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平成 21 年 8月 12 日 

各  位 

 

 

 

 

 

 

 

 

（訂正・数値データ訂正あり） 

「平成 22 年 3 月期 第 1四半期決算短信」の一部訂正について 

 

 平成 21 年８月 11 日に発表いたしました「平成 22 年 3 月期 第 1四半期決算短信」の内容につき、一部訂

正いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所には下線を付して表示しておりま

す。 

記 

 

 【訂正箇所１】 

１ページ 

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） 

＜訂正前＞ 

（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 ― 

 

＜訂正後＞ 

（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  1,850  △29.7 △194 ― △204 ― △216 ― 

21年3月期第1四半期   2,634 ― △40 ― △59 ― △52 ― 

 

【訂正箇所２】 

３ページ 

1. 連結経営成績に関する定性的情報 

＜訂正前＞ 

 (以上省略) 

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。 

会 社 名 Ｋ Ｆ Ｅ  Ｊ Ａ Ｐ Ａ Ｎ  株 式 会 社
（コード番号3061：名証セントレックス） 
本社所在地 横浜市港北区新横浜３丁目18番地20
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 原 田  隆 朗
問 合 せ 先 取締役管理統括本部長 中  島  純  次
電 話 番 号 045-474-1259  
（URL http://www.kfegr.com/） 
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＜訂正後＞ 

（以上省略） 

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 1,850 百万円（前年同期比 29.7％減）、

連結営業損失は 194 百万円（前年同期は営業損失 40 百万円）、連結経常損失は 204 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。 

 

【訂正箇所３】 

４ページ 

4.その他 

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等 

＜訂正前＞ 

  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。 

(以下省略) 

 

＜訂正後＞ 

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 1,850 百万円と前

年同期比 29.7％の減少となり、営業損失 194 百万円、経常損失 204 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。 

(以下省略) 
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【訂正箇所４】 

８ページ 

＜訂正前＞ 

(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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＜訂正後＞ 

(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 1,850,830

売上原価 2,310,949 1,621,752

売上総利益 323,649 229,078

販売費及び一般管理費 363,798 423,981

営業損失（△） △ 40,148 △ 194,903

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 △ 204,673

特別利益 

 貸倒引当金戻入額 － 1,647

 特別利益合計 － 1,647

特別損失 

前期損益修正損 9,297

 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 10,823

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

 

以上 



平成22年3月期 第1四半期決算短信 

平成21年8月11日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ＫＦＥ ＪＡＰＡＮ株式会社 上場取引所 名 

コード番号 3061 URL http://www.kfegr.com
代表者 （役職名） 代表取締役 （氏名） 原田隆朗

問合せ先責任者 （役職名） CFO取締役管理統括本部長 （氏名） 中島純次 TEL 045-474-1259
四半期報告書提出予定日 平成21年8月12日

配当支払開始予定日 ―

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 1,850 △29.7 △194 ― △204 ― △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



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



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



(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



(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 1,850,830

売上原価 2,310,949 1,621,752

売上総利益 323,649 229,078

販売費及び一般管理費 363,798 423,981

営業損失（△） △40,148 △194,903

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 △204,673

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 1,647

特別利益合計 － 1,647

特別損失   

前期損益修正損 － 9,297

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 10,823

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




