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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 1,786 △32.2 △204 ― △213 ― △216 ―

21年3月期第1四半期 2,634 ― △40 ― △59 ― △52 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第1四半期 △9,746.18 ―

21年3月期第1四半期 △2,665.57 ―

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

22年3月期第1四半期 6,537 424 6.4 18,684.74
21年3月期 6,743 636 9.3 28,233.58

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  415百万円 21年3月期  627百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 400.00 400.00

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。 

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 22,226株 21年3月期  22,226株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  ―株 21年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 22,226株 21年3月期第1四半期 19,550株
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当第１四半期連結累計期間の経済環境は、昨年来の米国発の金融危機の影響を引きずっているもの

の、自動車メーカーや電機メーカー等の大手企業を中心とした在庫調整が進み、政府の景気対策の効果

や地球温暖化対策の波及により、個人消費や企業生産が持ち直し、証券市場も回復基調にあり最悪期は

脱したことにより、電機大手メーカーを中心に業績が改善しております。しかしながら、米国の消費回

復が緩やかなため、輸出企業を中心とした企業業績の悪化は未だ終焉には至っておらず、今後の景気動

向は依然として予断を許さない状況にあります。 

当社の電子部品事業業界におきましては、低価格のパソコンや地上デジタル放送向け製品や、地球温

暖化防止対策に環境に優れた製品を中心に改善は見られるものの、本格回復には至らず、消費低迷によ

る販売不振や世界的な需要の減少に伴う価格下落等、依然として不透明な状況が続いております。  

このような環境の下、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は1,786百万円（前年同期比32.2％

減）、連結営業損失は204百万円（前年同期は営業損失40百万円）、連結経常損失は213百万円（前年同

期は経常損失59百万円）、連結四半期純損失は216百万円（前年同期は四半期純損失52百万円）となり

ました。 

  

  

当第１四半期末における総資産は6,537百万円となり、前連結会計年度末比206百万円減少いたしまし

た。流動資産は5,296百万円となり、123百万円減少いたしました。主な要因は、四半期純損失計上によ

る現預金の減少355百万円によるものであります。有形固定資産は、昨年取得した東莞泰山電子有限公

司の子会社化等による有形固定資産の減価償却が進んだため28百万円減少し、523百万円となりまし

た。無形固定資産は178百万円（前連結会計年度末比9百万円減少）、投資その他の資産は538百万円(前

連結会計年度末比45百万円減少）となりました。 

当第１四半期末の負債合計は6,112百万円となり、前連結会計年度末比5百万円増加いたしました。流

動負債は5,189百万円となり、28百万円増加いたしました。主な要因は、東莞泰山電子有限公司を含む

KFE香港グループによる未払金の増加が響き、連結で386百万円増加の2,223百万円となった反面、短期

借入金は203百万円減少し、1,235百万円となったことによるものであります。固定負債は923百万円

（前連結会計年度末比22百万円減少）となりました。 

当第１四半期末の純資産の部は424百万円となり、前連結会計年度末比211百万円減少いたしました。

主な要因は、当四半期純損失216百万円の計上によるものであります。この結果、自己資本比率は前連

結会計年度末の9.3%から6.4%となりました。 

  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいており、下記の数値にて平成21年６月５日に開示した内

容より、変更はございません。 

（連結業績予想） 

    第２四半期連結会計期間 

   売上高   4,400百万円 （前期比 12.7%減）  

     営業損失   100百万円 （前期比   ―）  

   経常損失     100百万円 （前期比    ―）  

   四半期純利益 50百万円 （前期比 56.6%減）  

    通期 

   売上高   9,400百万円 （前期比 5.0%増）  

     営業利益   50百万円 （前期比   ―）  

   経常利益      50百万円 （前期比    ―）  

   当期純利益   136百万円 （前期比    ―）  

  
  

 該当事項はありません。 

  

 一部簡便な会計処理を適用しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

当社グループの前連結会計年度の売上高は8,951百万円と前々連結会計年度比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、当第１四半期連結会計期間におきましても売上高が

1,786百万円と前年同期比32.2％の減少となり、営業損失204百万円、経常損失213百万円、四半期純

損失216百万円を計上する状況となり、前連結会計年度末から、引き続き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、前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、提携先の有するサーバー・ソフト技術を同梱した共同企画・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、またこの提携以外でも利益率の良いOEM受注が増加し

ているため、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照明関連事業について、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、日本国内の

おける販売権を取得し、年度後半での収益の貢献に向け、引き合いも順調に増加しております。  

 一方、売上高の減少があるものの、当四半期連結会計期間末時点における現金及び現金同等物は

407百万円あり、また、金融機関より前期第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380百万円）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。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期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

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等
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加えて、タイ王国のプリント基板工場株式の売却、金融機関からの追加借入等による資金調達も視

野に入れており、財務面に支障はな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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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 597,277 952,868

受取手形及び売掛金 1,499,475 1,571,253

商品及び製品 866,198 758,021

仕掛品 52,344 32,472

原材料及び貯蔵品 45,844 49,504

未収入金 2,148,582 1,997,982

その他 96,346 68,361

貸倒引当金 △9,938 △11,214

流動資産合計 5,296,129 5,419,250

固定資産   

有形固定資産 523,539 551,710

無形固定資産   

のれん 64,123 67,683

その他 114,602 120,848

無形固定資産合計 178,726 188,531

投資その他の資産   

投資有価証券 440,621 482,425

その他 126,487 129,609

貸倒引当金 △28,298 △28,204

投資その他の資産合計 538,810 583,830

固定資産合計 1,241,076 1,324,072

資産合計 6,537,206 6,743,322

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,281,530 1,383,279

短期借入金 1,235,419 1,438,987

1年内返済予定の長期借入金 289,407 276,417

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

未払法人税等 1,361 42,086

未払金 2,223,828 1,837,462

賞与引当金 22,802 16,078

その他 115,399 147,036

流動負債合計 5,189,748 5,161,347

固定負債   

社債 120,000 130,000

長期借入金 782,649 793,451

退職給付引当金 1,700 1,300

その他 18,743 21,212

固定負債合計 923,092 945,963

負債合計 6,112,841 6,107,311
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 521,846 521,846

資本剰余金 510,846 510,846

利益剰余金 △527,396 △310,777

株主資本合計 505,296 721,914

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,020 △8,460

為替換算調整勘定 △86,988 △85,934

評価・換算差額等合計 △90,009 △94,395

新株予約権 4,818 4,193

少数株主持分 4,259 4,297

純資産合計 424,364 636,011

負債純資産合計 6,537,206 6,743,322
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,634,598 1,786,530

売上原価 2,310,949 1,566,749

売上総利益 323,649 219,780

販売費及び一般管理費 363,798 423,981

営業損失（△） △40,148 △204,201

営業外収益   

受取利息 564 1,203

為替差益 － 710

貸倒引当金戻入額 994 －

その他 332 2,624

営業外収益合計 1,891 4,538

営業外費用   

支払利息 9,490 13,250

為替差損 8,907 －

その他 2,652 1,058

営業外費用合計 21,051 14,308

経常損失（△） △59,308 △213,971

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 1,303

賞与引当金戻入額 － 344

特別利益合計 － 1,647

特別損失   

固定資産売却損 371 －

投資有価証券売却損 － 561

投資有価証券評価損 － 964

特別損失合計 371 1,525

税金等調整前四半期純損失（△） △59,680 △213,849

法人税、住民税及び事業税 3,975 2,085

法人税等調整額 △11,904 866

法人税等合計 △7,928 2,952

少数株主利益又は少数株主損失（△） 359 △183

四半期純損失（△） △52,111 △216,618
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当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

該当事項はありません。 

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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