一段と強化してまいりますが、

更に戦略的パートナーとの業務提携や当社のコア事業におけるシナジー効果構築に繋がるような資本出

資やM&Aなども積極的に検討してまいります。 

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略
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 当社グループの属するプリント基板業界においては、国際的な価格競争は一段と熾烈さを増し、原材

料価格の動向と相俟って収益環境は引き続き厳しさを増していくものと思われます。  

 また、デジタル商品事業に関しましては、国内の家電需要は安定的に推移するものと思われますが、

消費者ニーズの多様化・高度化が進み、価格競争も激化するなど厳しい事業環境が続くものと思われま

す。 

このような状況の中で、当社グループと致しましては、更に事業を飛躍させていくために、特に以下

の４点を重要な課題として取り組んでおります。  

① 優秀な人材の確保  

今後の業務量のさらなる拡大及び消費者のニーズの多様化・高度化に対応するため、引き続き有能

な人材を国内外において確保し、育成することが急務であると考えております。 

② 利益率の改善と収益の拡大  

今後、高利益率で需要の伸びが期待できる商品の売上比率を一段と高め、収益の拡大に努めてまい

ります。 

③ 仕入コストと販売費及び一般管理費の削減   

今後予想される価格競争の激化に対応するため、中国の協力工場との協業関係を通じた低価格商品

の調達を一段と推進いたします。また、大幅な増加となった販売費、一般管理費の削減を徹底し、収

益力の向上を図ります。 

④ 品質管理・環境管理機能の強化   

当社の強みである深圳のＱＡセンターの品質・環境管理機能を強化し、品質や環境保全に関する顧

客の要求水準の一段の高度化に迅速に対応してまいります。平成19年７月にＩＳＯ9001、さらに平成

20年４月にＩＳＯ14001をを本社で取得いたしました。 

  

(4) 会社の対処すべき課題
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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20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 928,354 952,868 

受取手形及び売掛金 1,714,411 1,571,253 

有価証券 239,397 － 

たな卸資産 766,141 － 

商品及び製品 － 758,021 

仕掛品 － 32,472 

原材料及び貯蔵品 － 49,504 

未収入金 － 1,997,982 

繰延税金資産 14,346 8,387 

その他 53,618 59,974 

貸倒引当金 △7,486 △11,214 

流動資産合計 3,708,784 5,419,250 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 33,353 186,905 

減価償却累計額 △24,663 △5,717 

建物及び構築物（純額） 8,689 181,188 

機械装置及び運搬具 84,723 379,216 

減価償却累計額 △15,151 △56,483 

機械装置及び運搬具（純額） 69,571 322,733 

リース資産 － 5,700 

減価償却累計額 － △665 

リース資産（純額） － 5,035 

建設仮勘定 － 13,193 

その他 75,866 120,893 

減価償却累計額 △56,621 △91,333 

その他（純額） 19,245 29,560 

有形固定資産合計 97,506 551,710 

無形固定資産 

のれん 17,444 67,683 

その他 53,036 120,848 

無形固定資産合計 70,480 188,531 

投資その他の資産 

投資有価証券 425,764 482,425 

長期貸付金 3,837 42,236 

繰延税金資産 5,929 6,565 

その他 32,762 80,806 

貸倒引当金 △1,931 △28,204 

投資その他の資産合計 466,362 583,830 

固定資産合計 634,349 1,324,072 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

繰延資産 

社債発行費 636 － 

繰延資産合計 636 － 

資産合計 4,343,770 6,743,322 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 1,412,930 1,383,279 

短期借入金 737,258 1,438,987 

1年内返済予定の長期借入金 62,201 276,417 

1年内償還予定の社債 120,000 20,000 

リース債務 － 6,057 

未払法人税等 40,470 42,086 

未払金 － 1,837,462 

賞与引当金 9,130 16,078 

その他 114,585 140,979 

流動負債合計 2,496,577 5,161,347 

固定負債 

社債 150,000 130,000 

長期借入金 279,220 793,451 

リース債務 － 13,034 

繰延税金負債 8,791 4,397 

退職給付引当金 1,800 1,300 

役員退職慰労引当金 12,639 － 

その他 － 3,780 

固定負債合計 452,450 945,963 

負債合計 2,949,028 6,107,311 

純資産の部 

株主資本 

資本金 469,010 521,846 

資本剰余金 458,010 510,846 

利益剰余金 539,946 △310,777 

株主資本合計 1,466,966 721,914 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 12,460 △8,460 

為替換算調整勘定 △90,004 △85,934 

評価・換算差額等合計 △77,543 △94,395 

新株予約権 1,932 4,193 

少数株主持分 3,386 4,297 

純資産合計 1,394,742 636,011 

負債純資産合計 4,343,770 6,743,322 

ＫＦＥ　ＪＡＰＡＮ株式会社（3061）平成21年３月期決算短信

- 16 -



(2)【連結損益計算書】 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 12,258,859 8,951,308 

売上原価 10,905,514 8,003,051 

売上総利益 1,353,344 948,257 

販売費及び一般管理費 1,293,009 1,589,521 

営業利益又は営業損失（△） 60,335 △641,264 

営業外収益 

受取利息 8,633 2,548 

受取配当金 － 1,280 

為替差益 22,417 － 

投資有価証券売却益 4,855 － 

負ののれん償却額 － 123,664 

その他 3,061 12,472 

営業外収益合計 38,967 139,965 

営業外費用 

支払利息 26,533 47,629 

為替差損 － 30,053 

持分法による投資損失 － 6,836 

その他 5,451 5,930 

営業外費用合計 31,984 90,449 

経常利益又は経常損失（△） 67,317 △591,747 

特別利益 

前期損益修正益 5,666 － 

関係会社株式売却益 － 84,000 

特別利益合計 5,666 84,000 

特別損失 

固定資産売却損 － 2,977 

固定資産除却損 － 1,793 

貸倒引当金繰入額 － 24,962 

投資有価証券評価損 － 244,379 

特別損失合計 － 274,112 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△） 

72,984 △781,860 

法人税、住民税及び事業税 46,128 50,468 

法人税等調整額 △1,455 9,457 

法人税等合計 44,672 59,925 

少数株主利益 425 1,117 

当期純利益又は当期純損失（△） 27,885 △842,903 
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(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19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 469,010 469,010 

当期変動額 

新株の発行 － 52,836 

当期変動額合計 － 52,836 

当期末残高 469,010 521,846 

資本剰余金 

前期末残高 458,010 458,010 

当期変動額 

新株の発行 － 52,836 

当期変動額合計 － 52,836 

当期末残高 458,010 510,846 

利益剰余金 

前期末残高 512,060 539,946 

当期変動額 

剰余金の配当 － △7,820 

当期純利益又は当期純損失（△） 27,885 △842,903 

当期変動額合計 27,885 △850,723 

当期末残高 539,946 △310,777 

株主資本合計 

前期末残高 1,439,080 1,466,966 

当期変動額 

新株の発行 － 105,672 

剰余金の配当 － △7,820 

当期純利益又は当期純損失（△） 27,885 △842,903 

当期変動額合計 27,885 △745,050 

当期末残高 1,466,966 721,914 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 △4 12,460 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

12,464 △20,920 

当期変動額合計 12,464 △20,920 

当期末残高 12,460 △8,460 

ＫＦＥ　ＪＡＰＡＮ株式会社（3061）平成21年３月期決算短信

- 18 -



(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

為替換算調整勘定 

前期末残高 7,809 △90,004 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△97,813 4,069 

当期変動額合計 △97,813 4,069 

当期末残高 △90,004 △85,934 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 7,804 △77,543 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△85,348 △16,851 

当期変動額合計 △85,348 △16,851 

当期末残高 △77,543 △94,395 

新株予約権 

前期末残高 － 1,932 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,932 2,260 

当期変動額合計 1,932 2,260 

当期末残高 1,932 4,193 

少数株主持分 

前期末残高 3,480 3,386 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △93 911 

当期変動額合計 △93 911 

当期末残高 3,386 4,297 

純資産合計 

前期末残高 1,450,365 1,394,742 

当期変動額 

新株の発行 － 105,672 

剰余金の配当 － △7,820 

当期純利益又は当期純損失（△） 27,885 △842,903 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △83,509 △13,679 

当期変動額合計 △55,623 △758,729 

当期末残高 1,394,742 636,011 
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(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19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21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又は税金等調整前当期
純損失（△） 

72,984 △781,860 

減価償却費 39,179 86,546 

のれん償却額 1,341 14,237 

負ののれん償却額 － △123,664 

株式報酬費用 1,932 2,260 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,694 30,001 

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,790 5,787 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 200 △500 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,889 △12,639 

受取利息及び受取配当金 △8,633 △3,829 

為替差損益（△は益） 5,560 30,053 

投資有価証券売却損益（△は益） △4,855 － 

関係会社株式売却損益（△は益） － △84,000 

支払利息 26,533 47,629 

社債発行費償却 2,469 636 

持分法による投資損益（△は益） － 6,836 

有形固定資産売却損益（△は益） － 2,977 

有形固定資産除却損 － 1,793 

投資有価証券評価損益（△は益） － 244,379 

売上債権の増減額（△は増加） 873,156 270,637 

たな卸資産の増減額（△は増加） △239,622 △76,307 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 32,292 146,019 

仕入債務の増減額（△は減少） △347,041 △163,365 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 61,218 △275,226 

その他 － △34,515 

小計 536,089 △666,110 

利息及び配当金の受取額 7,735 3,609 

利息の支払額 △25,635 △45,954 

法人税等の支払額 △36,497 △106,418 

営業活動によるキャッシュ・フロー 481,691 △814,874 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の預入による支出 △80,087 △115,400 

定期預金の払戻による収入 80,004 15,615 

有形固定資産の取得による支出 △94,268 △68,241 

有形固定資産の売却による収入 3,198 3,581 

リース用資産の取得による支出 － 5,985 

無形固定資産の取得による支出 △53,822 △36,718 

無形固定資産の売却による収入 228 － 

投資有価証券の取得による支出 △555,191 △328,113 

投資有価証券の売却による収入 115,861 － 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 

－ △453,530 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入 

－ 50,590 

関係会社株式の売却による収入 － 84,000 

貸付けによる支出 － △560 

貸付金の回収による収入 851 1,273 

その他 △25,870 △1,994 

投資活動によるキャッシュ・フロー △609,093 △843,513 

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） 84,533 667,927 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △3,141 

長期借入れによる収入 358,151 831,860 

長期借入金の返済による支出 △78,751 △108,939 

社債の償還による支出 △20,000 △120,000 

株式の発行による収入 － 109,002 

配当金の支払額 － △7,820 

財務活動によるキャッシュ・フロー 343,933 1,368,889 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △50,809 △35,382 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 165,722 △324,881 

現金及び現金同等物の期首残高 921,941 1,087,663 

現金及び現金同等物の期末残高 1,087,663 762,781 
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該当事項はありません。 

  

  

  

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１. 連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数  ４社

   すべての子会社を連結しており

ます。  

連結子会社の名称  

 KFE HONG KONG CO.,LMITED  

 KFE(SHENZHEN) CO.,LTD.  

 KFE(THAILAND) CO.,LTD.  

 エグゼモード株式会社  

 なお、事業分割によって新たに

設立したエグゼモード株式会社を

連結の範囲に含めました。

(1)連結子会社の数  ９社

   すべての子会社を連結しており

ます。  

連結子会社の名称  

 KFE HONG KONG CO.,LMITED  

 KFE(SHENZHEN) CO.,LTD.  

 KFE(THAILAND) CO.,LTD.  

 エグゼモード株式会社 

 株式会社センチュリー 

 エレクトロニクス 

  JET MASTER LIMITED 

 東莞泰山電子有限公司 

 KFE(SUZHOU) CO.,LTD.  

 ECO SMILE PLUS株式会社 

 なお、当連結会計年度から株式

の取得により株式会社センチュリ

ーエレクトロニクス、JET MASTER 

LIMITED及び同社の100％子会社で

ある東莞泰山電子有限公司を、さ

らに新たに設立したKFE(SUZHOU) 

CO.,LTD.  をそれぞれ連結の範囲

に含めました。  

  ECO SMILE PLUS株式会社は平成

21年２月27日の株式追加取得に伴

い、持分法適用関連会社から連結

子会社になりました。なお、みな

し取得日を平成21年３月31日とし

ているため、当連結会計年度にお

いては同社設立平成20年６月25日

から平成21年３月31日までの期間

は持分法により作成し、平成21年

３月31日の貸借対照表を連結して

おります。

２．持分法の適用に関する事

項

該当事項はありません。  ECO SMILE PLUS株式会社は平成20年

６月25日に設立したため、当連結会計

年度より持分法適用の範囲に含めるこ

ととしましたが、みなし取得日を平成

21年３月31日とする追加取得により連

結子会社となりました。このため、当

連結会計年度においては、同社設立平

成20年６月25日から平成21年３月31日

までの期間の損益を持分法適用の範囲

に含めることとしております。
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

３. 連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社のうち、KFE(SHENZHEN) 

CO.,LTD.の決算日は12月31日でありま

す。

連結財務諸表の作成にあたっては、

連結決算日現在で実施した仮決算に基

づく財務諸表を使用しております。

連結子会社のうち、KFE(SHENZHEN) 

CO.,LTD.、JET MASTER LIMITED及び東

莞泰山電子有限公司の決算日は12月31

日であります。

連結財務諸表の作成にあたっては、

連結決算日現在で実施した仮決算に基

づく財務諸表を使用しております。

４．会計処理基準に関する事

項

 (1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

① 有価証券

 ａ その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく

時価法(評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定)

① 有価証券

 ａ その他有価証券

時価のあるもの

 同左 

時価のないもの

 移動平均法による原価法

時価のないもの

    同左

② たな卸資産

ａ 商品

電子部品 

 先入先出法による原価法を採

用しております。ただし、在外

連結子会社は先入先出法による

低価法を採用しております。

デジタル商品 

 総平均法による原価法を採用

しております。  

 

② たな卸資産

評価方法は原価法（収益性の低

下による簿価切下げの方法）によ

っております。

 ａ 商品・製品・仕掛品

電子部品・環境関連商品 

 先入先出法

デジタル商品 

 総平均法

ｂ 原材料

 総平均法

ｃ 貯蔵品

 終仕入原価法

（会計方針の変更）  

 当社及び国内連結子会社は当連結会

計年度より「棚卸資産の評価に関する

会計基準」（企業会計基準第９号 平

成18年７月５日公表分）を適用してお

ります。これにより、電子部品は原価

法から先入先出法による原価法（収益

性の低下による簿価切下げの方法）

に、デジタル商品は総平均法による原

価法から総平均法による原価法（収益

性の低下による簿価切下げの方法）に

変更しております。なお、この変更に

より、営業損失、経常損失及び税金等

調整前当期純損失が12,144千円増加し

ております。なお、セグメントに与え

る影響は、当該箇所に記載しておりま

す。
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

① 有形固定資産

 当社及び国内連結子会社は定率法

を、在外連結子会社は定額法を採用

しております。

 なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

  建物及び構築物    ３～15年

  機械装置及び運搬具    ５～６年

① 有形固定資産

  定率法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

  建物及び構築物    ３～40年

  機械装置及び運搬具    １～12年

② 無形固定資産 

 当社及び連結子会社は定額法を採用

しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

  特許実施権     ５年 

 また、当社及び国内連結子会社は、

市場販売目的のソフトウェアについて

は見込販売数量に基づく償却額と見込

販売可能期間（３年）に基づく償却額

のいずれか大きい額を償却する方法

を、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。 

 

② 無形固定資産(リース資産を除く) 

 当社及び連結子会社は定額法を採用

しております。  

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。  

  特許実施権     ５年 

  土地使用権 

    在外連結子会社（東莞泰山電 

   子有限公司）の土地使用権であ 

   り、土地使用契約期間（50年） 

   に基づき、毎期均等償却してお 

   ります。 

 

 また、当社及び国内連結子会社は、

市場販売目的のソフトウェアについて

は見込販売数量に基づく償却額と見込

販売可能期間（３年）に基づく償却額

のいずれか大きい額を償却する方法

を、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。 

 

③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産  

 リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法を採用してお

ります。  

 なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取引

開始日が平成20年３月31日以前のリ

ース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。 

 

(3) 重要な引当金の計上基

準

① 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に

備えるため、当社及び国内連結子会

社は一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しており

ます。また在外連結子会社は主とし

て特定の債権について回収不能見込

額を計上しております。 

 

① 貸倒引当金

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

② 賞与引当金

当社及び国内連結子会社は従業員

に対して支給する賞与の支出に充て

るため、将来の支給見込額のうち当

連結会計年度の負担額を計上してお

ります。

② 賞与引当金

同左

③ 退職給付引当金

当社及び国内連結子会社は、従

業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務

に基づき、当連結会計年度において

発生していると認められる額を計上

しております。

③ 退職給付引当金

同左

④ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備え

て、当社は、内規に基づく期末要支

給額を計上しております。

④ 役員退職慰労引当金

平成20年６月に役員退職慰労金制

度を廃止しており、制度適用期間中

から在任している役員に対する制度

廃止時点までの期間に対応した当該

慰労金は当連結会計年度中に支給を

行っているため、期末残高はありま

せん。

(4) 重要な外貨建資産又は

負債の本邦通貨への換

算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。なお、在外子会社の資産

及び負債は、連結決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、収益及び

費用は期中平均相場により円貨に換

算し、換算差額は純資産の部におけ

る為替換算調整勘定及び少数株主持

分に含めて計上しております。 

 

同左

(5) 重要なリース取引の処

理方法

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に準じた会計処理に

よっております。 

 

――――――――
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(6) 重要なヘッジ会計の方

法

① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっておりま

す。 

  なお、振当処理の要件を満たして

いる為替予約取引については、振当

処理を採用しております。

① ヘッジ会計の方法

同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象

  ヘッジ手段：為替予約  

    ヘッジ対象：外貨建輸出入取引 

② ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③ ヘッジ方針

デリバティブ取引に関する社内規

程に基づき、ヘッジ対象に係る為替

変動リスクを一定の範囲内でヘッジ

しております。 

③ ヘッジ方針

同左

④ ヘッジ有効性評価の方法

為替予約取引については、ヘッジ

手段がヘッジ対象と同一通貨、同一

期日であるため、ヘッジ有効性の評

価を省略しております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

同左

(7) その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

  同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価

については、全面時価評価法を採用

しております。

  同左

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

のれん及び負ののれんの償却につ

いては20年間の均等償却を行なって

おります。

 のれん及び負ののれんの償却につい

ては、発生日以後、投資効果の発現す

る期間等(５年～20年)で均等償却し、

少額なものは発生時に一括償却してお

ります。在外子会社で発生した負のの

れんについては、国際財務報告基準３

号「企業結合」に従い、発生時に一括

利益計上しております。

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資か

らなっております。 

 

  同左
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

【会計処理の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

（たな卸資産の評価方法）  

 デジタル商品事業の商品の評価方法については、従

来、先入先出法による原価法によっておりましたが、当

連結会計年度より総平均法による原価法に変更しており

ます。  

 この変更は、平成19年10月１日付けで、会社分割によ

り、当社からエグゼモード株式会社へ、デジタル商品事

業を事業分離したのを機に、会計処理の見直しを行った

結果、価格変動による損益計算への影響を平準化すると

ともに、在庫金額の確定の迅速化を目的として行ったも

のであります。  

 この変更による連結財務諸表に与える影響額は軽微で

あります。  

 なお、当該事業分離が当下半期に行われたため、当該

会計方針の変更は当下半期より行っております。  

 したがって、当中間期は従来の方法によっております

が、当該会計方針の変更による影響額は軽微でありま

す。  

 

――――――――  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

――――――――  
  
 
  
 
  
 
 

―――――――― 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

（リース取引に関する会計基準）  

 当社及び国内連結子会社において、所有権移転外ファ

イナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、当連

結会計年度より「リース取引に関する会計基準」（企業

会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計

制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ます。  

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。これによる営業損失、経常損失及び税金等

調整前当期純損失に与える影響は軽微であります。 

 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い）  

 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在

外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応

報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。

これによる営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純

損失に与える影響は軽微であります。 
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【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

―――――――― （連結貸借対照表）

１．「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則等の一部を改正する 内閣府令」（平成20年８月７

日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結

会計年度において、「たな卸資産」として掲記されて

いたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」、

「仕掛品」、「原材料及び貯蔵品」として掲記してお

ります。  

 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる

「商品及び製品」は766,141千円、「仕掛品」「原材

料及び貯蔵品」はありません。

２．前連結会計年度まで流動資産の「その他」に含めて

表示しておりました「未収入金」は、金額的重要性が

増したため区分掲記しております。  

なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「未収入金」は6,866千円であります。

３．前連結会計年度まで流動負債の「その他」に含めて

表示しておりました「未払金」は、金額的重要性が増

したため区分掲記しております。  

なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「未払金」は42,756千円であります。 

 

【追加情報】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

――――――――    当社の連結子会社である KFE  HONG  KONG  CO., 

LIMITED は、平 成 20 年 ９ 月 30 日 付 で、JET  MASTER 

LIMILEDの発行済株式の全てを現金を対価として取得

し、同社及び同社の100%子会社である東莞泰山電子有限

公司を連結子会社としました。  

 当該株式の取得は、第２四半期決算日に行われたた

め、企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」第31-2項及び

同第69項に準じ、JET MASTER LIMILED及び東莞泰山電子

有限公司のすべての資産及び負債への取得原価の配分手

続について暫定的な会計処理を行っておりましたが、そ

の後追加的に入手した情報等に基づき配分額を確定させ

ています。  

 また、KFE HONG KONG CO., LIMITEDは、国際財務報告

基準３号「企業結合」に従い、取得原価と取得した資産

及び負債に配分された純額との差額（負ののれん）を、

発生時に一括利益計上しています。当連結会計年度にお

いて、営業外収益に計上した「負ののれん償却額」は

122,664千円であります。  
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な商品 

(1) 電子部品事業…………プリント基板 

(2) デジタル商品事業……デジタルカメラ、ＤＶＤレコーダー及びプレーヤー、ＣＤコンポ等 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（947,362千円）の主なものは、親会社での余資運用資

金（現金及び預金）等であります。 

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

電子部品事業
(千円)

デジタル
商品事業 
(千円)

計(千円) 消去又は 
全社(千円)

連結(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

9,239,895 3,018,963 12,258,859 － 12,258,859

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

470,665 8,778 479,444 (479,444) －

計 9,710,561 3,027,742 12,738,303 (479,444) 12,258,859

営業費用 9,611,802 3,079,951 12,691,753 (493,229) 12,198,524

営業利益 
又は営業損失(△)

98,759 △ 52,209 46,550 13,784 60,335

Ⅱ 資産、減価償却費
及び資本的支出

資産 2,212,248 1,184,159 3,396,408 947,362 4,343,770

減価償却費 26,427 2,458 28,886 10,292 39,179

資本的支出 83,434 2,874 86,309 50,580 136,889
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当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な商品 

(1) 電子部品事業…………プリント基板 

(2) デジタル商品事業……デジタルカメラ、ＤＶＤレコーダー及びプレーヤー、ＣＤコンポ等 

(3) 環境関連事業…………LEDライトのレンタル、バイオマスプラスチック、エコバイク等 

(4) その他事業……………ソフトウェア等 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（996,711千円）の主なものは、親会社での余資運用資

金（現金及び預金）等であります。 

４ 会計処理の変更 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「４．会計処理基準に関する事項（1）重要な資

産の評価基準及び評価方法」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は当連結会計年度から「棚卸資産の

評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）を適用しております。この結

果、従来の方法によった場合と比較して、デジタル商品事業について営業費用は12,144千円増加しておりま

す。なお、当該事業以外の事業についてはセグメント情報に与える影響はありません。 

  

電子部品 
事業 
(千円)

デジタル
商品事業 
(千円)

環境関連
事業 
(千円)

その他事業
(千円)

計(千円)
消去又は 
全社(千円)

連結(千円)

Ⅰ 売上高 
  及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

6,136,832 2,644,730 137,245 32,500 8,951,308 － 8,951,308

(2) セグメント間の 
  内部売上高又は

振替高
528,978 285,374 － － 814,352 (814,352) －

計 6,665,811 2,930,104 137,245 32,500 9,765,661 (814,352) 8,951,308

営業費用 7,026,656 3,020,080 259,424 23,108 10,329,268 (736,695) 9,592,573

営業利益 
又は営業損失(△)

△360,345 △89,975 △122,178 9,391 △563,607 ( 77,657) △641,264

Ⅱ 資産、減価償却費
及び資本的支出

資産 4,168,992 1,298,173 277,345 2,100 5,746,611 996,711 6,743,322

減価償却費 33,767 4,774 1,552 － 40,094 5,400 45,495

資本的支出 496,536 6,934 15,809 － 519,280 49,632 568,913
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア……………中国、香港、タイ等 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は該当ありません。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は該当ありません。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア……………中国、香港、タイ等 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は該当ありません。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は該当ありません。 

５ 会計処理の変更 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「４．会計処理基準に関する事項（1）重要な資

産の評価基準及び評価方法」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は当連結会計年度から「棚卸資産の

評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）を適用しております。この結

果、従来の方法によった場合と比較して、日本について営業費用は12,144千円増加しております。なお、ア

ジアについてはセグメント情報に与える影響はありません。 

  

  

２ 所在地別セグメント情報

日本 
(千円)

アジア
(千円)

計(千円)
消去又は 
全社(千円)

連結(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

3,374,630 8,884,228 12,258,859 － 12,258,859

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

253,320 226,123 479,444 (479,444) －

計 3,627,951 9,110,352 12,738,303 (479,444) 12,258,859

営業費用 3,647,544 9,044,209 12,691,753 (493,229) 12,198,524

営業利益又は 
営業損失(△)

△ 19,592 66,142 46,550 13,784 60,335

Ⅱ 資産 2,597,165 2,056,533 4,653,699 (309,928) 4,343,770

日本 
(千円)

アジア
(千円)

計(千円)
消去又は 
全社(千円)

連結(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

3,395,811 5,555,497 8,951,308 － 8,951,308

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

613,828 200,524 814,352 (814,352) －

計 4,009,639 5,756,021 9,765,661 (814,352) 8,951,308

営業費用 4,124,814 6,204,453 10,329,268 (736,695) 9,592,573

営業損失(△) △115,174 △448,432 △563,607 ( 77,657) △641,264

Ⅱ 資産 3,394,876 4,009,627 7,404,503 (661,180) 6,743,322
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1)アジア……………中国、香港、タイ等 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1)アジア……………中国、香港、タイ等 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

３ 海外売上高

アジア 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 8,884,228 8,884,228

Ⅱ 連結売上高(千円) － 12,258,859

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

72.5 72.5

アジア 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 5,992,124 5,992,124

Ⅱ 連結売上高(千円) － 8,951,308

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

66.9 66.9
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(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又は１株当たり当期純損失（△） 

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 71,070.21円 １株当たり純資産額 28,233.58円

１株当たり当期純利益 1,426.37円 １株当たり当期純損失（△） △40,588.58円

なお、新株予約権の残高はありますが、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
の算定には含めておりません。

なお、新株予約権の残高はありますが、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
定には含めておりません。

項目
前連結会計年度

(平成20年３月31日)
当連結会計年度

(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額 (千円) 1,394,742 636,011

純資産の部の合計額から控除する金額
（千円）

5,319 8,491

 (うち新株予約権）（千円） ( 1,932) ( 4,193)

 (うち少数株主持分）（千円） ( 3,386) ( 4,297)

普通株式に係る期末の純資産額 (千円) 1,389,422 627,519

1株当たり純資産額の算定に用いられた期
末の普通株式の数(株)

19,550 22,226

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益又は 
当期純損失（△） (千円)

27,885 △842,903

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又は 
当期純損失(△) (千円)

27,885 △842,903

普通株式の期中平均株式数(株) 19,550 20,767

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まれな
かった潜在株式の概要

新株予約権４種類
(新株予約権の数3,274個)

新株予約権５種類  
(新株予約権の数3,349個)
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(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

（子会社化及び増資引受について）

 当社は、平成20年３月18日開催の取締役会において決

議しましたとおり、株式会社センチュリーエレクトロニ

クスの発行済み株式の全株を平成20年４月１日に１円で

取得して100%子会社化し、また、平成20年４月４日に70

百万円の増資を行いました。 

 なお、同社は当社の特定子会社となります。

――――――――

１．目的

 良質な商権の継続及び有力な営業基盤の継承を図

ることを目的とする。

２．取得する当該会社の概要

① 商号 株式会社センチュリーエレクト
ロニクス

② 代表者 代表取締役社長 田中俊郎

③ 設立年月日 平成13年１月18日

④ 主な事業の内容電子部品の開発・試作からサー
ビスまでのソリューション提供

⑤ 決算期 ３月31日
平成20年３月21日開催の定時株
主総会において決算期を12月31
日から３月31日に変更しており
ます。

⑥ 資本金 30百万円

⑦ 発行済株式数 600株
 
 

（業務・資本提携について）

 当社は、平成20年３月24日開催の臨時取締役会におい

て決議しました通り、ＳＰＲＩＮＧ株式会社の株式

2,400株(議決権割合21.4%、１株130千円、投資額312百

万円）を、平成20年３月31日に350株、平成20年４月４

日に2,050株を取得いたしました。

１．目的

① ＳＰＲＩＮＧグループの保有するコールセン
ター機能を当社グループの既存事業に融合さ
せることにより、業務の効率化、コスト削減
を図る。

② 当社から今後推進する新事業化において、Ｓ
ＰＲＩＮＧグループのもつコンサルティング
機能を利用し協力する。

２．取得する当該会社の概要

① 商号 ＳＰＲＩＮＧ株式会社

② 代表者 代表取締役 村田峰人

③ 設立年月日 平成19年３月４日

④ 主な事業の内容コールセンター事業・人材派遣
事業・教育事業・ITソリューシ
ョン事業・コンサルティング事
業（連結）

⑤ 決算期 ３月31日

⑥ 資本金 408百万円 
（平成20年４月３日現在） 
（単体）
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リース取引関係、有価証券関係、デリバティブ取引関係、退職給付関係、ストック・オプション等

関係、税効果会計関係、関連当事者情報に関する注記事項については、決算短信における開示の必要

性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

(開示の省略)
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 533,116 613,617 

受取手形 21,166 16,365 

売掛金 123,992 155,864 

有価証券 239,397 － 

商品及び製品 11,042 11,769 

原材料及び貯蔵品 － 1,437 

前払費用 4,851 5,854 

繰延税金資産 6,227 8,387 

未収入金 29,950 － 

短期貸付金 118,077 99,585 

その他 80 12,820 

貸倒引当金 △34 △600 

流動資産合計 1,087,867 925,101 

固定資産 

有形固定資産 

建物 7,838 7,147 

減価償却累計額 △4,930 △3,345 

建物（純額） 2,907 3,802 

車両運搬具 14,344 24,429 

減価償却累計額 △5,112 △4,254 

車両運搬具（純額） 9,231 20,175 

工具、器具及び備品 8,929 10,724 

減価償却累計額 △6,499 △6,916 

工具、器具及び備品（純額） 2,430 3,808 

有形固定資産合計 14,569 27,786 

無形固定資産 

特許実施権 45,833 35,833 

商標権 572 491 

ソフトウエア 469 35,282 

無形固定資産合計 46,876 71,607 

投資その他の資産 

投資有価証券 102,393 359,721 

関係会社株式 138,000 398,267 

長期貸付金 2,614 32,614 

従業員に対する長期貸付金 1,222 323 

破産更生債権等 344 344 

長期前払費用 802 371 

繰延税金資産 9,260 6,565 

差入保証金 － 19,796 

長期未収入金 － 19,924 

その他 10,348 10,922 

貸倒引当金 △1,931 △28,201 

投資その他の資産合計 263,056 820,650 

固定資産合計 324,502 920,044 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

繰延資産 

社債発行費 636 － 

繰延資産合計 636 － 

資産合計 1,413,005 1,845,146 

負債の部 

流動負債 

支払手形 5,686 － 

買掛金 9,874 58,552 

短期借入金 50,000 200,000 

1年内返済予定の長期借入金 39,659 78,236 

1年内償還予定の社債 120,000 20,000 

未払金 10,011 15,009 

未払費用 3,697 4,574 

未払法人税等 17,144 39,665 

預り金 2,138 2,024 

賞与引当金 5,844 7,632 

その他 7,624 169 

流動負債合計 271,680 425,864 

固定負債 

社債 150,000 130,000 

長期借入金 31,250 285,330 

退職給付引当金 1,500 1,000 

役員退職慰労引当金 12,639 － 

その他 － 3,780 

固定負債合計 195,389 420,110 

負債合計 467,069 845,975 

純資産の部 

株主資本 

資本金 469,010 521,846 

資本剰余金 

資本準備金 458,010 510,846 

資本剰余金合計 458,010 510,846 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 19,181 △29,254 

利益剰余金合計 19,181 △29,254 

株主資本合計 946,201 1,003,438 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △2,198 △8,460 

評価・換算差額等合計 △2,198 △8,460 

新株予約権 1,932 4,193 

純資産合計 945,935 999,171 

負債純資産合計 1,413,005 1,845,146 
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 

商品売上高 1,880,011 － 

商品及び製品売上高 － 371,519 

手数料収入 232,022 176,602 

その他の売上高 － 111,329 

売上高合計 2,112,033 659,452 

売上原価 

商品期首たな卸高 334,930 － 

商品及び製品期首たな卸高 － 12,289 

当期商品仕入高 1,715,087 － 

当期商品及び製品仕入高 － 259,157 

合計 2,050,018 271,447 

他勘定振替高 397,036 － 

商品期末たな卸高 12,289 － 

商品及び製品期末たな卸高 － 16,114 

差引 1,640,693 255,332 

商品評価損 1,247 3,097 

売上原価合計 1,641,940 258,430 

売上総利益 470,093 401,021 

販売費及び一般管理費 500,570 407,252 

営業損失（△） △30,476 △6,230 

営業外収益 

受取利息 4,130 2,728 

有価証券利息 2,353 371 

受取配当金 82,726 1,042 

投資有価証券売却益 4,855 － 

受取手数料 13,655 49,674 

その他 544 1,514 

営業外収益合計 108,264 55,330 

営業外費用 

支払利息 6,087 5,742 

社債利息 2,849 2,375 

社債発行費償却 2,469 636 

貸倒引当金繰入額 － 1,327 

為替差損 31,529 20,378 

支払保証料 2,018 1,651 

営業外費用合計 44,955 32,112 

経常利益 32,832 16,986 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

特別利益 

関係会社株式売却益 － 81,480 

前期損益修正益 5,666 － 

特別利益合計 5,666 81,480 

特別損失 

固定資産売却損 － 2,977 

固定資産除却損 － 1,612 

貸倒引当金繰入額 － 24,962 

投資有価証券評価損 － 60,388 

特別損失合計 － 89,940 

税引前当期純利益 38,499 8,525 

法人税、住民税及び事業税 18,301 44,472 

法人税等調整額 △3,139 4,669 

法人税等合計 15,161 49,141 

当期純利益又は当期純損失（△） 23,337 △40,616 

ＫＦＥ　ＪＡＰＡＮ株式会社（3061）平成21年３月期決算短信

- 39 -



(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 469,010 469,010 

当期変動額 

新株の発行 － 52,836 

当期変動額合計 － 52,836 

当期末残高 469,010 521,846 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 458,010 458,010 

当期変動額 

新株の発行 － 52,836 

当期変動額合計 － 52,836 

当期末残高 458,010 510,846 

資本剰余金合計 

前期末残高 458,010 458,010 

当期変動額 

新株の発行 － 52,836 

当期変動額合計 － 52,836 

当期末残高 458,010 510,846 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

前期末残高 △4,156 19,181 

当期変動額 

剰余金の配当 － △7,820 

当期純利益又は当期純損失（△） 23,337 △40,616 

当期変動額合計 23,337 △48,436 

当期末残高 19,181 △29,254 

利益剰余金合計 

前期末残高 △4,156 19,181 

当期変動額 

剰余金の配当 － △7,820 

当期純利益又は当期純損失（△） 23,337 △40,616 

当期変動額合計 23,337 △48,436 

当期末残高 19,181 △29,254 

株主資本合計 

前期末残高 922,863 946,201 

当期変動額 

新株の発行 － 105,672 

剰余金の配当 － △7,820 

当期純利益又は当期純損失（△） 23,337 △40,616 

当期変動額合計 23,337 57,236 

当期末残高 946,201 1,003,438 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 △4 △2,198 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△2,193 △6,262 

当期変動額合計 △2,193 △6,262 

当期末残高 △2,198 △8,460 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 △4 △2,198 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△2,193 △6,262 

当期変動額合計 △2,193 △6,262 

当期末残高 △2,198 △8,460 

新株予約権 

前期末残高 － 1,932 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,932 2,260 

当期変動額合計 1,932 2,260 

当期末残高 1,932 4,193 

純資産合計 

前期末残高 922,859 945,935 

当期変動額 

新株の発行 － 105,672 

剰余金の配当 － △7,820 

当期純利益又は当期純損失（△） 23,337 △40,616 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △261 △4,001 

当期変動額合計 23,076 53,235 

当期末残高 945,935 999,171 
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該当事項はありません。 

  

  

(4)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(5)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式 

   移動平均法による原価法

 

(1) 子会社株式 

  同左

(2) その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定)

(2) その他有価証券

時価のあるもの

      同左

時価のないもの

移動平均法による原価法
 

時価のないもの

  同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

 商品

先入先出法による原価法

 

 評価基準は原価法（収益性の低下に

よる簿価切下げの方法）によってお

ります。

(1) 商品及び製品

先入先出法         

(2) 原材料

先入先出法     

(3) 貯蔵品

  終仕入原価法

（会計方針の変更）  

 「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成18年

７月５日公表分 企業会計基準第９

号）を適用し、評価基準については、

原価法から先入先出法による原価法

（収益性の低下による簿価切下げの方

法）に変更しております。なお、これ

らの変更による損益への影響はありま

せん。 

 

３．固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

 定率法を採用しております。

  なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

  建物          3～15年

  車両運搬具           6年

  工具、器具及び備品     2～20年

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

   同左
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項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、市場販売目的のソフトウ

ェアについては見込販売数量に基

づく償却額と見込販売可能期間

（３年）に基づく償却額のいずれ

か大きい額を償却する方法を、自

社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間

（５年）に基づいております。

(2) 無形固定資産

    同左

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法を採用してお

ります。なお、当事業年度末日現在

における残高はありません。 

 また、リース取引開始日が平成20

年３月31日以前のリース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

 

４．繰延資産の処理方法 社債発行費

３年間で均等償却しております。

 

社債発行費

    同左

５．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

 外貨建金銭債権債務は決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理しておりま

す。 

 

  同左

６．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失

に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。

(1) 貸倒引当金

   同左

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、将来の支給見

込額のうち当期の負担額を計上し

ております。

(2) 賞与引当金

   同左

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務に基づき、当期に発生した

と認められる額を計上しておりま

す。

(3) 退職給付引当金

   同左
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項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備え

て、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

平成20年６月に役員退職慰労金制

度を廃止しており、制度適用期間中

から在任している役員に対する制度

廃止時点までの期間に対応した当該

慰労金は当事業年度中に支給を行っ

ているため、期末残高はありませ

ん。

７．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に準じた会計処理に

よっております。 

 

――――――――

８. その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

 

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

  同左

(6)【重要な会計方針の変更】

【会計処理の変更】

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日)

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日)

―――――――― （リース取引に関する会計基準）  

 所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当事業年度より「リース取引に

関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６

月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30

日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月

18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19

年３月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。  

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引については、引き

続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を

適用しております。これによる営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益に与える影響はありません。  
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【表示方法の変更】

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日)

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日)

―――――――― （貸借対照表）  

１．「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する

規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７

日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前事業

年度において、「商品」として掲記されていたもの

は、当事業年度から「商品及び製品」として掲記して

おります。なお、当事業年度の「商品及び製品」に含

まれる商品は10,110千円です。 

２．前事業年度において独立掲記しておりました「未

収入金」（当事業年度3,502千円）は、金額が僅少とな

ったため、当事業年度においては流動資産「その他」

に含めて表示しております。 

３．前事業年度において固定資産 投資その他の資産

「その他」に含めて表示しておりました「差入保証

金」（前事業年度100千円）は、総資産額の1/100を超

えたため、当事業年度においては区分掲記することと

いたしました。 
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