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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 3,944 △21.8 △304 ― △322 ― 7 △93.9

21年3月期第2四半期 5,042 ― △133 ― 157 ― 115 ―

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2四半期 315.89 ―

21年3月期第2四半期 5,893.48 ―

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2四半期 3,690 639 17.1 28,341.55
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2四半期  629百万円 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

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

通期 9,000 0.5 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、４ページ【定性的情報・財務諸表】 ４．その他をご覧ください。 

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表】 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） 

(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 1社 （社名 エグゼモード株式会社 ）

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2四半期 22,226株 21年3月期  19,550株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  ―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2四半期 22,226株 21年3月期第2四半期 19,550株
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当第２四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、中国など新興国を中心にデジタル家電や自動車の需要の回復を受けて、電機メーカーや自動車メー

カー等の在庫調整が進み、政府の景気対策の効果や地球温暖化対策の波及により、省エネ家電へ対する

個人消費や企業生産も持ち直し、証券市場も回復基調にあり最悪期は脱したことにより、大手の電機大

手メーカーや自動車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、米国の雇用環境や消費

者物価指数等の回復に時間が掛かっている等の要因もあり、消費回復は未だ緩やかであるため、輸出企

業を中心とした企業業績の本格回復には時間を要する状況にあります。 

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等を中心に改善は見られたことから、回復基調に転じ、今後は大手電

機メーカー等からの安定的な受注も見込めることから、業績回復により拍車が掛かる見込みでありま

す。 

このような環境の下、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は3,944百万円（前年同期比21.8％

減）、連結営業損損失304百万円（前年同期は営業損失133百万円）、連結経常損失は322百万円（前年

同期は経常利益157百万円）、連結四半期純利益は7百万円（前年同期比93.9％減）となりました。当第

２四半期連結会計期間の連結売上高は2,093百万円（第１四半期比売上高1,850百万円より13.1%増）、

連結営業損失111百万円（第１四半期は営業損失194百万円）、連結経常損失は119百万円（第１四半期

は経常損失204百万円）、連結四半期純利益は223百万円（第１四半期は純損失216百万円）と３ヶ月で

の期間を第１四半期連結期間と比較した場合、顕著に回復しております。 

 ９月末に売却したエグゼモード株式会社の第２四半期連結累計期間における売上高が1,154百万円、

営業損失69百万円、経常損失72百万円、当期純損失が70百万円で終えており、10月以降当社グループか

ら外れたことで、連結営業利益の早期黒字化を図れる準備が整いました。     

  

当第２四半期連結累計期間末における総資産は3,690百万円となり、前連結会計年度末比3,053百万円

減少いたしました。流動資産は2,677百万円となり、2,741百万円減少いたしました。主な要因は、東莞

泰山電子有限公司を子会社化した際に引き継いだ未収入金1,837百万円の減少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有形固定資産の減価償却が進んだため62百万円

減少し、488百万円となりました。無形固定資産は株式会社センチュリーエレクトロニクスの売却方針

が固まり、同社ののれんを45百万円一括償却したことにより120百万円となり、投資その他の資産はCKL 

Electronics Co., Ltd.の株式を売却したことが主な要因で180百万円減少し、402百万円となりまし

た。 

当第２四半期連結累計期間末の負債合計は3,050百万円となり、前連結会計年度末比3,056百万円減少

いたしました。流動負債は2,333百万円となり、2,827百万円減少いたしました。主な要因は、東莞泰山

電子有限公司を子会社化した際に引き継いだ未払金1,827百万円の減少と短期借入金1,085百万の減少に

よるものであります。固定負債は主に長期借入金が110百万円減少したことにより716百万円となりまし

た。 

当第２四半期連結累計期間末の純資産の部は639百万円となり、前連結会計年度末比3百万円増加いた

しました。主な要因は、当第２四半期連結累計期間の四半期純利益7百万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17.1％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ます。 

 KFE HONG KONG CO., LIMITEDを中心とした電子部品事業の売上の回復や、第３四半期以降に向けた

LED照明を中心とした環境関連事業の売上の促進が図れております。その一方で９月にエグゼモード株

式会社を売却、また11月末には株式会社センチュリーエレクトニクスを売却することが決定した影響に

よる第３四半期以降の減収の影響の大部分を埋めたことから、売上高についてはこれら関係会社を含め

て想定していた通期94億円の売上から4億円減額した90億円となる見込みです。また９月に売却したエ

グゼモード株式会社は単体で70百万円の最終損失を第２四半期累計で計上していたことから、同社が外

れることで連結収益の回復も見込めている等の影響もあり、連結上の利益予想は平成21年６月５日に開

示した内容を修正しておりません。 

（連結業績予想） 

    通期 

   売上高   9,000百万円 （前期比 0.5%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    ―）  

  
  

 エグゼモード株式会社 

  

 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２四半期連結累計期間におきましても売上高が

3,944百万円と前年同期比21.8％の減少となり、営業損失304百万円、経常損失322百万円、四半期純

利益7百万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及び経常損失の計上は、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

市場への投入実現しました。またこの提携によるシナジー効果が顕在化できたことから、デジタル商

品事業のグループ中核会社のエグゼモード株式会社の前保有株式をフリービット株式会社へ売却いた

しました。  

 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、引き合いも堅調に増加しております。 

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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一方、売上高の減少があるものの、当第２四半期連結累計期間末時点における現金及び現金同等物

は344百万円あり、加えて金融機関からの追加借入等による資金調達や第三者割当増資も視野に入れ

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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 524,343 952,868

受取手形及び売掛金 1,328,127 1,571,253

商品及び製品 206,182 758,021

仕掛品 16,144 32,472

原材料及び貯蔵品 45,823 49,504

未収入金 406,694 1,997,982

その他 156,309 68,361

貸倒引当金 △6,000 △11,214

流動資産合計 2,677,625 5,419,250

固定資産   

有形固定資産 488,891 551,710

無形固定資産   

のれん 15,431 67,683

その他 105,113 120,848

無形固定資産合計 120,545 188,531

投資その他の資産   

投資有価証券 322,387 482,425

その他 108,884 129,609

貸倒引当金 △28,325 △28,204

投資その他の資産合計 402,946 583,830

固定資産合計 1,012,384 1,324,072

資産合計 3,690,009 6,743,322

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,361,618 1,383,279

短期借入金 352,998 1,438,987

1年内返済予定の長期借入金 265,074 276,417

1年内償還予定の社債 120,000 20,000

未払法人税等 13,104 42,086

未払金 － 1,837,462

賞与引当金 12,176 16,078

その他 208,723 147,036

流動負債合計 2,333,696 5,161,347

固定負債   

社債 20,000 130,000

長期借入金 683,031 793,451

退職給付引当金 1,400 1,300

その他 12,419 21,212

固定負債合計 716,850 945,963

負債合計 3,050,546 6,107,311
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 △303,756 △310,777

株主資本合計 728,935 721,914

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,386 △8,460

為替換算調整勘定 △96,629 △85,934

評価・換算差額等合計 △99,016 △94,395

新株予約権 5,624 4,193

少数株主持分 3,918 4,297

純資産合計 639,462 636,011

負債純資産合計 3,690,009 6,743,322
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 5,042,027 3,944,269

売上原価 4,425,153 3,433,037

売上総利益 616,873 511,232

販売費及び一般管理費 750,641 816,105

営業損失（△） △133,768 △304,873

営業外収益   

受取利息 1,378 2,883

負ののれん償却額 310,278 －

その他 16,696 6,535

営業外収益合計 328,353 9,419

営業外費用   

支払利息 20,298 25,606

為替差損 11,941 －

持分法による投資損失 2,618 －

その他 2,661 1,620

営業外費用合計 37,520 27,227

経常利益又は経常損失（△） 157,064 △322,681

特別利益   

固定資産売却益 － 30

関係会社株式売却益 － 222,721

投資有価証券売却益 － 121,917

前期損益修正益 2,410 －

その他 － 6,185

特別利益合計 2,410 350,855

特別損失   

前期損益修正損 9,483 19,912

固定資産売却損 371 －

減損損失 － 8,719

のれん償却額 － 45,132

その他 － 1,525

特別損失合計 9,855 75,290

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

149,619 △47,116

法人税、住民税及び事業税 44,168 13,679

法人税等調整額 △11,188 △67,500

法人税等合計 32,979 △53,821

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,421 △315

四半期純利益 115,217 7,020
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当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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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