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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 6,547 △26.8 △554 ― △597 ― △363 ―

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

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 ％ ％ ％

22年3月期 △16,344.49 ― △81.1 △12.5 △8.5

21年3月期 △40,588.58 ― △83.6 △10.7 △7.2

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  △6百万円

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

22年3月期 2,798 279 9.6 12,067.43
21年3月期 6,743 636 9.3 28,233.58

（参考） 自己資本   22年3月期  268百万円 21年3月期  627百万円

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

22年3月期 △267 380 △666 187
21年3月期 △786 △873 1,365 762

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 200.00 200.00 3.2

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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

3,200 △18.9 10 ― 0 ― 90 ― 4,049.31

通期 7,000 6.9 70 ― 40 ― 130 ― 5,849.01
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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） 

(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、32ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 2社 （社名
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

）

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 22,226株 21年3月期 22,226株

② 期末自己株式数 22年3月期  ―株 21年3月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 552 △16.2 △320 ― △299 ― △471 ―

21年3月期 659 △68.8 △6 ― 16 △48.3 △40 ―

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

22年3月期 △21,194.96 ―

21年3月期 △1,955.80 ―

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 1,342 535 39.4 23,772.29
21年3月期 1,845 999 53.9 44,766.38

（参考） 自己資本 22年3月期  528百万円 21年3月期  994百万円

※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。 
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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の経済は、期初より世界同時不況の 悪時の状況を脱し、輸出の増

加や在庫調整の進展により、生産の持ち直しの動きが見られるなど緩やかながら回復に転じました。

しかし、企業収益や雇用情勢の低迷による設備投資や個人消費の低迷など、依然として厳しい状況が

続きました。一方、世界経済は、アジアでは特に中国が景気刺激策の効果により内需拡大を中心に順

調に推移しましたが、欧米は各国の政策効果による景気の底打ちがみられましたものの、依然失業率

が上昇するなど深刻な状況にありました。 

 当社グループの属する電子部品事業業界におきましては、複写機用などのプリント基板で受注の回

復に対応し、引き合いも継続してリーマンショック前の水準まではいかないまでも、順調に回復して

いる反面、急速な円高やデフレ懸念の影響などから、企業間競争の激化が一段と進み厳しい環境が続

きました。 

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 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6,547百万円(前期比26.8％減)、営

業損失554百万円(前期は営業損失641百万円)、経常損失597百万円(前期は経常損失591百万円)、当期

純損失363百万円(前期は当期純損失842百万円)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民生機器を中心に

期末に掛けて回復傾向ではあったものの、依然当連結会計年度のおきましては、当社顧客（大手電

機メーカー）の在庫調整が継続したため、当初想定した売上高の回復までには致しませんでした。 

 さらにリーマンショック以降の売上の落ち込みに対応し、平成21年11月に連結子会社の株式会社

センチュリーエレクトロニクスを売却するとともに、事業部の体制を見直しましたが、売上の回復

が想定より遅れてしまい固定費の削減が達成できず、２期連続で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5,003百万円(前期比 18.5％減)、営業損失154百万

円(前期は営業損失360百万円)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、電子部品事業を中心としたコア事業に経営資源を集中させる

一貫から、当該事業を運営していた連結子会社のエグゼモード株式会社を平成21年９月に売却して

おります。当該事業の撤退に伴い第３四半期以降の売上は発生しておりません。 

 従いまして、前連結会計年度の低迷を引きずった第２四半期までの売上高および損益が当連結会

計年度における経営成績となり、売上高は1,309百万円(前期比 50.5％減)、営業損失79百万円(前

期は営業損失89百万円)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、「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８月に当社へ吸収合併いたしました。さらに、平成21年３月からはLED照明事業を

開始し、少しずつ売上を伸ばしておりましたが、当社の経営資源を電子部品事業およびリアリティ

プロダクツ事業に集中すべく、当連結会計年度内に株式会社シャルレグループへの売却の協議を開

始し、平成22年４月に株式会社シャルレと当社での共同運営という形で合弁会社である株式会社シ

ャルレライテックに営業譲渡いたしました。バイオマスプラスチック事業におきましては、大手製

菓メーカー向けの受注が安定しておりますが、出荷が安定していなかったことから中国からの輸送

コストが想定より掛かってしまい、利益が出ない体質が続いております。当連結会計年度末には、

出荷も安定したこと、および中国のプラスチックシート・ベンダーとの価格交渉が進んだことで、

利益が出る体制になりました。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や、ガ

ソリン価格の乱高下、またエコプロダクツ事業内での経営資源の配分等の影響もあり、立ち上げに

慎重を期したことで、今期売上へ大きく貢献することはできませんでした。これらの事由により、

売上高は235百万円(前期比 71.4％増)、営業損失264百万円(前期は営業損失122百万円)となりまし

た。  

ｄ リアリティプロダクツ事業 

平成21年９月にリアリティプロダクツ事業本部を設立し、３Ｄ関連商品（３Ｄモジュールおよび

３Ｄモニター）の開発を進め、当連結会計年度内での製品販売開始を目指しておりました。当初予

定していた商品企画に合った液晶の調達が困難であり、代替品等も併せて検討を進めてきました

が、発売開始が翌連結会計年度になってしまいました。この結果、当連結会計年度においては開発

コストを中心とした経費が先行したことで、営業損失は89百万円となりました。  

  

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生産の海外移管がさらに進

んだために、厳しい状況にさらされています。平成21年11月に株式会社センチュリーエレクトロニ

クスを売却したことで売上高は前期比47.2％減の307百万円となりました。デジタル商品事業にお

きましては、売却時の第２四半期までの売上高は前期比50.5％減の1,309百万円となりました。ま

た、環境関連事業については、LED照明事業の開始と、７月より大手菓子メーカーへのエコスター

チの販売開始により売上高は235百万円となりました。また、リアリティープロダクツ事業はまだ

開発段階のため、売上には寄与しておりません。 

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45.5％減の1,851百万円となりまし

た。これに対し、営業損失は424百万円（前期は営業損失115百万円）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、平成21年末までは主要日系取引先の在庫調整が残ってお

りましたが、平成22年の当初からは受注に回復の兆しが見えてきております。ただし、平成22年２

月頃からは景気の回復に伴う原材料の値上げが始まり、利益を圧迫しつつあります。また、タイの

基板メーカーに対して、中国製基板の競争力が低下したため売上が伸び悩み、またベトナムでの安

定収益の確保も難しい状況となっております。 

 この結果、当連結会計年度の売上高は前期比15.5％減の4,696百万円となり、営業損失は163百万

円（前期は営業損失448百万円）となりました。 
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④次期の見通し（連結） 

 
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徐々に解消され、中国を含むアジア

地域の景気も順調に伸びてきています。プリント基板業界を取り巻く環境も電子部品の業績回復に伴

い、上向きつつあります。ただし、プリント基板材料価格の上昇が再び始まり、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、業務資本提携を含めた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つつ、既存及び新規事業の業績向上を

図ります。 

 これらの結果、次期の連結業績は、売上高7,000百万円(当期比6.9％増)、経常利益40百万円(当期

は597百万円の経常損失)、当期純利益130百万円(当期は363百万円の当期純損失)を見込んでおりま

す。 

  

⑤中期経営計画等の進捗状況 

当連結会計年度は、当初想定しておりましたデジタル商品事業からリアリティプロダクツ事業に一

部事業転換を図りつつも、既存の電子部品事業及び環境関連事業、を含めた３分野に経営資源を集中

し、事業の拡大を図って参りました。 

 しかしながら中期経営計画の２年度に当たる当連結会計年度（平成22年３月期）は、米国サブプラ

イムローン問題等の後遺症が残る中、売上高6,547百万円、経常損失597百万円、当期純損失363百万

円と大幅に「中期経営計画」の予想を下回る結果となり、さらに継続企業の前提に関する注記事項を

開示しております。 

 当社は当該状況を踏まえ、平成23年３月期以降への業績回復に向け、 

・業務資本提携を含めたグローバルな販売力の強化 

・徹底したコストダウンと競争力の強化 

・収益力の向上 

等、当社グループの強みのより一層の強化を目指し、「中期経営計画」の見直しを進めております。

  

①資産、負債及び純資産の状況 

総資産につきましては、前期比58.5％減の2,798百万円となりました。前連結会計年度中に買収し

た東莞泰山電子有限公司（以下「泰山」）の未収入金が泰山の売主であるKarce International 

Holding Company Limitedグループ（以下「売主グループ」）に帰属することとなり、未収入金が

1,997百万円から66百万円に大幅減額され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と同様に、泰山の買収に伴う未払金が売主グループに帰属することとな

り、未払金が1,837百万円から96百万円に大幅減額されたことが主な要因であります。また、グルー

プの再編により、平成21年９月にエグゼモード株式会社を売却、平成21年11月に株式会社センチュリ

ーエレクトロニクスを売却したことで、KFEグループ全体での短期借入金および長期借入金が大幅に

減少し、負債合計額は前連結会計年度末に比べ3,587百万円減少し、2,519百万円となりました。  

 純資産につきましては、当期純損失363百万円を計上したことにより、356百万円減少し279百万円

となりました。 

  

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日)

平成23年３月期予想 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成23年３月31日)

増減

金額 伸率(％)

売上高(百万円） 6,547 7,000 390 6.9

営業利益又は営業損失(△)(百万円） △ 554 70 624 ―

経常利益又は経常損失(△)(百万円） △ 597 40 637 ―

当期純利益又は当期純損失(△) 
(百万円）

△ 363 130 493 ―

１株当たり当期純利益又は 
１株当たり当期純損失(△)(円)

△ 16,344.49 5,849.01 ― ―

(2) 財政状態に関する分析

KFE JAPAN株式会社 (3061) 平成22年３月期 決算短信
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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、前連結会計年度末に比

べ574百万円減少し、187百万円となりました。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、267百万円の支出超過となりました。それは主として、

税金等調整前当期純損失338百万円の計上によるものです。 

（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、380百万円の収入超過となりました。それは主として、

投資有価証券の売却による収入330百万円の計上によるものです。 

（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、666百万円の支出超過となりました。それは主として、

長期借入金の返済による支出406百万円と短期借入金の返済による支出374百万円の計上によるもの

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。 

  

 当社は、会社の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、株主への還元及び内部

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をとっております。 

 前期において世界経済の後退に伴う消費低迷等により大幅な損失を計上したため、今期は無配とさ

せて頂きました。当連結会計年度につきましては、前々期と同様の１株400円の配当を目指しました

が、前期における当社顧客の在庫調整の影響を受け、電子部品事業が引き続き損失を計上することと

なり、更にLED照明事業及び３Ｄ関連商品を中心としたリアリティプロダクツ事業の新規事業の立ち

上げが遅れたため、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が反転し、また立ち上げが遅れていた新規事

業については、リアリティプロダクツ事業の事業推進の目途が立ち、LED照明事業の売却完了による

収益改善が見込まれることから、１株200円の配当を予定しております。 

  

平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率 32.0 9.3 9.6

時価ベースの自己資本比率 24.6 6.9 20.1

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には、下記の事

項が考えられます。 

 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

のリスクが存在し発生する可能性もあります。これらのリスクの発生が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22年５月18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 

 当連結会計期間における当社グループ全体の売上高の27.4%がキヤノングループ製品向け売上

高（注）となっておりますが、キヤノングループ全体において昨年１２月決算時に在庫調整を促

進したこともあり、電子部品事業におけるキヤノングループへの売上依存比率は低減されており

ます。しかしながら、当社グループ全体としては、キヤノングループとの取引のなかったデジタ

ル商品事業から撤退したことにより、キヤノン向けの売上依存比率が昨年より若干増加しており

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、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る品質安定に努めております。しかしながら、商品の密度化、難

度化の傾向が高まる中で、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 

 高騰が続いていた原油や銅など各種原材料の価格は、平成20年度からのサブプライム問題から

波及した世界経済の失速により一時値下がりに転じて、当社が中国の協力工場から調達する商品

の仕入れ価格も落ち着きをみせておりましたが、平成22年に入り再び原材料が高騰に転じつつあ

ります。仕入れ価格の高騰分を顧客に転嫁するために、今後当社グループは顧客に対する値上げ

交渉を行いますが、顧客に全額の転嫁ができない場合には、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、為替変動によって、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ドル建て債権における差額が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もあります。当社としては、企業経

営の健全性により取引採算を確定し、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っ

て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 

 当社グループ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、平成20

年６月27日及び平成21年６月26日にそれぞれ開催した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22年３月31日現在の新株予約権の目的となる株式の数は3,646株であり、発行済株式

22,226株の16.4％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、当社グループの成長を促進するために、他社への資本参加及び他社との業務

提携を行っております。 

 但し、それらの投資が営業面・財務面において、我々の見込み通り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 

 平成20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始動には至りませんでした。バイオマス

プラスチックについては、製菓メーカー向けの受注が安定しているものの、空輸での出荷等にか

かる高いコストにより、当初は売上総利益が得られませんでしたが、中国のシート・ベンダーと

の交渉の末、利益を確保できる状況になりました。 

 また、平成21年10月に３Ｄ関連商品を中心に開発・販売を行うリアリティプロダクツ事業部を

設立いたしましたが、当初の予定より開発スケジュールが遅延したことにより、当連結会計年度

中の販売開始には至りませんでした。３Ｄ製品への関心・需要の高まりを受け、今後は当該事業

を軌道に乗せ利益を確保したいと考えます。但し、計画どおりにこれらの新規事業の運営が進行

しなかった場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

  

 当社グループの当連結会計年度の売上高は6,547百万円となり、前連結会計年度比では26.8％の

大幅な減収となったため、営業損失は554百万円、経常損失は597百万円、当期純損失は363百万円

となり、２期連続の経常損失を計上し、営業活動によるキャッシュ・フローでは267百万円のマイ

ナスを計上しました。  

 上記のように、当社グループにおいて継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる状況が存

在しております。  

 連結財務諸表の提出会社である当社は、当該状況を改善するために、「収益力の強化」及び「資

金繰りの見直し」について取り組んでおります。 

・「収益力の強化」  

 当社はこれまで、事業の「育成」と「撤退」の選別を行い、収益改善に向け取り組んでまいりま

した。その取り組みの一つとして、環境関連事業が挙げられます。平成21年１月にエコバイク事業

部とバイオマスプラスチック事業部をエコプロダクツ事業部として統合し、その後開始したLED照

明事業も平成21年６月に同事業部に統合しエコプロダクツ事業本部としたことで、当社グループが

環境関連事業を効率よく運営する体制にいたしました。なお、LED照明事業については、事業の立

ち上げが当初予定より大幅に遅れたこともあり、平成22年４月に株式会社シャルレの子会社である

株式会社シャルレライテックに営業譲渡いたしました。今後、同社を株式会社シャルレと当社の合

弁会社として両社で共同運営を行い、更なる市場の拡大を目指すこととなりました。  

 また、事業基盤の選択と集中を推進し、当社設立当初から前連結会計年度において当社の成長を

牽引してきた電子部品事業、並びに環境意識の高まりとともに今後の市場規模拡大が見込まれる環

境関連事業に注力するために、デジタル家電事業の中核子会社であったエグゼモード株式会社を平

成21年９月に売却し、プリント基板の開発会社である株式会社センチュリーエレクトロニクスを平

成21年11月に売却いたしました。  

 更に、平成20年９月に買収した東莞泰山電子有限公司（以下「泰山」）の営業部をKFE HONG 

KONG CO., LIMITED（以下「KFE HKG」）に統合したことにより、KFE HKGを当社の営業拠点、泰山

を製造拠点として位置づけ、それら拠点の役割を明確にいたしました。それにより、KFE HKGが獲

得した受注を自社工場である泰山への生産委託に効率よく繋げ、機会ロスを少なくしております。

このように、当社のコア事業である電子部品事業の収益力回復のために取り組んでおります。  

・「資金繰りの見直し」  

 当社の資金の状況を鑑み、返済条件等について主要金融機関と協議すると共に、第三者割当増資

による資金調達を早急に実施し、財務体質を安定化する予定であります。  

 しかし、これらの対応策に関しては、計画どおりに推進できない可能性もあり、現時点では継続

企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。  

 なお、連結財務諸表は、継続企業を前提として作成しており、上記のような重要な不確実性の影

響を連結財務諸表には反映しておりません。 

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等
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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６社（KFE HONG KONG 

CO.,LIMITED他５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] 
 

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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[デジタル部品事業] 

デジタル商品事業のエグゼモード株式会社は、平成21年９月30日付で当社が保有する全株式をフリ

ービット株式会社に譲渡したために、さらに、株式会社センチュリーエレクトロニクスは、平成21年

11月30日付で当社が保有する全株式を株式会社エスイーシーに譲渡したため、連結の範囲から除外い

たしました。 これにより、当連結会計年度末においてはデジタル商品事業は、事業を行っておりま

せんので、当該事業の事業系統図は記載を省略しております。 

  

[環境関連事業] 

当連結会計年度において、環境関連事業のECO SMILE PLUS株式会社は、平成21年８月１日付で当社

と合併したため、連結の範囲から除外いたしました。  
 

[リアリティプロダクツ事業] 

平成21年９月にリアリティプロダクト事業本部を設立し、３Ｄ関連商品（３Ｄモジュールおよび３

Ｄモニター）の開発を進めておりますが、当連結会計年度末時点での事業系統は確定しておりません

ので、記載を省略しております。 
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 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）」を企業理念とし、 

「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・モデルによって、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

プ等の解消を図り、双方の橋渡しとしての役割を果たし、わが国のエレクトロニクス産業の発展に寄与

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７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 

④ＱＡセンターの品質管理機能の強化 

⑤内部統制を含む経営管理機能の強化 

⑥コア事業である電子部品事業を中心とした事業の集中と選択 

⑦商社である強みを生かしつつ、自社工場との連携を強化 

 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、多品種の供給、短納期での納品、高品質及び低コストの実現を行う営業体制、調達

体制の構築を目指し、それにより安定した収益基盤の確立及び売上高営業利益率の向上を実現すること

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およびタイに有しており、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。それに加えて、平成20年に買収した東莞泰山電子有限公司が当社グルー

プ内に加わったことで、純粋な商社機能だけでは応じきれなかった顧客ニーズにも対応できるようにな

りました。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）に、ＱＡセン

ターの品質管理機能を有機的に結び付けることにより、当社の工場運営においても顧客ニーズへの柔軟

な対応が可能となりました。このような当社グループの特色を活かしながら、グループの協業に一層注

力し、グローバルな事業展開、業績の向上に努めてまいります。  

一方で、平成21年８月にECO SMILE PLUS株式会社を吸収合併し、また同年９月にエクゼモード株式会

社を、同年11月に株式会社センチュリーエレクトロニクスを完全に売却したことで、当社創業以来のコ

ア事業である電子部品事業の収益力強化を図り、顧客である電気機器メーカー等の製品需要も改善して

おりますので、引き続き事業の集中化を行ってまいります。  

今後、当社独自の経験及びネットワークを通して、上記のようなビジネスモデルを一段と強化してま

いりますが、更に戦略的パートナーとの業務提携、当社のコア事業におけるシナジー効果構築に繋がる

資本出資及びM&Aなどについても、必要に応じて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、消費が低迷している上に、国際的な価格競争は一

段と熾烈さを増しておりますが、その反面、高騰していた原材料価格は消費の低迷により一定の落ち着

きをみせております。当社の顧客である日系メーカーへの販売において、大幅な在庫調整の煽りを受

け、平成22年２月の売上額は大きく落ち込みましたが、同年２月を底として顧客からの引き合いは徐々

に増えており、収益環境は順調に改善していく兆しが見えております。 

 また、環境関連事業において事業の柱であったLED照明事業を、平成22年４月に株式会社シャルレの

子会社に売却し、同社を株式会社シャルレと当社の合弁会社として、両社で運営していくこととなりま

した。昨今の環境意識の高まりを受け、環境関連事業は引き続き注目を浴びていることから、LED照明

事業以外の同事業の商材についても、収益環境の改善に努めてまいります。 

このような状況の中で、当社グループは事業の更なる飛躍のために、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  

今後予想される消費者のニーズの多様化・高度化、それらに柔軟に対応するための業務量の増加に

伴い、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、利益率が高く、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に、中国の協力工場との協業関係を通じて、低価格

商品の調達及び生産を更に推進いたします。また、増加している販売費、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

客の要求水準の高度化に対し、迅速に対応してまいります。当社グループは、本社において平成19年

７月にISO9001、平成20年４月にISO14001の認証をそれぞれ取得しております。 

  

(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21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 952,868 257,960

受取手形及び売掛金 1,571,253 1,158,896

商品及び製品 758,021 290,750

仕掛品 32,472 23,288

原材料及び貯蔵品 49,504 55,409

未収入金 1,997,982 66,710

繰延税金資産 8,387 －

その他 59,974 76,300

貸倒引当金 △11,214 △10,659

流動資産合計 5,419,250 1,918,656

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 186,905 178,533

減価償却累計額 △5,717 △15,257

建物及び構築物（純額） 181,188 163,275

機械装置及び運搬具 379,216 408,394

減価償却累計額 △56,483 △134,794

機械装置及び運搬具（純額） 322,733 273,600

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 17,826

その他 120,893 62,398

減価償却累計額 △91,333 △52,185

その他（純額） 29,560 10,212

有形固定資産合計 551,710 464,915

無形固定資産

のれん 67,683 14,760

その他 120,848 46,639

無形固定資産合計 188,531 61,400

投資その他の資産

投資有価証券 482,425 320,095

長期貸付金 42,236 2,614

繰延税金資産 6,565 －

その他 80,806 79,889

貸倒引当金 △28,204 △48,728

投資その他の資産合計 583,830 353,871

固定資産合計 1,324,072 880,187

資産合計 6,743,322 2,798,844
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,383,279 1,214,419

短期借入金 1,438,987 358,221

1年内返済予定の長期借入金 276,417 173,802

1年内償還予定の社債 20,000 120,000

リース債務 6,057 4,997

未払法人税等 42,086 3,612

未払金 1,837,462 96,797

賞与引当金 16,078 8,889

その他 140,979 80,705

流動負債合計 5,161,347 2,061,445

固定負債

社債 130,000 10,000

長期借入金 793,451 437,399

リース債務 13,034 3,512

繰延税金負債 4,397 4,185

退職給付引当金 1,300 1,900

その他 3,780 1,291

固定負債合計 945,963 458,288

負債合計 6,107,311 2,519,734

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 △310,777 △674,050

株主資本合計 721,914 358,642

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △8,460 △3,996

為替換算調整勘定 △85,934 △86,435

評価・換算差額等合計 △94,395 △90,431

新株予約権 4,193 7,237

少数株主持分 4,297 3,662

純資産合計 636,011 279,110

負債純資産合計 6,743,322 2,798,844
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(2)【連結損益計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 8,951,308 6,547,950

売上原価 8,003,051 5,694,703

売上総利益 948,257 853,247

販売費及び一般管理費 1,589,521 1,407,793

営業損失（△） △641,264 △554,546

営業外収益

受取利息 2,548 4,165

受取配当金 1,280 43

受取手数料 － 4,000

負ののれん償却額 123,664 －

その他 12,472 20,421

営業外収益合計 139,965 28,631

営業外費用

支払利息 47,629 36,322

為替差損 30,053 33,393

持分法による投資損失 6,836 －

その他 5,930 1,544

営業外費用合計 90,449 71,260

経常損失（△） △591,747 △597,175

特別利益

固定資産売却益 － 30

貸倒引当金戻入額 － 344

投資有価証券売却益 － 168,197

関係会社株式売却益 84,000 222,721

特別利益合計 84,000 391,293

特別損失

前期損益修正損 － 19,912

固定資産売却損 2,977 －

固定資産除却損 1,793 53

減損損失 － 63,902

貸倒引当金繰入額 24,962 －

のれん償却額 － 45,132

投資有価証券評価損 244,379 2,563

投資有価証券売却損 － 561

特別損失合計 274,112 132,126

税金等調整前当期純損失（△） △781,860 △338,007

法人税、住民税及び事業税 50,468 16,722

法人税等調整額 9,457 9,367

法人税等合計 59,925 26,090

少数株主利益 1,117 △825

当期純損失（△） △842,903 △363,272
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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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 469,010 521,846

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 521,846 521,846

資本剰余金

前期末残高 458,010 510,846

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 510,846 510,846

利益剰余金

前期末残高 539,946 △310,777

当期変動額

剰余金の配当 △7,820 －

当期純損失（△） △842,903 △363,272

当期変動額合計 △850,723 △363,272

当期末残高 △310,777 △674,050

株主資本合計

前期末残高 1,466,966 721,914

当期変動額

新株の発行 105,672 －

剰余金の配当 △7,820 －

当期純損失（△） △842,903 △363,272

当期変動額合計 △745,050 △363,272

当期末残高 721,914 358,642

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 12,460 △8,460

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△20,920 4,464

当期変動額合計 △20,920 4,464

当期末残高 △8,460 △3,996

為替換算調整勘定

前期末残高 △90,004 △85,934

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

4,069 △500

当期変動額合計 4,069 △500

当期末残高 △85,934 △86,435
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

評価・換算差額等合計

前期末残高 △77,543 △94,395

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△16,851 3,963

当期変動額合計 △16,851 3,963

当期末残高 △94,395 △90,431

新株予約権

前期末残高 1,932 4,193

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,260 3,043

当期変動額合計 2,260 3,043

当期末残高 4,193 7,237

少数株主持分

前期末残高 3,386 4,297

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 911 △635

当期変動額合計 911 △635

当期末残高 4,297 3,662

純資産合計

前期末残高 1,394,742 636,011

当期変動額

新株の発行 105,672 －

剰余金の配当 △7,820 －

当期純損失（△） △842,903 △363,272

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13,679 6,371

当期変動額合計 △758,729 △356,900

当期末残高 636,011 279,110
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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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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損失（△） △781,860 △338,007

減価償却費 86,546 110,782

減損損失 － 63,902

のれん償却額 14,237 52,922

負ののれん償却額 △123,664 －

株式報酬費用 2,260 3,043

貸倒引当金の増減額（△は減少） 30,001 32,021

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,947 △5,545

退職給付引当金の増減額（△は減少） △500 900

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △12,639 －

受取利息及び受取配当金 △3,829 △4,209

為替差損益（△は益） 28,097 34,581

支払利息 47,629 36,322

社債発行費償却 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 △30

固定資産除却損 1,793 2,824

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 244,379 △167,314

関係会社株式売却損益（△は益） △84,000 △222,721

売上債権の増減額（△は増加） 270,637 3,988

たな卸資産の増減額（△は増加） △76,307 △72,916

未収入金の増減額（△は増加） － 1,804,803

その他の流動資産の増減額（△は増加） 176,019 △3,254

仕入債務の増減額（△は減少） △163,365 133,519

未払金の増減額（△は減少） － △1,604,698

その他の流動負債の増減額（△は減少） △276,386 △41,372

その他 △34,515 △9,430

小計 △638,067 △189,888

利息及び配当金の受取額 3,609 3,661

利息の支払額 △45,954 △35,683

法人税等の支払額 △106,418 △45,276

営業活動によるキャッシュ・フロー △786,830 △267,186
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 △115,400 －

定期預金の払戻による収入 15,615 120,000

有形固定資産の取得による支出 △62,256 △52,090

有形固定資産の売却による収入 3,581 918

無形固定資産の取得による支出 △36,718 －

投資有価証券の取得による支出 △328,113 －

投資有価証券の売却による収入 － 330,345

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取得によ
る収入

50,590 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

－ △6,136

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入

－ 5,193

関係会社株式の売却による収入 84,000 －

貸付けによる支出 △30,560 △19,000

貸付金の回収による収入 1,273 1,494

その他 △1,994 △523

投資活動によるキャッシュ・フロー △873,513 380,200

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） 667,927 △374,861

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △3,141 △5,187

長期借入れによる収入 831,860 140,254

長期借入金の返済による支出 △108,939 △406,600

社債の償還による支出 △120,000 △20,000

株式の発行による収入 105,672 －

配当金の支払額 △7,820 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,365,559 △666,395

現金及び現金同等物に係る換算差額 △30,097 △21,526

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △324,882 △574,908

現金及び現金同等物の期首残高 1,087,663 762,781

現金及び現金同等物の期末残高 762,781 187,873
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   前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

    該当事項はありません。 

  

   当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 当社グループの当連結会計年度の売上高は6,547百万円となり、前連結会計年度比では26.8％の

大幅な減収となったため、営業損失は554百万円、経常損失は597百万円、当期純損失は363百万円

となり、２期連続の経常損失を計上し、営業活動によるキャッシュ・フローでは267百万円のマイ

ナスを計上しました。  

 上記のように、当社グループにおいて継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる状況が存

在しております。  

 連結財務諸表の提出会社である当社は、当該状況を改善するために、「収益力の強化」及び「資

金繰りの見直し」について取り組んでおります。 

・「収益力の強化」  

 当社はこれまで、事業の「育成」と「撤退」の選別を行い、収益改善に向け取り組んでまいりま

した。その取り組みの一つとして、環境関連事業が挙げられます。平成21年１月にエコバイク事業

部とバイオマスプラスチック事業部をエコプロダクツ事業部として統合し、その後開始したLED照

明事業も平成21年６月に同事業部に統合しエコプロダクツ事業本部としたことで、当社グループが

環境関連事業を効率よく運営する体制にいたしました。なお、LED照明事業については、事業の立

ち上げが当初予定より大幅に遅れたこともあり、平成22年４月に株式会社シャルレの子会社である

株式会社シャルレライテックに営業譲渡いたしました。今後、同社を株式会社シャルレと当社の合

弁会社として両社で共同運営を行い、更なる市場の拡大を目指すこととなりました。  

 また、事業基盤の選択と集中を推進し、当社設立当初から前連結会計年度において当社の成長を

牽引してきた電子部品事業、並びに環境意識の高まりとともに今後の市場規模拡大が見込まれる環

境関連事業に注力するために、デジタル家電事業の中核子会社であったエグゼモード株式会社を平

成21年９月に売却し、プリント基板の開発会社である株式会社センチュリーエレクトロニクスを平

成21年11月に売却いたしました。  

 更に、平成20年９月に買収した東莞泰山電子有限公司（以下「泰山」）の営業部をKFE HONG 

KONG CO., LIMITED（以下「KFE HKG」）に統合したことにより、KFE HKGを当社の営業拠点、泰山

を製造拠点として位置づけ、それら拠点の役割を明確にいたしました。それにより、KFE HKGが獲

得した受注を自社工場である泰山への生産委託に効率よく繋げ、機会ロスを少なくしております。

このように、当社のコア事業である電子部品事業の収益力回復のために取り組んでおります。  

・「資金繰りの見直し」  

 当社の資金の状況を鑑み、返済条件等について主要金融機関と協議すると共に、第三者割当増資

による資金調達を早急に実施し、財務体質を安定化する予定であります。  

 しかし、これらの対応策に関しては、計画どおりに推進できない可能性もあり、現時点では継続

企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。  

 なお、連結財務諸表は、継続企業を前提として作成しており、上記のような重要な不確実性の影

響を連結財務諸表には反映しておりません。 

  

(5)【継続企業の前提に関する注記】
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(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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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  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。

(1)連結子会社の数  ６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. 

 JET MASTER LIMITED 

 東莞泰山電子有限公司 

 KFE(SUZHOU) CO.,LTD. 

 

 ECO SMILE PLUS株式会社は、平

成21年８月１日付で当社と合併し

たため、また、エグゼモード株式

会社は、平成21年９月30日付で当

社が保有する全株式をフリービッ

ト株式会社に譲渡したため、さら

に、株式会社センチュリーエレク

トロニクスは、平成21年11月30日

付で当社が保有する全株式を株式

会社エスイーシーに譲渡したた

め、それぞれ連結子会社に該当し

なくなりました。 

 ただし、エグゼモード株式会社

及び株式会社センチュリーエレク

トロニクスについては第２四半期

連結累計期間末までの期間に係る

損益について、連結財務諸表に含

めております。

２．持分法の適用に関する事

項

 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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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.、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。

同左

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

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。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 

 主に総平均法

ｂ 原材料

 総平均法。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。

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。

   

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。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。

 

 

ｂ 原材料

 総平均法。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。

ｃ 貯蔵品

 終仕入原価法

KFE JAPAN株式会社 (3061) 平成22年３月期 決算短信

- 23 -



  

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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

  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

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   ３～40年 

 機械装置及び運搬具  １～12年 

 

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。 

 

② 無形固定資産(リース資産を除く)

  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。 

 なおリース取引開始日がリース会

計基準適用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によってい

ます。

③ リース資産

  同左

(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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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

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
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(5) 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

(6) 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

 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。

 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。

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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【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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。 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書）

１．前連結会計年度において営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他の流動資産の増減額（△は増

加）」に含めておりました「未収入金の増減額（△は

増加）」は、重要性が増したため、当連結会計年度に

おいては区分掲記することに変更しました。 

 なお、前連結会計年度の「その他の流動資産の増減

額（△は増加）」に含まれている「未収入金の増減額

（△は増加）」は、△223,642千円であります。

２．前連結会計年度において営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他の流動負債の増減額（△は減

少）」に含めておりました「未払金の増減額（△は減

少）」は、重要性が増したため、当連結会計年度にお

いては区分掲記することに変更しました。 

 なお、前連結会計年度の「その他の流動負債の増減

額（△は減少）」に含まれている「未払金の増減額

（△は減少）」は、△354,031千円であります。
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前連結会計年度(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 

当連結会計年度より、環境関連及びその他事業(ソフトウェア等)に参入いたしましたので、事業の種類別セグ

メントを新設しております。 

３ 資産のうち、消去及び管理部門にかかる資産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。 

  

(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)

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 74,818 4,774 1,552 ― 81,145 5,400 86,546

資本的支出 496,536 6,934 15,809 ― 519,280 49,632 568,913
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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) リアリティプロダクツ事業…３Ｄ関連商品 

(5) その他事業……………………ソフトウェア等 

当連結会計年度より、リアリティプロダクツ事業に参入いたしましたので、事業の種類別セグメントを新設し

ております。 

３ 資産のうち、消去及び管理部門にかかる資産又は全社の項目に含めた全社資産（329,756千円）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。 

  

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)

リアリティ
プロダクツ

事業

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

5,003,709 1,309,071 235,170 ― ― 6,547,950 ― 6,547,950

(2) セグメント間の 
  内部売上高又は

振替高
300,746 118,034 △61,505 ― 23 357,299 (357,299) ―

計 5,304,456 1,427,105 173,664 ― 23 6,905,250 (357,299) 6,547,950

営業費用 5,459,027 1,506,757 437,844 89,477 28 7,493,136 (390,639) 7,108,338

営業損失(△) △154,571 △79,652 △264,179 △89,477 △5 △587,885 33,339 △554,546

Ⅱ 資産、減価償却費
及び資本的支出

資産 2,201,630 ― 261,740 3,615 2,101 2,469,087 329,756 2,798,844

減価償却費 30,043 2,644 7,474 ― ― 40,162 10,686 50,848

資本的支出 45,604 669 4,854 ― ― 51,128 977 52,106
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前連結会計年度(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。 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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。 

  

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

3,395,811 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

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

1,851,381 4,696,569 6,547,950 ― 6,547,950

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

213,020 144,279 357,299 (357,299) ―

計 2,064,402 4,840,848 6,905,250 (357,299) 6,547,950

営業費用 2,488,558 5,004,577 7,493,136 (390,639) 7,108,338

営業損失(△) △424,156 △163,729 △587,885 33,339 △560,387

Ⅱ 資産 1,342,025 1,988,065 3,330,090 (531,246) 2,798,844
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前連結会計年度(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。 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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) 5,555,497 5,555,497

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(％)

62.1 62.1

アジア 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 4,777,666 4,777,666

Ⅱ 連結売上高(千円) ― 6,547,950

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

73.0 73.0
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
   

２ １株当たり当期純損失金額 

 
  

(１株当たり情報)

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 28,233.58円 １株当たり純資産額 12,067.43円

１株当たり当期純損失金額（△） △40,588.58円 １株当たり当期純損失金額（△） △16,344.49円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい
ては、１株当たり当期純損失であり、また希薄化効果を
有している潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい
ては、１株当たり当期純損失であり、また希薄化効果を
有している潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。

項目
前連結会計年度

(平成21年３月31日)
当連結会計年度

(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額 (千円) 636,011 279,110

純資産の部の合計額から控除する金額
（千円）

8,491 10,899

 (うち新株予約権）（千円） ( 4,193) ( 7,237)

 (うち少数株主持分）（千円） ( 4,297) ( 3,662)

普通株式に係る期末の純資産額 (千円) 627,519 268,210

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)

22,226 22,226

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

連結損益計算書上の当期純損失（△）
(千円)

△842,903 △363,272

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る当期純損失(△) (千円) △842,903 △363,272

普通株式の期中平均株式数(株) 20,767 22,226

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５種類 
(新株予約権の数3,349個)

新株予約権６種類  
(新株予約権の数3,646個)
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連結貸借対照表関係、連結損益計算書関係、連結株主資本等変動計算書関係、連結キャッシュ・フ

ロー計算書関係、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。 

(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

―――――――― （事業譲渡と当該譲渡先への出資について）

 当社は、平成22年４月15日開催の取締役会におきまし

て、株式会社シャルレ（以下「シャルレ」という）と共

同でLED照明の販売・レンタルに係る事業（以下「LED事

業」という）について、同社と協議を進めることを決議

し、同年４月28日付で基本合意書を締結し、同年４月30

日付で事業譲渡先である株式会社シャルレライテック

（シャルレの子会社）の株式を取得いたしました。

１．目的及び内容 

 当社が昨年度より環境関連事業として推進してきまし

たLED事業について、シャルレとの意向が一致し、両社

がLED事業を合弁事業として運営していくことにより当

該事業の拡大をより迅速に推進することが可能であり、

更には顧客の獲得及び顧客サポート体制も向上できるた

め。

 基本合意の内容は、当社のLED事業をシャルレの子会

社に事業譲渡し、当社が当該子会社の株式の一部を取得

する。また、当社は、LED事業の運営に必要な資産を当

該子会社に譲渡する。

２．譲渡した相手会社の名称 

  株式会社シャルレライテック

３．譲渡した事業の内容・規模

  LED事業 

  当連結会計年度の売上高 204百万円

４．譲渡の時期  平成22 年４月30日

５．譲渡価額   410百万円   

６．株式の取得について 

  第三者割当増資の引受の概要  

   発行株式数 3,980株  

   増資後発行済株式総数 7,980株  

   発行価額 １株につき50,000円  

   発行総額 199百万円  

   払込期日 平成22年４月30日  

   割当先 当社  

   増資前持株比率 シャルレ100％ 当社0％  

   増資後持株比率 シャルレ50.13％ 当社49.87％

(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21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 613,617 100,876

受取手形 16,365 11,297

売掛金 155,864 235,497

商品及び製品 11,769 190,952

原材料及び貯蔵品 1,437 4,708

前払費用 5,854 3,764

繰延税金資産 8,387 －

短期貸付金 99,585 64,843

未収還付法人税等 － 19,770

その他 12,820 1,484

貸倒引当金 △600 △23,963

流動資産合計 925,101 609,231

固定資産

有形固定資産

建物 7,147 7,021

減価償却累計額 △3,345 △3,890

建物（純額） 3,802 3,131

車両運搬具 24,429 11,686

減価償却累計額 △4,254 △6,759

車両運搬具（純額） 20,175 4,926

工具、器具及び備品 10,724 7,492

減価償却累計額 △6,916 △4,646

工具、器具及び備品（純額） 3,808 2,845

有形固定資産合計 27,786 10,903

無形固定資産

特許実施権 35,833 －

商標権 491 409

ソフトウエア 35,282 4,382

無形固定資産合計 71,607 4,792

投資その他の資産

投資有価証券 359,721 320,095

関係会社株式 398,267 366,680

長期貸付金 32,614 2,614

従業員に対する長期貸付金 323 －

破産更生債権等 344 45,833

長期前払費用 371 2,828

繰延税金資産 6,565 －

差入保証金 19,796 27,068

長期未収入金 19,924 －

その他 10,922 705

貸倒引当金 △28,201 △48,728

投資その他の資産合計 820,650 717,098

固定資産合計 920,044 732,794

資産合計 1,845,146 1,342,025
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 58,552 157,604

短期借入金 200,000 12,000

1年内返済予定の長期借入金 78,236 117,978

1年内償還予定の社債 20,000 120,000

未払金 15,009 79,518

未払費用 4,574 5,696

未払法人税等 39,665 2,254

預り金 2,024 2,074

賞与引当金 7,632 8,889

その他 169 3,332

流動負債合計 425,864 509,349

固定負債

社債 130,000 10,000

長期借入金 285,330 283,883

退職給付引当金 1,000 1,900

その他 3,780 1,291

固定負債合計 420,110 297,075

負債合計 845,975 806,424

純資産の部

株主資本

資本金 521,846 521,846

資本剰余金

資本準備金 510,846 510,846

資本剰余金合計 510,846 510,846

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △29,254 △500,333

利益剰余金合計 △29,254 △500,333

株主資本合計 1,003,438 532,358

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △8,460 △3,996

評価・換算差額等合計 △8,460 △3,996

新株予約権 4,193 7,237

純資産合計 999,171 535,600

負債純資産合計 1,845,146 1,342,025
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(2)【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高

商品及び製品売上高 371,519 396,163

手数料収入 176,602 156,467

その他の売上高 111,329 53

売上高合計 659,452 552,685

売上原価

商品及び製品期首たな卸高 11,042 11,769

当期商品及び製品仕入高 259,157 492,937

合計 270,200 504,707

他勘定振替高 － 8,063

商品及び製品期末たな卸高 14,867 209,042

商品評価損 3,097 18,113

売上原価合計 258,430 305,715

売上総利益 401,021 246,969

販売費及び一般管理費 407,252 567,423

営業損失（△） △6,230 △320,453

営業外収益

受取利息 2,728 5,484

有価証券利息 371 －

受取配当金 1,042 43

受取手数料 49,674 34,307

その他 1,514 718

営業外収益合計 55,330 40,553

営業外費用

支払利息 5,742 13,085

社債利息 2,375 1,547

社債発行費償却 636 －

貸倒引当金繰入額 1,327 －

為替差損 20,378 4,296

支払保証料 1,651 824

営業外費用合計 32,112 19,753

経常利益又は経常損失（△） 16,986 △299,654

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 344

関係会社株式売却益 81,480 －

特別利益合計 81,480 344
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

特別損失

前期損益修正損 － 16,925

固定資産売却損 2,977 －

固定資産除却損 1,612 53

減損損失 － 64,018

貸倒引当金繰入額 24,962 －

投資有価証券売却損 － 561

投資有価証券評価損 60,388 2,563

関係会社株式売却損 － 64,266

関係会社整理損 － 11,266

特別損失合計 89,940 159,655

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 8,525 △458,965

法人税、住民税及び事業税 44,472 2,746

法人税等調整額 4,669 9,367

法人税等合計 49,141 12,113

当期純損失（△） △40,616 △471,079
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(3)【株主資本等変動計算書】

（単位：千円）

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 469,010 521,846

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 521,846 521,846

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 458,010 510,846

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 510,846 510,846

資本剰余金合計

前期末残高 458,010 510,846

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 510,846 510,846

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 19,181 △29,254

当期変動額

剰余金の配当 △7,820 －

当期純損失（△） △40,616 △471,079

当期変動額合計 △48,436 △471,079

当期末残高 △29,254 △500,333

利益剰余金合計

前期末残高 19,181 △29,254

当期変動額

剰余金の配当 △7,820 －

当期純損失（△） △40,616 △471,079

当期変動額合計 △48,436 △471,079

当期末残高 △29,254 △500,333

株主資本合計

前期末残高 946,201 1,003,438

当期変動額

新株の発行 105,672 －

剰余金の配当 △7,820 －

当期純損失（△） △40,616 △471,079

当期変動額合計 57,236 △471,079

当期末残高 1,003,438 532,358
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（単位：千円）

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 △2,198 △8,460

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△6,262 4,464

当期変動額合計 △6,262 4,464

当期末残高 △8,460 △3,996

評価・換算差額等合計

前期末残高 △2,198 △8,460

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△6,262 4,464

当期変動額合計 △6,262 4,464

当期末残高 △8,460 △3,996

新株予約権

前期末残高 1,932 4,193

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,260 3,043

当期変動額合計 2,260 3,043

当期末残高 4,193 7,237

純資産合計

前期末残高 945,935 999,171

当期変動額

新株の発行 105,672 －

剰余金の配当 △7,820 －

当期純損失（△） △40,616 △471,079

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,001 7,508

当期変動額合計 53,235 △463,570

当期末残高 999,171 535,600
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   前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

    該当事項はありません。 

  

   当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

当社の当事業年度の売上高は552百万円となり、営業損失は320百万円、経常損失は299百万円、当

期純損失は471百万円となり、２期連続の営業損失及び当期純損失を計上しました。  

 上記のように、当社において継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる状況が存在しており

ます。  

財務諸表の提出会社である当社は、当該状況を改善するために、「収益力の強化」及び「資金繰り

の見直し」について取り組んでおります。 

・「収益力の強化」  

 当社はこれまで、事業の「育成」と「撤退」の選別を行い、収益改善に向け取り組んでまいりまし

た。その取り組みの一つとして、環境関連事業が挙げられます。平成21年１月にエコバイク事業部と

バイオマスプラスチック事業部をエコプロダクツ事業部として統合し、その後開始したLED照明事業

も平成21年６月に同事業部に統合しエコプロダクツ事業本部としたことで、当社グループが環境関連

事業を効率よく運営する体制にいたしました。なお、LED照明事業については、事業の立ち上げが当

初予定より大幅に遅れたこともあり、平成22年４月に株式会社シャルレの子会社である株式会社シャ

ルレライテックに営業譲渡いたしました。今後、同社を株式会社シャルレと当社の合弁会社として両

社で共同運営を行い、更なる市場の拡大を目指すこととなりました。  

 また、事業基盤の選択と集中を推進し、当社設立当初から前事業年度において当社の成長を牽引し

てきた電子部品事業、並びに環境意識の高まりとともに今後の市場規模拡大が見込まれる環境関連事

業に注力するために、デジタル家電事業の中核子会社であったエグゼモード株式会社を平成21年９月

に売却し、プリント基板の開発会社である株式会社センチュリーエレクトロニクスを平成21年11月に

売却いたしました。  

 更に、平成20年９月に買収した東莞泰山電子有限公司（以下「泰山」）の営業部をKFE HONG KONG 

CO., LIMITED（以下「KFE HKG」）に統合したことにより、KFE HKGを当社の営業拠点、泰山を製造拠

点として位置づけ、それら拠点の役割を明確にいたしました。それにより、KFE HKGが獲得した受注

を自社工場である泰山への生産委託に効率よく繋げ、機会ロスを少なくしております。このように、

当社のコア事業である電子部品事業の収益力回復のために取り組んでおります。  

・「資金繰りの見直し」  

 当社の資金の状況を鑑み、返済条件等について主要金融機関と協議すると共に、第三者割当増資に

よる資金調達を早急に実施し、財務体質を安定化する予定であります。  

 しかし、これらの対応策に関しては、計画どおりに推進できない可能性もあり、現時点では継続企

業の前提に関する重要な不確実性が認められます。  

 なお、財務諸表は、継続企業を前提として作成しており、上記のような重要な不確実性の影響を財

務諸表には反映しておりません。 

  

(4)【継続企業の前提に関する注記】
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