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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第29期 第30期 第31期 第32期 第33期

決算年月 平成23年3月 平成24年3月 平成25年3月 平成26年3月 平成27年3月

売上高 （百万円） 38,970 38,679 38,330 41,258 45,375

経常利益 （百万円） 1,137 1,919 807 980 1,050

当期純利益 （百万円） 1,413 814 15 438 227

包括利益 （百万円） 1,370 776 56 701 306

純資産額 （百万円） 9,717 10,348 10,276 10,805 10,925

総資産額 （百万円） 39,208 39,324 39,371 42,226 42,649

1株当たり純資産額 （円） 199.40 212.31 210.14 221.61 223.97

1株当たり当期純利益 （円） 29.03 16.73 0.32 9.00 4.68

潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 24.8 26.3 26.0 25.6 25.6

自己資本利益率 （％） 15.6 8.1 0.2 4.2 2.1

株価収益率 （倍） 4.8 9.6 425.0 19.2 44.0

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
（百万円） 1,795 2,092 2,206 685 2,379

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
（百万円） △3,802 △1,017 △1,806 △1,012 330

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
（百万円） 146 △1,202 △865 518 △2,415

現金及び現金同等物の期末

残高
（百万円） 8,841 8,677 8,427 8,842 9,357

従業員数
（人）

2,054 2,126 2,208 2,238 2,256

（外、平均臨時雇用者数） (530) (481) (365) (322) (350)

　（注）1．売上高には消費税等は含まれておりません。

2．潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第29期 第30期 第31期 第32期 第33期

決算年月 平成23年3月 平成24年3月 平成25年3月 平成26年3月 平成27年3月

売上高 （百万円） 13,772 18,032 20,466 19,792 21,149

経常利益 （百万円） 675 2,241 808 88 481

当期純利益 （百万円） 639 2,348 313 35 250

資本金 （百万円） 4,358 4,358 4,358 4,358 4,358

発行済株式総数 （株） 52,279,051 52,279,051 52,279,051 52,279,051 52,279,051

純資産額 （百万円） 9,384 11,586 11,754 11,653 11,733

総資産額 （百万円） 28,760 29,788 29,508 29,629 29,187

1株当たり純資産額 （円） 192.76 237.98 241.42 239.35 241.01

1株当たり配当額

（円）

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

（内1株当たり中間配当

額）
(－) (－) (－) (－) (－)

1株当たり当期純利益 （円） 13.13 48.24 6.45 0.72 5.15

潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 32.6 38.9 39.8 39.3 40.2

自己資本利益率 （％） 7.0 22.4 2.7 0.3 2.1

株価収益率 （倍） 10.5 3.3 21.1 240.3 40.0

配当性向 （％） 22.8 6.2 46.5 416.7 58.3

従業員数
（人）

553 549 546 545 541

（外、平均臨時雇用者数） (76) (80) (56) (41) (48)

　（注）1．売上高には消費税等は含まれておりません。

2．潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２【沿革】

年月 事項

昭和58年 7月 電子機器、工業用ロボットの設計及び一般電化製品の販売を目的として、長野県上伊那郡南箕輪
村89番地1に株式会社キョウデン（資本金1,500千円）を設立

昭和59年 6月 プリント配線基板メーカー「株式会社伸光製作所」の協力工場として、プリント配線基板の一部
製造、並びに検査業務を開始

昭和60年 3月 長野県上伊那郡南箕輪村に工場を新設、プリント配線基板の製造を開始

昭和60年11月 設計から製造までの一貫メーカーとして、多品種少量プリント配線基板の製造・販売を開始

昭和61年 8月 長野県上伊那郡南箕輪村6213番地1に本社を移転

平成 2年 4月 長野県上伊那郡箕輪町に工場を新設（現本社工場）

平成 2年 5月 長野県上伊那郡箕輪町大字三日町482番地1に本社を移転

平成 3年 9月 株式会社小金井物産（形式上の存続会社）と合併

平成 5年 2月 昭和鉱業株式会社（現昭和ＫＤＥ株式会社）の第三者割当増資にて資本参加

平成 9年 9月 日本証券業協会に株式を店頭登録

平成10年 2月 昭和エレクトロニクス株式会社（キョウデンエレクトロニクス株式会社に社名変更）を設立、株
式会社キョウデンビーアンドオー（株式会社イー・システムズに社名変更）の全株式を取得

平成10年 9月 本社工場で国際品質保証規格であるISO9001の認証取得

平成11年 3月 東京証券取引所市場第二部に株式を上場

平成13年 7月 株式会社九九プラスの第三者割当増資引受、同社を連結子会社化

平成13年 9月 本社工場の隣接地に第二工場を新設

平成13年10月 子会社である株式会社イー・システムズを吸収合併

平成13年12月 トーエイ電資株式会社及びTOEI DENSHI (THAILAND) CO.,LTD.（現KYODEN (THAILAND)
CO.,LTD.）を連結子会社化

平成14年 3月 本社工場で環境マネジメントシステムの国際規格ISO14001の認証取得

平成14年 6月 キョウデンエレクトロニクス株式会社を清算し、同社工場を当社の茨城工場として開設

平成14年 8月 更生会社株式会社長崎屋（現株式会社長崎屋）の第三者割当増資引受、同社を連結子会社化

平成15年 6月 旧日本エレクトロニクス株式会社より、当社子会社が営業譲受

平成16年11月 子会社である昭和鉱業株式会社（現昭和ＫＤＥ株式会社）が富士機工電子株式会社（現株式会社
キョウデン大阪）の新株予約権を行使し、同社を連結子会社化

平成19年 3月 子会社である株式会社九九プラスが第三者割当増資を行ったことにより持分法適用関連会社へ異
動

平成19年 4月 子会社であるトーエイ電資株式会社を吸収合併

平成19年10月 子会社である株式会社長崎屋の株式を売却

平成20年 7月 株式会社アイレックスより新設分割した株式会社キョウデンファインテックの全株式を取得し、
同社を連結子会社化

平成20年 9月 持分法適用関連会社である株式会社九九プラスの株式を売却

平成22年 3月 子会社である昭和ＫＤＥ株式会社の株式公開買付を実施

平成22年 8月 子会社である昭和ＫＤＥ株式会社を完全子会社化

平成22年12月 子会社である富士機工電子株式会社（現株式会社キョウデン大阪）の全株式を取得し、同社を完
全子会社化

平成23年 1月 子会社である株式会社キョウデンファインテックから「プリント配線基板事業」を事業譲受

平成23年 3月 子会社である日本エレクトロニクス株式会社及び株式会社キョウデンビジネスパートナーを吸収
合併し、新たに日エレ株式会社（現株式会社キョウデン東北）を設立

平成24年12月 子会社である昭和ＫＤＥ株式会社が、株式会社エトー商事及び株式会社エトーインダストリーの
株式を取得し、同社を連結子会社化

平成25年 5月 子会社である富士機工電子株式会社（現株式会社キョウデン大阪）の堺工場及び美原工場の生産
機能を大阪工場（大阪府泉大津市）へ集約
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３【事業の内容】

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、株式会社キョウデン（以下「当社」という。）、連結子会社8社、

持分法適用非連結子会社2社、持分法適用関連会社1社及び非連結子会社1社により構成され、事業は電子事業、工業

材料事業及びその他（主としてEV事業）を営んでおります。当社グループが営んでいる主な事業内容と事業を構成し

ている当社及び重要な関係会社の当該事業における位置付けは、次のとおりであります。なお、当社グループの事業

区分は「第5　経理の状況　1　連結財務諸表　（1）連結財務諸表　注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一で

あります。

区分 主要製品又は事業の内容 会社

電子事業 プリント配線基板

製造

販売

当社、

㈱キョウデン大阪、

KYODEN (THAILAND) CO., LTD.

製造 ㈱キョウデン東北

販売 KYODEN HONG KONG LTD.

工業材料事業
硝子長繊維用原料、耐火物、

混和材、農薬原料

製造

販売

昭和ＫＤＥ㈱、

福建嘉和玻璃繊維材料有限公司

その他 EV事業 販売 当社
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４【関係会社の状況】

名称 住所 資本金
主 要 な
事業内容

議決権
の所有
割　合
（％）

関係内容

役員の兼任

資金援助
（百万円）

債務保証
（百万円）

営業上
の取引

設備の
賃貸借

当　社
役　員
（名）

当　社
従業員
（名）

（連結子会社）           

昭和KDE株式会社
　　　　　 （注）2、4

東京都
豊島区

百万円

2,820

工業材料
事業

100.0 3 － － － なし あり

 株式会社
 キョウデン大阪
　　　　　　（注）2

大阪府

泉大津市

百万円

100
電子事業 100.0 3 2 － －

製品の
加工他

なし

株式会社
キョウデン東北
　　　　　 （注）2

福島県
いわき市

百万円

100
電子事業 100.0 3 1 － －

製品の
加工他

あり

KYODEN
(THAILAND)
CO.,LTD.（注）2、3、4

タイ王国
百万タイバーツ

823
電子事業

100.0

(100.0)
1 4 1,258 4,214

製品の
加工他

なし

KYODEN
HONG KONG LTD.（注）2

香港
百万香港ドル

234
電子事業 100.0 1 － － 67

製品の
販売他

なし

その他3社           

（持分法適用関連会社）           

福建嘉和玻璃繊維材料有
限公司　　　（注）3

中国
百万元

36

工業材料
事業

37.5

(37.5)
1 － － － なし なし

　（注）1．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。

2．昭和ＫＤＥ株式会社、株式会社キョウデン大阪、株式会社キョウデン東北、KYODEN(THAILAND)CO.,LTD.及び

KYODEN HONG KONG LTD.は特定子会社に該当しております。

3．議決権の所有割合の（　）内は、間接所有で内数となっております。

4. 昭和ＫＤＥ株式会社及びKYODEN(THAILAND)CO.,LTD.については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除

く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

 
売上高

（百万円）
経常損益
（百万円）

当期純損益
（百万円）

純資産額
（百万円）

総資産額
（百万円）

　昭和KDE㈱ 　8,040 641 △77 4,489 8,842

　KYODEN
(THAILAND)
CO.,LTD.

14,795 △159 △157 414 9,542
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５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

平成27年3月31日現在
 

セグメントの名称 従業員数（人）

電子事業 2,017 (328)

工業材料事業 201 (16)

全社（共通） 38 (6)

合計 2,256 (350)

　（注）1．従業員数は就業人員（当社グループ（当社及び連結子会社）からグループ外への出向者を除き、グループ外

から当社グループへの出向者を含んでおります。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社から

の派遣社員、季節工は含んでおります。）は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

2．全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

 

 (2）提出会社の状況

平成27年3月31日現在
 

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

541(48) 40.2 12.2 5,229

 

セグメントの名称 従業員数（人）

電子事業 503 (42)

全社（共通） 38 (6)

合計 541 (48)

　（注）1．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含んでおります。）であ

り、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工は含んでおります。）は（　）内に

年間の平均人員を外数で記載しております。

2．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

3．全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

(3）労働組合の状況

　当社には労働組合は結成されておりませんが、連結子会社1社には労働組合があり、平成27年3月31日現在におけ

る組合員数は140名であります。

　なお、労使関係は円満に推移しております。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

　 当連結会計年度における世界経済は、中国経済の成長率低下が続くものの、米国経済が企業の業績回復に伴う

雇用環境の改善や個人消費の拡大等を背景として堅調に推移し、欧州経済においても景気の持ち直しが見られる

など、全体として緩やかな回復基調が続いております。一方、わが国経済におきましては、経済対策・金融政策

の効果により円安株高基調が続くなか、企業の生産・収益が回復し、設備投資も増加の傾向にあります。また、

個人消費においても、消費税率の引き上げに伴う駆け込み需要の反動減の影響を受けたものの、雇用環境の改善

に伴う雇用者所得の増加により徐々に回復するなど、全体として景気は緩やかに回復しました。

 　このような環境のもと、当社グループにおきましては、電子事業、工業材料事業の売上は、いずれについても

全体的に堅調に推移し、当連結会計年度の売上高は前年同期比10.0％増の45,375百万円、営業利益は前年同期比

8.8％増の1,414百万円、経常利益は前年同期比7.2％増の1,050百万円となりました。一方、当期純利益は当社連

結子会社が鉱業権を有していた休廃止鉱山の集積場に係る地震対策の支出に備えるため、発生見込額360百万円

を特別損失として計上したほか、税制改正等の影響もあり、前年同期比48.0％減の227百万円となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

（電子事業）

電子事業におきましては、主力のプリント配線基板関連の国内売上が、試作・開発もの、多品種・小ロッ

トもの、短納期要請の高いものを中心に堅調に推移し、実装の販売も順調でありました。また、ASEAN市場

を中心に車載関連の需要が堅調であったことで、海外での売上高が伸びました。

この結果、売上高は前年同期比13.2％増の36,353百万円、セグメント利益は前年同期比2.6％増の792百万

円となりました。

（工業材料事業）

工業材料事業におきましては、混和材が天候不順や工事の伸びの鈍化により前年を下回ったものの、主力

製品である硝子長繊維原料と耐火物、それ以外では原料仕入販売の売上が堅調に推移し、一方で生産効率化

やコスト削減に努めました。

この結果、売上高は前年同期比0.5％減の9,007百万円、セグメント利益は前年同期比12.2％増の687百万

円となりました。

(2）キャッシュ・フロー

　　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の当連結会計年度末残高は9,357百万

円（前連結会計年度は8,842百万円）となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により得られた資金は2,379百万円（前連結会計年度は685百万円の獲得）となりました。これは

主に、税金等調整前当期純利益435百万円、減価償却費1,630百万円及びその他の引当金の増加額360百万円

によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により得られた資金は330百万円（前連結会計年度は1,012百万円の使用）となりました。これは

主に、固定資産の取得による支出1,177百万円、固定資産の売却による収入1,462百万円によるものでありま

す。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により使用した資金は2,415百万円（前連結会計年度は518百万円の獲得）となりました。これは

主に、借入金の純減少額1,314百万円、リース債務の返済による支出816百万円及び配当金の支払額147百万

円によるものであります。
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２【生産、受注及び販売の状況】

工業材料事業及びその他の生産・販売品目は広範囲かつ多種多様であり、同種の製品であっても、その容量、構

造、形式等は必ずしも一様ではないため生産規模及び受注規模を金額又は数量で示すことはしておりません。

(1）生産実績

　当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当連結会計年度

（自　平成26年4月 1日
　至　平成27年3月31日）

前年同期比（％）

電子事業　　　　　　　（百万円） 36,103 111.7

　（注）1．金額は販売価格によっております。

2．セグメント間取引については相殺消去しております。

3．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

　当連結会計年度の受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

当連結会計年度
（自　平成26年4月 1日
　至　平成27年3月31日）

受注高（百万円） 前年同期比（％）
受注残高
（百万円）

前年同期比（％）

電子事業 36,664 110.7 4,332 107.7

　（注）1．金額は販売価格によっております。

2．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）販売実績

　当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当連結会計年度

（自　平成26年4月 1日
　至　平成27年3月31日）

前年同期比（％）

電子事業　　　　　　　（百万円） 36,353 113.2

工業材料事業　　　　　（百万円） 9,007 99.5

その他　　　　　　　　（百万円） 15 15.4

合計　　　　　　　　　（百万円） 45,375 110.0

　（注）1．金額は販売価格によっております。

2．セグメント間の取引については相殺消去しております。

3．前連結会計年度及び当連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

は、当該割合が100分の10未満のため記載を省略しております。

4．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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３【対処すべき課題】

　① 電子事業

国内では、従来からの設計から実装組立までの一貫対応に加えて、M&Aにより、新たに意匠・機構部品加

工までの機能を兼ね備えたワンストップソリューションの事業体への進化を図ってまいります。また、引

き続き回路開発や各種解析サービス、部品調達力等の強化によって、国内の少量多品種領域においての

シェア拡大を進めてまいります。さらに、重要戦略業種として、堅調な成長市場である「医療分野」「航

空宇宙分野」及び拡大市場である「車載分野」の3業種への拡販に取り組んでまいります。

海外では、タイ工場を基点としてより広範な地域の需要にも応えるべく、車載分野を中心にグローバル

な活動を展開してまいります。

 

② 工業材料事業

既存商品の拡販、コスト競争力の強化、新商品・新技術の開発、シナジーの期待できる企業との提携な

どにより業容の拡大を図ります。併せて、将来の基幹製品を育成すべく、長年培ってきた無機鉱物に関す

るノウハウを基盤として、大学との産学共同による研究・製品開発を含めた各種機能性材料や土木建築材

料の研究開発に継続して注力してまいります。
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４【事業等のリスク】
　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以下のようなものがあ
ります。
　なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであり
ます。
　また、以下の記載は本株式への投資に関連するリスクをすべて網羅するものではありません。

①災害について
地震等の自然災害や事故等によって、生産拠点及び設備等が壊滅的に損害を被る可能性があります。ま

た、操業が中断し、売上高が低下、更に、生産拠点等の修復に巨額の費用が発生する可能性があり、当社グ
ループの業績及び財務状況等に悪影響を及ぼす可能性があります。

 
②価格競争

電子事業の主要顧客であります電子機器等完成品メーカーは、グローバル化の進展に伴い、製品に組み込
むプリント配線基板について、高い品質と短納期が求められる試作基板製造は国内企業に任せる一方、量産
基板製造は、マーケットを背景に持つ中国・アジア諸国等の海外拠点・企業に主に委託してコストを削減す
る経営にシフトしております。このような状況において当社グループは、量産基板の製造においては高付加
価値基板の製造技術の確立と短納期多品種中小ロットの製造に注力してまいりますが、電子機器等完成品
メーカーの部品調達が海外にシフトすることにより、生産が大幅に減少する可能性があります。試作基板製
造においては顧客の高い信頼を得て、マーケットにおける強い競争力を維持してきました。しかし、今後海
外拠点・企業での製造技術の向上により、海外での試作基板製造が行われる可能性があり、当社グループの
業績及び財務状況等に悪影響を及ぼす可能性があります。

③材料・部品等の調達
電子事業で使用する材料や部品の調達については、当社グループ各社において調達コストを下げる一方、

リスク分散も踏まえた戦略的購買により安定的な調達に向けて努力しております。しかし、市場環境により
価格の高騰や予定数量が調達できず、生産効率の低下や納期遅延が発生するおそれがあり、当社グループの
業績及び財務状況等に悪影響を及ぼす可能性があります。

④為替レートの変動
電子事業における当社グループ企業のうち一部は、海外地域に生産・営業拠点を保有しております。当該

会社の収益、費用、資産、負債の現地通貨建て項目は、連結財務諸表作成のために円換算しておりますの
で、換算時の為替相場によっては当社グループの業績及び財務状況等に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑤技術革新スピードへの対応
電子事業において、高機能化・小型薄型化に対応した先端技術、環境に配慮した技術の確立は、将来の成

長と収益確保のための必須条件であります。新規技術への対応において競合他社に遅れをとり、或いは重要
な経営資源を投下して取得した技術が市場の需要に合致しなかった場合には、将来の成長と収益性を低下さ
せ、当社グループの業績及び財務状況等に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑥顧客データ管理
電子事業における顧客データの管理については、製造用データ管理サーバーを設置し、専任の責任者を配

し、保守及び管理を実施しております。サーバーは、外部とは隔離しており、外部からのアクセスは出来な
いことはもちろんのこと社内に関しても接続制限を設けております。データの取り出しはＣＡＭ作業者には
許可していますが、保管・削除は特定作業者のみに限定しております。しかし、上記の対策を実施していて
も、営業段階を含め従業員等の不法行為若しくは重大な過失により顧客データが流出した場合には、顧客か
らの信頼性の低下を招き、当社グループの業績及び財務状況等に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑦原材料の調達
工業材料事業の原材料調達を中国を中心とする海外からの輸入に大きく依存しておりますが、輸出国にお

ける資源保護、環境関連規制の動向や産業・貿易政策などにより、原材料の調達が困難となる事態が想定さ
れ、その場合には当社グループの業績及び財務状況等に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑧特定の取引先への依存について
工業材料事業は、工業材料の販売を主要業務としており、その販売先は特定の大口需要先に偏る傾向があ

ります。このため、当該販売先の原料・部品調達方針の変更が、当社グループの業績及び財務状況等に影響
を及ぼす可能性があります。

⑨環境保全と稼働中の鉱山の管理について
工業材料事業の各事業所において関連法令に基づき環境保全、安全対策及び公害防止に努めるとともに休

廃止鉱山において鉱山保安法に基づき堆積場の保全や坑廃水による水質汚濁防止等に努めておりますが、自
然災害の発生や法令の改正によっては新たな管理費用、処理費用負担が発生し、当社グループの業績及び財
務状況等に悪影響を及ぼす可能性があります。
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５【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

 

６【研究開発活動】

　当社グループは、プリント配線基板の製造技術、工業材料事業に関する機能性材料や高付加価値加工製品の開

発及び電気自動車等を研究開発しております。

　当連結会計年度における研究開発費は338百万円でありますが、各セグメント別の研究の内容及び研究開発費

は次のとおりであります。

（1）電子事業

電子事業においては、地球環境問題への関心が益々高まる中で、環境調和型ビルドアップ基板の研究開発

に取り組んでおり、その中心となるのが、先進のメッキ技術とエッチング技術の融合がもたらすFACT（FKD'S

Advanced Chemical Technology）であります。FACTは基板の軽薄短小化、放熱性など極めて優れた特性を

持っており、当該工法を生かした高輝度LED基板や大電流基板等の研究開発を進めております。

なお、当セグメントの研究開発費は205百万円であります。

 

（2）工業材料事業

工業材料事業においては、長年に亘り蓄積してきた無機鉱物に関するノウハウ、人材や鉱物の粉砕、混

合、成形、焼成の各種技術・設備などを生かせる領域に的を絞り、大学との産学共同による研究・製品開発

を含めた各種機能性材料や土木建築材料の研究開発に取り組んでおります。

なお、当セグメントの研究開発費は133百万円であります。
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末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）重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されてお

ります。この連結財務諸表の作成に当たりまして、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

51年大蔵省令第28号）に基づいております。

当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5　経理の状況　1　連結財務諸表等」の「連結財

務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。

（2）当連結会計年度の経営成績の分析

①売上高の概況につきましては、「第2　事業の状況　1　業績等の概要 (1) 業績」に記載のとおりであります。

②営業損益

営業利益は、8.8％増の1,414百万円となり、前連結会計年度に比べ114百万円の増加となりました。

国内電子事業につきましては、販売面において2014年4月からの消費税増税が当社の受注にそれほど大きく影響

しなかったことや、当社の得意とする試作小中ロット分野を中心に受注が比較的好調に推移したこと、生産面にお

いては設備投資等による作業の自動化を推進してきたことなどが奏功し、増益となっております。また海外電子事

業につきましては、タイ工場のキャパシティを増やしたことによる一定の増産効果があったものの、現地人件費の

高騰や、顧客からの品質・仕様の要求が次第に高度化してきていることへの対応によるコスト増が要因となり、減

益となりました。工業材料事業につきましては、前期好調だった混和材関連の販売が天候不順等により落ち込んだ

影響もありましたが、主力である硝子長繊維原料及び耐火物関連の販売が堅調であったことや、これに対する採算

是正・コスト削減等の取り組みが増益に寄与しております。

③経常損益

経常利益は、7.2％増の1,050百万円となり、前連結会計年度に比べ70百万円の増加となりました。

営業外収益としては主に一昨年度来の円安による為替差益の影響、営業外費用としては主に支払利息が含まれて

おります。

④税金等調整前当期純損益

税金等調整前当期純利益は、42.9％減の435百万円となり、前連結会計年度に比べ326百万円の減少となりまし

た。特別損失としては、主に工業材料事業における休廃止鉱山の地震対策に対する支出が見込として計上されてお

ります。

⑤当期純損益

上記の結果として、当期純利益は、48.0％減の227百万円となり、前連結会計年度に比べ210百万円の減少となり

ました。

（3）経営成績に重要な影響を与える要因について

「第2　事業の状況　4　事業等のリスク」に記載のとおりであります。

（4）経営戦略の現状と見通し

当社グループといたしましては、これらの状況を踏まえて以下の対策を図ってまいります。

① 電子事業

　 当社はTSP（トータル・ソリューション・プロバイダー：完全一貫支援体制）としての事業領域の拡大を経営

戦略の主要な柱としております。

　 国内では、従来からの設計から実装組立までの一貫対応に加えて、M&Aにより、新たに意匠・機構部品加工ま

での機能を兼ね備えたワンストップソリューションの事業体への進化を図ってまいります。また、引き続き回

路開発や各種解析サービス、部品調達力等の強化によって、国内の少量多品種領域においてのシェア拡大を進

めてまいります。さらに、重要戦略業種として、堅調な成長市場である「医療分野」「航空宇宙分野」及び拡

大市場である「車載分野」の3業種への拡販に取り組んでまいります。

　 海外では、タイ工場を基点としてより広範な地域の需要にも応えるべく、車載分野を中心にグローバルな活

動を展開してまいります。

 

② 工業材料事業

　 無機鉱物に関するノウハウを生かして新商品・新技術の開発に取り組み、販売先の分散・拡大を図る一方で

シナジーの期待できる企業との提携などにより規模の拡大のみならず、収入源の多角化を追求していきます。

また、原石の調達対策として、原料調達先、調達国の多様化に努めております。
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（5）資本の財源及び資金の流動性についての分析

① 資産、負債及び純資産の状況

 当連結会計年度末の総資産は42,649百万円（前年同期比423百万円増）となりました。流動資産は27,074百万円

（前年同期比1,347百万円増）、固定資産は15,575百万円（前年同期比924百万円減）となっております。流動資産

の主な増加要因は、現金及び預金の増加（前年同期比475百万円増）受取手形及び売掛金の増加（前年同期比483百

万円増）及び原材料及び貯蔵品の増加（前年同期比154百万円増）であります。また、固定資産の主な減少要因

は、有形固定資産の減少（前年同期比679百万円減）及び繰延税金資産の減少（前年同期比77百万円減）によるも

のであります。

　当連結会計年度末の負債は31,723百万円（前年同期比302百万円増）となりました。流動負債は19,788百万円

（前年同期比231百万円増）、固定負債は11,935百万円（前年同期比71百万円増）となっております。流動負債の

主な増減要因は、支払手形及び買掛金の減少（前年同期比308百万円減）及び未払金等による流動負債その他の増

加（前年同期比613百万円増）であります。また、固定負債の主な増減要因は、長期借入金の減少（前年同期比554

百万円減）、退職給付に係る負債の増加（前年同期比226百万円増）及びその他の引当金の増加（前年同期比360百

万円増）によるものであります。

当連結会計年度末の純資産は10,925百万円（前年同期比120百万円増）となりました。純資産の主な増加要因

は、利益剰余金の増加（前年同期比41百万円増）及び為替換算調整勘定の増加（前年同期比81百万円増）でありま

す。

② キャッシュ・フローの状況

「第2　事業の状況　1　業績等の概要 (2) キャッシュ・フロー」に記載の通りであります。

（参考指標）  
 

 平成24年3月期 平成25年3月期 平成26年3月期 平成27年3月期

自己資本比率（％） 26.3 26.0 25.6 25.6

時価ベースの自己資本比率（％） 19.9 16.8 19.9 23.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 8.9 8.7 31.9 8.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 5.9 6.4 1.8 6.1

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／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

　（注）　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。

株式時価総額は自己株式を除く期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。営業キャッ

シュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しておりま

す。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すべての負債を対象

としております。また、支払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の支払利息の支払額を使用して

おります。

（6）経営者の問題認識と今後の方針について

「第2　事業の状況　3　対処すべき課題」に記載のとおりであります。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当社グループは、事業基盤の拡大を図るため1,933百万円の設備投資を実施しております。

　電子事業においては、生産効率化を図るために、1,768百万円の設備投資を実施いたしました。

　工業材料事業においては、ロボットの導入を含め主として生産効率の維持・向上を目的として165百万円の設備投

資を実施いたしました。

 

２【主要な設備の状況】

　当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

(1）提出会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成27年3月31日現在

事業所名
（所在地）

セグメントの
名　　　　称

設備の内容

帳簿価額（百万円）

従業員数
（人）建物及び

構 築 物

機械装置
及　　び
運 搬 具

土地
(面積㎡)

リース資産 その他 合計

長野工場
（長野県上伊那郡箕輪町）

電子事業
プリント配線
基板製造設備等

1,100 102
923

(34,727)
842 20 2,989

275
(30)

横浜工場
（横浜市都筑区）

電子事業
統括業務及び
プリント配線
基板製造設備等

96 47
730

(6,055)
199 10 1,083

132
(20)

いわき工場
（福島県いわき市）

電子事業
プリント配線
基板製造設備等

35 24
205

(22,020)
219 3 488

6
(－)

茨城工場
（茨城県北茨城市）

電子事業
プリント配線
基板製造設備等

7 12
277

(21,913)
17 0 315

－
(－)

　（注）1．帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であり、建設仮勘定を含めておりません。
なお、金額には消費税等は含まれておりません。

2．従業員数の（　）は、臨時従業員数を外書しております。
3．いわき工場及び茨城工場の設備は、㈱キョウデン東北へ賃貸しているものであり、従業員数においては提出

会社の人数のみ記載しております。

(2）国内子会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成27年3月31日現在

会社名
事業所名
（所在地）

セグメントの
名　 　　 称

設備の内容

帳簿価額（百万円）
従業員
数

（人）
建物及び
構築物

機械装置
及　　び
運 搬 具

土地
(面積㎡)

リース資産 その他 合計

 
昭和ＫＤＥ㈱

 

安芸津工場

（広島県東広島市）
工業材料事業

耐火物

製造設備等
93 218

188

(20,403)
－ 26 526

64

(9)

日光フバサミ工場

（栃木県日光市）
工業材料事業

硝子長繊

維用原料

製造設備等

110 53
211

(169,078)
11 1 389

26

(－)

日光今市工場

（栃木県日光市）
工業材料事業

硝子長繊

維用原料

製造設備等

53 53
19

(12,874)
6 3 136

16

(－)

 
㈱キョウデン

大阪

 

大阪工場
（大阪府泉大津市）

電子事業

プリント

配線基板

製造設備等

535 105
470

(10,640)
449 11 1,572

178

(60)

貝塚工場
（大阪府貝塚市）

電子事業

プリント

配線基板

製造設備等

76 7
57

(1,585)
1 1 143

17

(6)

　（注）1．帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であり、建設仮勘定を含めておりません。
なお、金額には消費税等は含まれておりません。

　　　　2．従業員数の（　）は、臨時従業員数を外書しております。
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(3）在外子会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成27年12月31日現在

会社名
事業所名
（所在地）

セグメントの
名　　　　称

設備の

内　容

帳簿価額（百万円）
従業員
数

（人）
建物及び
構 築 物

機械装置

及　　び

運 搬 具

土地
(面積㎡)

リース資産 その他 合計

KYODEN

(THAILAND)CO.,LTD.

タイ工場
（タイ王国
チョンブリ）

電子事業

プリント

配線基板

製造設備等

584 706
430

(91,983)
1,625 543 3,890

979

(136)

　（注）1．帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であり、建設仮勘定を含めておりません。
なお、金額には消費税等は含まれておりません。

2．従業員数の（　）は、臨時従業員数を外書しております。
 

３【設備の新設、除却等の計画】

　当社グループの設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しておりま

す。設備計画は原則的に連結会社各社が個別に策定しておりますが、計画策定に当たっては当社において調整を

図っております。

　なお、当連結会計年度末現在における重要な設備の新設の計画は次のとおりであります。

重要な設備の新設

会社名
事業所名

所在地
セグメン
トの名称

設備の内容

投資予定金額
資金調達
方　　法

着手及び完了予定年月
完了後の
増加能力総額

（百万円）
既支払額
（百万円）

着手 完了

㈱キョウデン

長野工場

長野県

上伊那郡

箕輪町

電子事業
プリント配線基

板製造設備等
400 －

自己資本

借入金

リース

平成27年4月 平成28年3月 （注）

㈱キョウデン

横浜工場

横浜市

都筑区
電子事業

統括業務及びプ

リント配線基板

製造設備等

400 －

自己資本

借入金

リース

平成27年4月 平成28年3月 （注）

昭和ＫＤＥ㈱

日光フバサミ工場

栃木県

日光市

工業材料事

業

硝子長繊維用原

料製造設備等
300 －

自己資本

借入金

リース

平成27年4月 平成28年3月 （注）

㈱キョウデン大阪

大阪工場

大阪府

泉大津市
電子事業

プリント配線基

板製造設備等
200 －

自己資本

借入金

リース

平成27年4月 平成28年3月 （注）

　（注） 完成後の増加能力につきましては、合理的に算定できませんので記載しておりません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 200,000,000

計 200,000,000

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数（株）

（平成27年3月31日）
提出日現在発行数（株）
（平成27年6月26日）

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協
会名

内容

普通株式 52,279,051 52,279,051 東京証券取引所市場第二部
単元株式数

100株

計 52,279,051 52,279,051 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金
増減額

（百万円）

資本金
残高

（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成19年4月 1日～

平成20年3月31日
38,000 52,279,051 6 4,358 6 3,159

　（注） 新株予約権の行使による増加であります。
 

（６）【所有者別状況】

平成27年3月31日現在
 

区分

株式の状況（1単元の株式数100株）
単元未満
株式の状況
（株）

政府及び
地方公共
団　　体

金融機関
金融商品取
引業者

その他
の法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 9 26 39 15 8 4,779 4,876 －

所有株式数

　 （単元）
－ 35,048 10,684 157,121 4,760 234 314,899 522,746 4,451

所有株式数

の割合（％）
－ 6.70 2.04 30.06 0.91 0.05 60.24 100 －

　（注）1．自己株式3,592,570株は、「個人その他」に35,925単元及び「単元未満株式の状況」に70株を含めて記載して
おります。

2．「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が50単元含まれております。
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（７）【大株主の状況】

  平成27年3月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社クラフト 東京都港区赤坂3丁目17-1 15,325 29.31

橋本　浩 東京都品川区 14,615 27.95

日本トラスティ・サービス

信託銀行株式会社（信託口）
東京都中央区晴海1丁目8-11 1,437 2.74

株式会社商工組合中央金庫 東京都中央区八重洲2丁目10-17 907 1.73

星川　輝 大阪府八尾市 650 1.24

キョウデン従業員持株会 長野県上伊那郡箕輪町大字三日町482番地1 369 0.70

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番10号 363 0.69

松井証券株式会社 東京都千代田区麹町1丁目4番地 337 0.64

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 332 0.63

橋本　修 東京都品川区 326 0.62

計 － 34,664 66.30

　（注）上記の他、当社所有の自己株式3,592千株（6.87％）があります。
 

（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成27年3月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
普通株式

3,592,500
－ －

完全議決権株式（その他）　（注）
普通株式

48,682,100
486,821 －

単元未満株式
普通株式

4,451
－

1単元（100株）

未満の株式

発行済株式総数 52,279,051 － －

総株主の議決権 － 486,821 －

　（注）　「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が5,000株含まれております。また、
「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数50個が含まれております。

②【自己株式等】

平成27年3月31日現在
 

所有者の氏名
又 は 名 称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合　計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の　割　合（％）

㈱キョウデン
長野県上伊那郡
箕輪町大字三日町
482番地1

3,592,500 － 3,592,500 6.87

計 － 3,592,500 － 3,592,500 6.87

 

（９）【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 40 7,160

当期間における取得自己株式 － －

 （注）当期間における保有自己株式数には、平成27年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

りによる株式は含まれておりません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ

た取得自己株式
－ － － －

その他 － － － －

保有自己株式数 3,592,570 － 3,592,570 －

 （注）当期間における保有自己株式数には、平成27年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
りによる株式は含まれておりません。
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３【配当政策】

　当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定

した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。

 当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」

旨を定款に定めております。

　当事業年度の期末配当につきましては、取締役会で決議いたしました。

　当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定

めております。

　その他に、基準日を定めて剰余金の配当ができる旨を定款に定めておりますが、毎事業年度における配当の回数に

つきましては、当面の間、年一回を基本として考えております。

　当事業年度の配当につきましては、1株当たり3円（中間配当0円）を実施いたしました。

　なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額（百万円） 1株当たり配当額（円）

平成27年5月15日

取締役会決議
146 3

 

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第29期 第30期 第31期 第32期 第33期

決算年月 平成23年3月 平成24年3月 平成25年3月 平成26年3月 平成27年3月

最高（円） 189 178 164 321 232

最低（円） 85 98 110 115 160

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成26年10月 11月 12月 平成27年1月 2月 3月

最高（円） 206 202 200 219 221 215

最低（円） 173 188 183 191 204 203

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
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５【役員の状況】

男性9名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

代表取締役

社　　　長
 山口　鐘畿 昭和41年9月25日生

平成 2年 4月

平成12年 4月

平成15年 4月

平成19年 2月

平成19年 6月

平成20年 6月

平成21年 4月

平成23年 5月

平成23年 6月

 

平成23年 6月

平成24年 6月

 

平成24年 6月

平成24年 6月

平成24年12月

 

平成25年 6月

㈱神戸製鋼所入社

当社入社

組立製造部長

KDGものづくり統括室長

執行役員

取締役

品質保証本部長

製造本部長

富士機工電子㈱（現㈱キョウデン
大阪）取締役

常務取締役

日本エレクトロニクス㈱（現㈱

キョウデン東北）取締役（現任）

昭和KDE㈱取締役

代表取締役社長（現任）

富士機工電子㈱（現㈱キョウデン
大阪）取締役会長（現任）

昭和KDE㈱代表取締役会長

（現任）

(注)5 13

常務取締役 海外事業本部長 森　　清隆 昭和31年3月7日生

昭和54年 4月

平成 4年11月

平成 9年 4月

平成14年 6月

平成21年 6月

平成23年 6月

 

平成24年11月

 

平成25年 4月

平成26年 6月

㈱愛工機器製作所入社

当社入社

事業推進本部長

執行役員

取締役

KYODEN HONG KONG LTD.

Director（現任）

KYODEN (THAILAND) CO., LTD.

Managing Director（現任）

海外事業本部長（現任）

常務取締役（現任）

(注)5 0

取　締　役 製造本部長 永沼　　弘 昭和39年1月7日生

昭和57年 4月

昭和62年 1月

平成13年 4月

平成20年 6月

平成21年 6月

平成23年 5月

平成23年 8月

 

平成24年10月

平成25年 1月

㈱三協精機入社

当社入社

製造本部PCB製造部長

執行役員製造本部長

取締役（現任）製造本部長

TSP製造本部長

KYODEN (THAILAND) CO., LTD.

Managing Director

製造本部長（現任）

富士機工電子㈱（現㈱キョウデン
大阪）代表取締役社長（現任）

(注)5 2

取　締　役 営業本部長 岡本　　満 昭和45年1月24日生

平成 4年 4月

平成18年 4月

平成19年 4月

 

平成21年 4月

平成23年 5月

平成23年 6月

平成23年 8月

 

平成24年10月

 

平成25年 4月

平成25年 7月

 

当社入社

事業推進本部TSP営業部長

事業推進本部営業本部関東営業部
長

事業推進本部営業本部副本部長

営業統括本部TSP営業本部長

取締役（現任）

㈱KFC（現㈱キョウデン横浜）取締
役（現任）

富士機工電子㈱（現㈱キョウデン
大阪）取締役（現任）

営業本部長（現任）

日本エレクトロニクス㈱（現㈱

キョウデン東北）取締役（現任）

(注)5 －

取　締　役  田中　基博 昭和33年11月7日生

昭和56年 4月

平成20年 6月

平成26年 6月

昭和鉱業㈱（現昭和KDE㈱）入社

昭和KDE㈱代表取締役社長（現任）

取締役（現任）

(注)5 －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取　締　役  長谷川　洋二 昭和27年12月9日生

昭和54年 3月

昭和56年 4月

 
平成 3年11月

平成15年 6月

平成27年 6月

司法研修所卒業

西武セゾングループ弁護士

長野県弁護士会登録

監査役

タカノ㈱監査役（現任)

取締役（現任）

(注)5 －

常勤監査役  島田　清志 昭和29年2月23日生

昭和47年 4月

 

昭和61年 8月

平成15年 6月

平成24年 6月

㈱長野相互銀行（現㈱長野銀行）
入行

㈱五十鈴入社

当社入社　管理本部管理部長

常勤監査役（現任）

(注)3 9

監　査　役  細川　清史 昭和22年7月23日生

昭和41年 4月

平成17年 4月

平成19年 5月

平成23年 5月

平成25年 6月

㈱八十二銀行入行

伊那バス㈱入社　経理部長

同社常務取締役

同社監査役（現任）

監査役（現任）

(注)4 －

監　査　役  清水　純一 昭和22年9月28日生

昭和45年 4月

 

平成13年 6月

平成15年 7月

平成19年 6月

平成27年 6月

伊那信用金庫（現アルプス中央信
用金庫）入庫

同金庫理事本店営業部長

同金庫理事審査部長

同金庫専務理事

監査役（現任)

(注)5 －

    計  25
 

　（注）1．取締役長谷川洋二は、社外取締役であります。
2．監査役細川清史、清水純一は、いずれも社外監査役であります。
3．平成24年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4．平成25年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
5．平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1

名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（千株）

佐藤　信祐 昭和52年1月19日生

平成11年 4月
 

平成13年 4月

平成13年 7月
 

平成17年12月

平成17年12月

平成22年12月

朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法
人）入社

公認会計士登録

公認会計士・税理士勝島敏明事務所（現税
理士法人トーマツ）入所

税理士登録

公認会計士・税理士佐藤信祐事務所開設

グローウィン・パートナーズ㈱社外取締役
（現任）

－
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、事業活動を通じて利益を上げ、継続的に株主価値を増大させることが企業の使命と考えております

が、これらを実現するためには、株主以外のステークホルダーに対するそれぞれの責任を果たしていかなけれ
ばならないと考えております。
これらを踏まえ、内部統制、リスク管理を確立・向上させることにより、取締役会、監査役会、内部監査

室、会計監査人等による監督機能の強化を図り、さらに個々人のコンプライアンス意識を高めていくことが重
要であると認識し、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。
また、迅速かつ正確な情報開示に努めることで、株主・投資家の皆様との信頼関係の構築を図ってまいりま

す。
 

②　企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は、迅速な業務執行を目的として執行役員制度を導入しており、これにより、取締役会における経営意

思決定の迅速化を図っております。さらに本年より社外取締役を選任することにより、経営に対する監督機能
の強化を図ってまいります。
また、当社は監査役会設置会社であり、社外監査役が半数以上を占める監査役会が経営を監査し、その健全

性の確保に努めております。
当社グループの統治体制としては、事業計画や予算等の進捗管理のため、各社の取締役会、および各社の経

営会議に出席すること等によって報告を受けております。また、子会社の事業運営に関する重要な事項につい
ては当社の承認を必要とするほか、特に重要な事項については当社の取締役会に付議しております。

 

③　内部統制システムの整備の状況
当社は取締役会で決議した「内部統制システム構築の基本方針」に基づいて、「業務の有効性、効率性の確

保」、「財務報告の信頼性の確保」、「法令・社内ルール等の遵守(コンプライアンス)」を目的に、内部統制
委員会を設置し、内部統制の強化改善に努めております。
内部統制活動としては、相互牽制が有効に機能する組織の構築につとめております。また、外部コンサルタ

ントの協力を得る一方、内部監査室がそれらの統制活動が、法遵守性を伴いながら、有効かつ効率的に機能し
ているかを常時モニタリングしております。
 

④　リスク管理体制の整備状況
リスクの管理については、「リスクマネジメント規程」に基づき設置されたリスクマネジメント委員会の運

用により対応しております。重点管理リスクを策定し、各事業部門は定期的にそのリスクへの対策の進捗状況
を委員会へ報告し、委員会は重点管理リスクへのプロテクトの状況を取締役会へ報告しております。
当社及び当社グループの経営に重大な影響を与えるような事態が発生した場合は、当社の代表取締役社長を

本部長とした対策本部を設置し、必要な対策を実施し、損失を最小限に抑えるとともに早期の原状回復を図っ
ております。
 

⑤　コンプライアンス体制の整備状況
当社及び当社グループの役職員の職務の執行が法令・社内ルール等及び定款に適合し、かつ社会的責任を果

たすため、コンプライアンス・ポリシー（企業行動理念）を定め、コンプライアンス委員会を中心とする研修
等により、全役職員に周知徹底をさせております。
また、当社及び当社グループの使用人からの通報相談を受け付ける社内・社外（弁護士）の通報相談窓口

（ホットライン）を設置し、匿名での通報を認めるとともに通報者に対する不利益な取扱を防止しておりま
す。
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⑥　内部監査及び監査役監査の状況
内部監査部門として、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置しております。内部監査室は、年間の監査計

画に基づいて当社及び当社グループの業務監査、会計監査、情報システム監査、コンプライアンス監査を実施
し、評価と提言を行い、内部統制の有効性をと妥当性の確保に努めております。監査結果は、代表取締役社
長、及び監査役へ報告しております。
監査役は、提出日現在3名で、そのうち社外監査役は2名です。監査役は、取締役会、経営会議、内部統制委

員会等重要な会議に出席するほか、取締役及び従業員等からその職務の執行状況について報告を受けるととも
に、必要に応じて説明を求めております。また、監査役は、内部監査室と連携して事業所及び子会社の監査を
行っております。
監査役の専任スタッフは配置しておりませんが、必要に応じて内部監査室及び管理部門が監査役の監査業務

を支援しております。
会計監査人との関係においては、法令に基づき会計監査報告書を受領し、相当性についての監査を行うとと

もに、相互に情報交換・意見交換を行う等の連携を行い、監査役監査の実効性と効率性の向上を図っておりま
す。
 

⑦　社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

イ．社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段

の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期
待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
また、当社は社外全員を東京証券取引所が定める独立役員として選任することで、当社の経営・業務執行

の意思決定につき、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。
ロ．社外取締役及び監査役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係並びに社外取

締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

役員区分 氏　名
提出会社との人的関係、資本的関係ま
たは取引関係その他の利害関係

提出会社の企業統治において果たす機
能及び役割

社外取締役 長谷川洋二

タカノ㈱の社外監査役を兼任しており
ますが、当社と同社との間には人的関
系、資本的関係、または取引関係その
他利害関係はありません。

弁護士としての豊富な実績・見識を有
しており、社外監査役として経営判断
におきまして高度かつ専門的な助言、
指導等を行っておりました。今後も社
外取締役として、コーポレート・ガバ
ナンスの強化を含めた当社の経営全般
に対する監督並びに助言が期待できる
ものと考えております。

社外監査役

細川清史

当社の取引銀行である㈱八十二銀行に
在籍しておりましたが、同行からの借
入依存度は突出しておらず、当社の経
営に影響を与えるものではありませ
ん。また、同氏は伊那バス㈱の常務取
締役であったことがあり、現在は同社
の監査役を兼任しておりますが、当社
と同社との間には人的関系、資本的関
係、または取引関係その他利害関係は
ありません。

金融機関における豊富な経験や幅広い
見識を有し、経営の客観性や中立性重
視の観点から当社の経営を監査すると
ともに、的確な助言を行っておりま
す。

清水純一

アルプス中央信用金庫に在籍しており
ましたが、当社の同金庫からの借入は
なく、また当社と同金庫との間には人
的関系、資本的関係、または取引関係
その他利害関係はありません。

金融機関の経営者としての豊富な経験
を当社の監査体制の強化に活かし、社
外監査役としての職務を適切に遂行し
ていただけるものと判断しておりま
す。

ハ．社外取締役及び社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会において内部統制に関する相互情報を共有するほか、必要に応じ内部監査部門及

び会計監査人と随時情報の交換を行うことで連携を高めております。
社外取締役については、平成27年6月開催の定時株主総会において、新たに選任したところですが、取締

役会に出席するなど、当社の経営の監督にあたる予定であります。
 

⑧　責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を

限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としておりま
す。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または監査役が責任の原因となった職務の遂行に
ついて善意でかつ重大な過失がない場合に限られます。
 

⑨　会計監査の状況
当社は有限責任監査法人トーマツとの間で、会社法監査及び金融商品取引法監査について監査契約を締結し

ております。監査業務を執行した公認会計士及び監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりです。
業務を執行した公認会計士の氏名及び継続監査年数
指定有限責任社員・業務執行社員　　岡田吉泰（1年）、杉田昌則（7年）
会計監査業務に係る補助者　　　　　公認会計士10名、その他4名
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⑩　役員報酬等
イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（人）基本報酬

ストック
オプション

賞与 退職慰労金

　取締役  66 　66 　－ 　－ 　－ 　6

　監査役
（社外監査役を除く。）

7 　7 　－ 　－ 　－ 　1

　社外役員 　4 　4 　－ 　－ 　－ 　2
 
ロ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
 
⑪　取締役の定数及び任期

当社の取締役は10名以内とし、その任期は1年とする旨、定款に定めております。
 

⑫　取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する

株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累
積投票によらないものとする旨定款に定めております。
 

⑬　株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議については、議決権を行使することができる株主

の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めておりま
す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを
目的とするものであります。
 

⑭　剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除

き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨、定款に定めております。これは、剰余金の配当
等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
また、株主への機動的な利益還元を可能にするために、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議

によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
 

⑮　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
　当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を持たず、毅然とした
態度で対応することを基本的な考え方としております。
具体的には、対応統括部署及び不当要求防止責任者を総務部とし、反社会的勢力及び団体から不当な要求を

受けた場合には、外部専門機関及び弁護士等と連携を図りながら組織的に対応する体制を整備し、公安委員
会・暴力追放運動推進センターより反社会的勢力に関する情報の収集等、外部の専門機関との連携に努めてお
ります。また、外注先、取引業者等の間で契約書を取り交わし、反社会的勢力と関係の有無を確認できる方法
をとっております。
 

⑯　自己株式の取得
　当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得する
ことができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能
とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
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⑰　株式の保有状況
イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

　　　　 3銘柄　32百万円
ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目
的
前事業年度
 特定投資株式

　銘柄 　株式数（株）
　貸借対照表計上額

（百万円）
　保有目的

　㈱長野銀行 106,148 　19 　取引関係等の円滑化

 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 　2,300 　10 　取引関係等の円滑化

 
当事業年度

　　　　　　特定投資株式

　銘柄 　株式数（株）
　貸借対照表計上額

（百万円）
　保有目的

　㈱長野銀行 109,230 　21 　取引関係等の円滑化

 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 　2,300 　10 　取引関係等の円滑化

　ハ．保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並び
に当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

区分

前事業年度
（百万円）

当事業年度（百万円）

貸借対照表
計上額の合計額

貸借対照表
計上額の合計額

受取配当金
の合計額

売却損益の合計額 評価損益の合計額

　非上場株式 　109 60 　0 　－ （注）

　上記以外の株式 　51 　79 　0 　－ 　57

（注）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価
損益の合計額」は記載しておりません。

 

（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬（百万円）

非監査業務に
基づく報酬（百万円）

監査証明業務に
基づく報酬（百万円）

非監査業務に
基づく報酬（百万円）

提出会社 47 － 46 －

連結子会社 10 － 10 －

計 57 － 56 －

 

②【その他重要な報酬の内容】

　（前連結会計年度）
　該当事項はありません。

 （当連結会計年度）
 該当事項はありません。

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

　（前連結会計年度）
　該当事項はありません。

　（当連結会計年度）
 該当事項はありません。

④【監査報酬の決定方針】

　監査担当会計士等から提示された見積書に基づき、関連部署等での協議を行った上で、監査役会の同意を得て
決定しております。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）

に基づいて作成しております。

 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　　また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており

ます。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度（平成26年4月１日から平成27年3月31日

まで）の連結財務諸表及び事業年度（平成26年4月１日から平成27年3月31日まで）の財務諸表について、有限責任監

査法人トーマツにより監査を受けております。

 

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

 当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。会計基準等の内容を適正に

把握し、会計基準等の変更に適用できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、同機構等の

セミナーに参加しております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(平成26年3月31日)
当連結会計年度

(平成27年3月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,439 8,914

受取手形及び売掛金 11,317 11,800

有価証券 500 500

商品及び製品 1,205 1,259

仕掛品 1,001 1,119

原材料及び貯蔵品 2,563 2,717

繰延税金資産 308 388

その他 397 380

貸倒引当金 △5 △5

流動資産合計 25,727 27,074

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,238 8,259

減価償却累計額 △5,014 △5,301

建物及び構築物（純額） ※2 3,223 ※2 2,957

機械装置及び運搬具 15,809 16,628

減価償却累計額 △14,302 △15,154

機械装置及び運搬具（純額） ※2 1,507 ※2 1,474

土地 ※2 6,481 ※2 5,290

リース資産 4,269 4,979

減価償却累計額 △1,360 △1,560

リース資産（純額） 2,909 3,418

建設仮勘定 32 303

その他 2,835 3,204

減価償却累計額 △2,222 △2,562

その他（純額） ※2 612 ※2 642

有形固定資産合計 14,766 14,087

無形固定資産 271 260

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1 473 ※1 461

長期貸付金 155 180

繰延税金資産 470 393

その他 ※1 656 ※1 575

貸倒引当金 △294 △383

投資その他の資産合計 1,461 1,227

固定資産合計 16,499 15,575

資産合計 42,226 42,649
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(平成26年3月31日)
当連結会計年度

(平成27年3月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,308 5,000

短期借入金 ※2 7,315 ※2 7,137

1年内償還予定の社債 710 750

1年内返済予定の長期借入金 ※2 3,059 ※2 2,909

リース債務 708 827

未払法人税等 111 155

賞与引当金 462 513

その他 1,880 2,493

流動負債合計 19,556 19,788

固定負債   

社債 1,560 1,440

長期借入金 ※2 6,439 ※2 5,885

リース債務 2,096 2,252

繰延税金負債 117 66

役員退職慰労引当金 23 23

その他の引当金 － 360

退職給付に係る負債 1,508 1,734

その他 117 173

固定負債合計 11,864 11,935

負債合計 31,420 31,723

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,358 4,358

資本剰余金 4,159 4,159

利益剰余金 3,668 3,709

自己株式 △681 △681

株主資本合計 11,504 11,545

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 70 92

繰延ヘッジ損益 － △5

為替換算調整勘定 △797 △715

退職給付に係る調整累計額 11 △12

その他の包括利益累計額合計 △715 △641

少数株主持分 16 21

純資産合計 10,805 10,925

負債純資産合計 42,226 42,649
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(自　平成25年4月 1日
 至　平成26年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成26年4月 1日
 至　平成27年3月31日)

売上高 41,258 45,375

売上原価 ※1 34,670 ※1 38,563

売上総利益 6,588 6,811

販売費及び一般管理費 ※2,※3 5,288 ※2,※3 5,397

営業利益 1,299 1,414

営業外収益   

受取利息 7 4

受取配当金 4 6

受取賃貸料 23 17

為替差益 140 212

負ののれん償却額 58 －

受取保険金 71 －

その他 160 80

営業外収益合計 467 321

営業外費用   

支払利息 375 389

持分法による投資損失 141 16

貸倒引当金繰入額 90 103

その他 179 176

営業外費用合計 787 685

経常利益 980 1,050

特別利益   

固定資産売却益 － ※4 12

特別利益合計 － 12

特別損失   

減損損失 － ※5 60

投資有価証券評価損 － 59

訴訟関連損失 － 119

その他 ※6 218 ※6 387

特別損失合計 218 627

税金等調整前当期純利益 761 435

法人税、住民税及び事業税 164 222

法人税等調整額 151 △20

法人税等合計 316 201

少数株主損益調整前当期純利益 444 233

少数株主利益 6 5

当期純利益 438 227
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【連結包括利益計算書】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(自　平成25年4月 1日
 至　平成26年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成26年4月 1日
 至　平成27年3月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 444 233

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 28 22

繰延ヘッジ損益 0 △5

為替換算調整勘定 223 60

退職給付に係る調整額 － △24

持分法適用会社に対する持分相当額 4 20

その他の包括利益合計 ※1 256 ※1 73

包括利益 701 306

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 692 301

少数株主に係る包括利益 8 5
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　平成25年4月1日　至　平成26年3月31日）

    (単位：百万円)

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 4,358 4,159 3,376 △681 11,212

当期変動額      

剰余金の配当   △146  △146

当期純利益   438  438

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

     

当期変動額合計 － － 292 － 292

当期末残高 4,358 4,159 3,668 △681 11,504

 

        

 その他の包括利益累計額

少数株主持分 純資産合計
 

その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算調整
勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合
計

当期首残高 42 △0 △1,022 － △981 45 10,276

当期変動額        

剰余金の配当       △146

当期純利益       438

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

28 0 225 11 266 △29 237

当期変動額合計 28 0 225 11 266 △29 529

当期末残高 70 － △797 11 △715 16 10,805
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当連結会計年度（自　平成26年4月1日　至　平成27年3月31日）

    (単位：百万円)

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 4,358 4,159 3,668 △681 11,504

会計方針の変更による累積
的影響額

  △40  △40

会計方針の変更を反映した当
期首残高

4,358 4,159 3,628 △681 11,464

当期変動額      

剰余金の配当   △146  △146

当期純利益   227  227

自己株式の取得    △0 △0

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

     

当期変動額合計 － － 81 △0 81

当期末残高 4,358 4,159 3,709 △681 11,545

 

        

 その他の包括利益累計額

少数株主持分 純資産合計
 

その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算調整
勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合
計

当期首残高 70 － △797 11 △715 16 10,805

会計方針の変更による累積
的影響額

      △40

会計方針の変更を反映した当
期首残高

70 － △797 11 △715 16 10,765

当期変動額        

剰余金の配当       △146

当期純利益       227

自己株式の取得       △0

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

22 △5 81 △24 73 5 79

当期変動額合計 22 △5 81 △24 73 5 160

当期末残高 92 △5 △715 △12 △641 21 10,925

 

EDINET提出書類

株式会社キョウデン(E02035)

有価証券報告書

33/79



④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(自　平成25年4月 1日
 至　平成26年3月31日)

当連結会計年度
(自　平成26年4月 1日
 至　平成27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 761 435

減価償却費 1,571 1,630

減損損失 － 60

のれん償却額 29 26

負ののれん償却額 △58 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,268 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 120 50

貸倒引当金の増減額（△は減少） 81 89

その他の引当金の増減額（△は減少） － 360

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 78 176

受取利息及び受取配当金 △11 △10

支払利息 375 389

為替差損益（△は益） △54 △261

持分法による投資損益（△は益） 141 16

投資有価証券評価損益（△は益） － 59

売上債権の増減額（△は増加） △543 △48

たな卸資産の増減額（△は増加） △370 △157

仕入債務の増減額（△は減少） 394 △687

未払消費税等の増減額（△は減少） 37 308

未払費用の増減額（△は減少） 82 76

その他 △175 431

小計 1,191 2,946

利息及び配当金の受取額 14 11

利息の支払額 △382 △390

法人税等の還付額 24 13

法人税等の支払額 △162 △200

営業活動によるキャッシュ・フロー 685 2,379

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 33 39

固定資産の取得による支出 △1,399 △1,177

固定資産の売却による収入 271 1,462

固定資産の除却による支出 － △8

投資有価証券の取得による支出 △5 △5

投資有価証券の売却による収入 73 17

子会社株式の取得による支出 △34 －

その他 47 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,012 330

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） △525 △380

長期借入れによる収入 5,046 2,520

長期借入金の返済による支出 △3,373 △3,454

社債の発行による収入 883 685

社債の償還による支出 △720 △780

リース債務の返済による支出 △609 △816

配当金の支払額 △147 △147

その他 △35 △43

財務活動によるキャッシュ・フロー 518 △2,415

現金及び現金同等物に係る換算差額 224 221

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 414 515

現金及び現金同等物の期首残高 8,427 8,842

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 8,842 ※1 9,357
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【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項
(1）連結子会社の数 8社

主要な連結子会社名は、「第1　企業の概況　4　関係会社の状況」に記載しているため、省略しておりま
す。

(2）主要な非連結子会社の名称等
主要な非連結子会社
GREEN POWER CIRCUIT CORPORATION

（連結の範囲から除いた理由）
 非連結子会社GREEN POWER CIRCUIT CORPORATION及びその他の非連結子会社は、いずれも小規模であり、
合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも
連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。

 
２．持分法の適用に関する事項
(1）持分法適用の非連結子会社数　2社

主要な会社名
GREEN POWER CIRCUIT CORPORATION

(2）持分法適用の関連会社数 1社
主要な会社名
福建嘉和玻璃繊維材料有限公司

(3）持分法を適用していない非連結子会社東莞光路電子有限公司は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益
剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であ
り、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。
 

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、KYODEN(THAILAND)CO.,LTD.の他計3社の決算日は、12月31日であります。
連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、1月1日から連

結決算日である3月31日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
 

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
イ 有価証券

その他有価証券
時価のあるもの
 決算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）
時価のないもの
 主として移動平均法による原価法

ロ デリバティブ
 時価法

ハ たな卸資産
(イ）製品・仕掛品

 主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方
法）

(ロ）原材料
 主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方
法）

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ　有形固定資産（リース資産を除く）
(イ）建物

　主として定額法を採用しております。
(ロ）その他

　当社及び国内連結子会社は定率法、在外連結子会社は定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物　　　　8～47年
機械装置及び運搬具　　6～13年

ロ　無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法を採用しております。
　なお、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）に基づく定額法を採
用しております。
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ハ　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については、リース期間を耐用年数とし
た定額法を採用しております。残存価額については、リース契約上で残価保証の取決めがあるものは
当該残価保証額とし、それ以外については零としております。

(3）重要な引当金の計上基準
イ　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、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。

ロ　賞与引当金
　当社及び国内連結子会社は、従業員の賞与の支給に充てるため、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。

ハ　役員退職慰労引当金
当社及び連結子会社1社は役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要

支給額を計上しております。
なお、当社は、平成18年6月29日開催の定時株主総会の日、また、連結子会社1社は、平成23年6月23

日開催の定時株主総会の日をもって取締役の役員退職慰労金制度を廃止し、それまでの在任期間に対
応する金額は対象役員の退任後の支払確定後に支払うこととしました。このため、取締役の役員退職
慰労引当金については、制度廃止以降の繰入れはなく、対象役員の退任後の支払確定時に取り崩すこ
ととしております。

ニ　その他の引当金
　その他の引当金は、休廃止鉱山特別対策引当金であります。連結子会社1社は、休廃止鉱山の集積場
に係る地震対策の支出に備えるため、発生見込額を計上しております。

(4）退職給付に係る会計処理の方法
イ　退職給付に係る負債の計上基準

　当社及び主要な連結子会社は、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
付債務の見込額に基づき計上しております。

ロ　退職給付見込額の期間帰属方法
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。

ハ　数理計算上の差異の費用処理方法
　数理計算上の差異は、発生の翌連結会計年度に一括費用処理しております。

二　簡便法を適用した退職給付債務の計算方法
　一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都
合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
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、在外子会社等の資産及び負債、損益項目はそれぞれの連結決算日の直物為替相場
により円貨に換算しております。

(6）重要なヘッジ会計の方法
イ　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、為替予約については、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を満たしている場合

には、振当処理を採用しております。また、金利スワップについては、金利スワップの特例処理の要
件を満たしている場合には、金利スワップの特例処理を採用しております。

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象
米ドル建債権及び予定取引の為替変動リスクに対して為替予約を利用することとしております。ま

た、借入金の金利変動リスクに対して金利スワップを利用することとしております。
ハ　ヘッジ方針

米ドル建債権の為替変動リスクに対して実需の範囲内で為替予約を利用することとしております。
また、借入金の金利変動リスクに対して借入元本の範囲内で金利スワップを利用することとしており
ます。

ニ　ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動

の累計又は相場変動を半期毎に比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しており
ます。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。

(7）のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、5年間の定額法により償却を行っております。

(8）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。
(9）その他連結財務諸表作成のための重要な事項
イ　消費税等の会計処理

税抜方式によっております。
ロ　連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

 

EDINET提出書類

株式会社キョウデン(E02035)

有価証券報告書

36/79



（会計方針の変更）

（退職給付に関する会計基準等の適用）

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成27年3月26日。以

下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げ

られた定めについて当連結会計年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見

込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を平均残存勤

務期間に基づく割引率から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割

引率使用する方法へ変更しております。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当連結

会計年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減して

おります。

　この結果、当連結会計年度の期首の退職給付に係る負債が62百万円増加し、利益剰余金が40百万円減少して

おります。また、当連結会計年度の連結損益計算書に与える影響は軽微であります。

 

（未適用の会計基準等）

・「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年9月13日）

・「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年9月13日）

・「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第7号　平成25年9月13日）

・「1株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第2号　平成25年9月13日）

・「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」（企業会計基準適用指針第10号　平

成　25年9月13日）

・「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第4号　平成25年9月

13　日）

 

（1）概要

　子会社株式の追加取得等において、支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動の

取扱い、取得関連費用の取扱い、当期純利益の表示及び少数株主持分から非支配株主持分への変更並

びに暫定的な会計処理の確定の取扱い等について改正されました。

（2）適用予定日

　平成28年3月期の期首から適用します。

　なお、暫定的な会計処理の確定の取扱いについては、平成28年3月期の期首以後実施される企業結合

から適用します。

（3）当該会計基準の適用による影響

　「企業結合に関する会計基準」等の改正による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で

評価中であります。
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（連結貸借対照表関係）

※1　非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成26年3月31日）
当連結会計年度

（平成27年3月31日）

投資有価証券（株式） 150百万円 155百万円

投資その他の資産「その他」 13 13

（出資金）   

 

※2　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成26年3月31日）
当連結会計年度

（平成27年3月31日）

建物及び構築物 516百万円 (　 141百万円) 437百万円 (　 137百万円)

機械装置及び運搬具 313 (　 313　　　) 280 (　 280　　　)

土地 958 (　 258　　　) 612 (　 258　　　)

有形固定資産「その他」 39 ( 　39　　　) 26 ( 　26　　　)

計 1,827 (　 752　　　) 1,357 (　 703　　　)

 

　担保付債務は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成26年3月31日）
当連結会計年度

（平成27年3月31日）

短期借入金 777百万円 (　 700百万円) 822百万円 (　 700百万円)

1年内返済予定の長期借入金 461 (　　－　　　) 361 (　　－　　　)

長期借入金 646 (　　－　　　) 485 (　　－　　　)

計 1,885 (　 700　　　) 1,670 (　 700　　　)

上記のうち、（　）内書は鉱業財団抵当並びに当該債務を示しております。

 

3　受取手形裏書譲渡高

 
前連結会計年度

（平成26年3月31日）
当連結会計年度

（平成27年3月31日）

受取手形裏書譲渡高 52百万円 49百万円
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（連結損益計算書関係）

※1　売上原価には、たな卸資産の収益性の低下に伴う次の簿価切下額が含まれております。

前連結会計年度
（自　平成25年4月 1日

　　至　平成26年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成26年4月 1日

　　至　平成27年3月31日）

△35百万円 45百万円

 

※2　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成25年4月 1日
　 至　平成26年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成26年4月 1日

　 至　平成27年3月31日）

給与手当 1,549百万円 1,635百万円

荷造運送費 1,166 1,103

賞与引当金繰入額 158 178

退職給付費用 93 72

 

※3　一般管理費に含まれる研究開発費

前連結会計年度
（自　平成25年4月 1日

　 至　平成26年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成26年4月 1日

　 至　平成27年3月31日）

326百万円 338百万円

 

※4　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成25年4月 1日
至　平成26年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成26年4月 1日
至　平成27年3月31日）

建物 －百万円 0百万円

土地 － 12

計 － 12

 

EDINET提出書類

株式会社キョウデン(E02035)

有価証券報告書

39/79



※5　減損損失

前連結会計年度（自　平成25年4月1日　至　平成26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26年4月1日　至　平成27年3月31日）

　当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類

東京都 事業用資産
建物及び構築物

有形固定資産「その他」

大阪府 遊休資産 土地

　当社グループは、電子事業においては、主に事業会社ごとを1つの単位として資産のグルーピングをしておりま

す。また、工業材料事業においては、管理会計上の区分を単位として資産のグルーピングをしております。ただ

し、将来の使用が見込まれていない遊休資産及び賃貸用不動産については、個別の資産グループとして取り扱っ

ております。

　当連結会計年度において、電子事業を行っている当社及び工業材料事業を行っている連結子会社1社の事業用資

産について、事業所を移転することが決定したため、また、電子事業を行っている連結子会社1社の遊休資産につ

いては売却が決定したため、減損損失を認識しております。

　なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、売却が見込めない資産について

は零として評価しております。

 

（減損損失の金額）

　建物及び構築物　　　　　　　　　36百万円

　土地　　　　　　　　　　　　　　22百万円

　有形固定資産「その他」　　　　　 1百万円

　　合計　　　　　　　　　　　　　60百万円

 

※6　特別損失「その他」の内容は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成25年4月 1日
至　平成26年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成26年4月 1日
至　平成27年3月31日）

工場移転費用 218百万円 －百万円

休廃止鉱山特別対策引当金繰入額 － 360

閉山工事費用 － 27

 

　休廃止鉱山特別対策引当金繰入額は、連結子会社1社において、発生することが見込まれる旧大久喜鉱山大久喜鉱さ

いたい積場の地震対策の支出に備えるものであります。
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（連結包括利益計算書関係）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

 
前連結会計年度

（自　平成25年4月 1日
至　平成26年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成26年4月 1日
至　平成27年3月31日）

その他有価証券評価差額金：   

当期発生額 40百万円 24百万円

組替調整額 △0 －

税効果調整前 40 24

税効果額 △12 △2

その他有価証券評価差額金 28 22

繰延ヘッジ損益：   

当期発生額 1 △2

組替調整額 △1 △5

税効果調整前 0 △8

税効果額 △0 2

繰延ヘッジ損益 0 △5

為替換算調整勘定：   

当期発生額 223 60

退職給付に係る調整額：   

当期発生額 － △17

組替調整額 － △18

税効果調整前 － △36

税効果額 － 12

退職給付に係る調整額 － △24

持分法適用会社に対する持分相当額：   

当期発生額 4 20

その他の包括利益合計 256 73
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自平成25年4月１日　至平成26年3月31日）

1．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期
首株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 52,279 － － 52,279

合計 52,279 － － 52,279

自己株式     

普通株式 3,592 － － 3,592

合計 3,592 － － 3,592

 

2．配当に関する事項

（1）配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

1株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成25年5月15日

取締役会
普通株式 146 3 平成25年3月31日 平成25年6月12日

 

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当金の原資
1株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

平成26年5月15日

取締役会
普通株式 146 利益剰余金 3 平成26年3月31日 平成26年6月11日

 
当連結会計年度（自平成26年4月１日　至平成27年3月31日）

1．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期
首株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 52,279 － － 52,279

合計 52,279 － － 52,279

自己株式     

普通株式 3,592 0 － 3,592

合計 3,592 0 － 3,592

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

 

2．配当に関する事項

（1）配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

1株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成26年5月15日

取締役会
普通株式 146 3 平成26年3月31日 平成26年6月11日

 

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当金の原資
1株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

平成27年5月15日

取締役会
普通株式 146 利益剰余金 3 平成27年3月31日 平成27年6月10日

 

EDINET提出書類

株式会社キョウデン(E02035)

有価証券報告書

42/79



（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 ※1　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
 
 

前連結会計年度
（自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日）

当連結会計年度
（自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日）

現金及び預金勘定 8,439百万円 8,914百万円

有価証券勘定 500 500 

預入期間が3か月を超える定期預金 △97 △57 

現金及び現金同等物 8,842 9,357 

 

2　重要な非資金取引の内容

ファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額

 
前連結会計年度

（自　平成25年4月 1日
至　平成26年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成26年4月 1日
至　平成27年3月31日）

ファイナンス・リース取引に係る資産の額 1,627百万円 899百万円

ファイナンス・リース取引に係る負債の額 1,674 993
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（リース取引関係）

（借主側）
1．ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引
①　リース資産の内容
有形固定資産
　主として、プリント配線基板製造設備（機械装置）であります。

②　リース資産の減価償却の方法
　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4　会計処理基準に関する事項 (2） 重要な減価償
却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

 
2．オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
　　　　　（単位：百万円）

 
前連結会計年度

（平成26年3月31日）
当連結会計年度

（平成27年3月31日）

1年内 30 34

1年超 38 36

合計 69 71

 

（金融商品関係）

1．金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資
金を調達しております。デリバティブは後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引
は行わない方針であります。

(2)金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を
行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、一部を為替予約
によりヘッジしております。
　有価証券及び投資有価証券は、主として譲渡性預金の短期的な余資運用及び株式であります。
　長期貸付金は、関連会社貸付と従業員貸付であります。
　営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
　社債及び借入金の使途は、運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であります。
　ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであ
ります。
　デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物
為替予約取引、借入金及び社債に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ
取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性評
価の方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4．会計処理基準に関
する事項 (6)重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

(3)金融商品に係るリスク管理体制
①　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、営業債権に係る顧客の信用リスクについて、売上債権管理規程に沿ってリスク低減を図ってお
ります。連結子会社についても、当社の売上債権管理規程に準じて、同様の管理を行っております。
デリバティブ取引については、信用度の高い金融機関のみを取引相手としており、契約不履行に陥る信

用リスクは殆ど無いものと判断しております。
②　市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社グループは、外貨建ての営業債権について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対して、
一部を為替予約によりヘッジしております。また、当社グループは、一部の長期借入金の金利変動リスク
に対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。なお、デリバティブは実需
の範囲で行うこととしております。
有価証券及び投資有価証券のうち短期的な余資運用については、譲渡性預金等満期が3ヶ月以内の短期

投資に限定することでリスク低減を図っております。上場株式の市場価格変動リスクについては四半期ご
とに時価の把握を行っております。
デリバティブ取引の執行・管理については、原則として連結会社各社の定めた社内ルールに従い、当社

管理本部の監督に基づいて、資金担当部門が決済担当者の承認を得て行っております。
③　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、資金調達にかかる流動性リスクについて、月次で資金繰り計画を作成する等の方法により管理
しております。連結子会社についても同様の管理を行っております。

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等
を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関
係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る
市場リスクを示すものではありません。
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2．金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）2．参照）。
 
前連結会計年度（平成26年3月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1）現金及び預金 8,439 8,439 －

(2）受取手形及び売掛金 11,317 11,317 －

(3）有価証券及び投資有価証券 696 696 －

(4）長期貸付金 155   

   貸倒引当金(*1) △77   

 78 78 －

  資産計 20,531 20,531 －

(1）支払手形及び買掛金 5,308 5,308 －

(2）短期借入金 7,315 7,315 －

(3）未払法人税等 111 111 －

(4）社債 2,270 2,251 △18

(5）長期借入金 9,499 9,473 △25

(6）リース債務 2,805 2,779 △26

　 負債計 27,310 27,239 △70

デリバティブ取引    

ヘッジ会計が
適用されているもの

－ － －

デリバティブ取引合計 － － －

 
当連結会計年度（平成27年3月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1）現金及び預金 8,914 8,914 －

(2）受取手形及び売掛金 11,800 11,800 －

(3）有価証券及び投資有価証券 726 726 －

(4）長期貸付金 180   

   貸倒引当金(*1) △180   

 0 0 －

  資産計 21,442 21,442 －

(1）支払手形及び買掛金 5,000 5,000 －

(2）短期借入金 7,137 7,137 －

(3）未払法人税等 155 155 －

(4）社債 2,190 2,174 △15

(5）長期借入金 8,794 8,813 18

(6）リース債務 3,079 3,086 6

　 負債計 26,358 26,367 9

デリバティブ取引(*2)    

ヘッジ会計が
適用されているもの

(8) (8) －

デリバティブ取引合計 (8) (8) －

(*1)長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目に

ついては（ ）で示しております。
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（注）1．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資　産
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(3)有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関す
る事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
(4)長期貸付金

これらの時価は、一定の期間ごとに分類し、その将来キャッシュ・フローを期間及び信用リスクを加味
した利率で割り引いた現在価値により算定しております。また、貸倒懸念債権については、担保、保証及
び債権者の財務内容に基づく回収見込額等により、時価を算定しております。

負　債
(1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金、(3)未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(4)社債、(5)長期借入金、（6）リース債務

社債、長期借入金及びリース債務の時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入又はリース取
引を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。変動金利による長期借入
金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合
計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法に
よっております。
 

デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
 

2．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
　(単位：百万円)

区分
前連結会計年度

(平成26年3月31日)
当連結会計年度

(平成27年3月31日)

非上場株式 276 234

関係会社出資金 13 13

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「（3）
有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
 

3．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
　　前連結会計年度（平成26年3月31日）

 
1年以内

 (百万円）

1年超
5年以内

 (百万円）

5年超
10年以内
 (百万円）

10年超
 (百万円）

現金及び預金 8,439 － － －

受取手形及び売掛金 11,317 － － －

有価証券及び投資有価証券     

その他有価証券のうち
満期があるもの

    

その他 500 － － －

長期貸付金（注） 1 － － －

合計 20,257 － － －

 
　　当連結会計年度（平成27年3月31日）

 
1年以内

 (百万円）

1年超
5年以内

 (百万円）

5年超
10年以内
 (百万円）

10年超
 (百万円）

現金及び預金 8,914 － － －

受取手形及び売掛金 11,800 － － －

有価証券及び投資有価証券     

その他有価証券のうち
満期があるもの

    

その他 500 － － －

長期貸付金（注） 0 － － －

合計 21,215 － － －

（注）長期貸付金のうち、貸倒懸念債権に分類される債権については、回収時期を合理的に見込むこと
が　　　できないため、上表には記載しておりません。
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４．社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（平成26年3月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
２年以内

（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

短期借入金 7,315 － － － － －

社債 710 610 490 370 90 －

長期借入金 3,059 2,459 1,786 1,159 1,034 －

リース債務 708 643 609 543 244 55

合計 11,793 3,713 2,886 2,072 1,369 55

 

当連結会計年度（平成27年3月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
２年以内

（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

短期借入金 7,137 － － － － －

社債 750 630 510 230 70 －

長期借入金 2,909 2,340 1,702 1,659 182 －

リース債務 827 800 736 413 200 101

合計 11,624 3,771 2,948 2,303 452 101
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（有価証券関係）

1．その他有価証券
   前連結会計年度（平成26年3月31日）

 種類
連結貸借対照表
計上額（百万円）

取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表

計上額が取得原価を

超えるもの

(1）株式 196 97 99

(2）その他 － － －

小計 196 97 99

連結貸借対照表

計上額が取得原価を

超えないもの

(1）株式 － － －

(2）その他 500 500 －

小計 500 500 －

合計 696 597 99
 

   当連結会計年度（平成27年3月31日）

 種類
連結貸借対照表
計上額（百万円）

取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表

計上額が取得原価を

超えるもの

(1）株式 226 103 123

(2）その他 － － －

小計 226 103 123

連結貸借対照表

計上額が取得原価を

超えないもの

(1）株式 － － －

(2）その他 500 500 －

小計 500 500 －

合計 726 603 123

 

2．売却したその他有価証券

前連結会計年度（自　平成25年4月1日　至　平成26年3月31日）

 売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

1．株式 1 0 －

2．その他 － － －

合計 1 0 －

 
当連結会計年度（自　平成26年4月1日　至　平成27年3月31日）

該当事項はありません。

 

3．減損処理を行った有価証券

　前連結会計年度において、該当事項はありません。

　当連結会計年度において、有価証券について59百万円（その他有価証券の株式59百万円）減損処理をおこ

なっております。
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（デリバティブ取引関係）

1．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度（平成26年3月31日）

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
契約額等
（百万円）

契約額等のうち
１年超（百万円）

時価
(百万円)

 金利スワップ
の特例処理

金利スワップ取引

変動受取・固定支払
長期借入金 3,617 2,243 （注）

 合計 3,617 2,243 －

（注）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されてい
るため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

 

当連結会計年度（平成27年3月31日）

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
契約額等
（百万円）

契約額等のうち
１年超（百万円）

時価
(百万円)

 原則的処理方法
金利スワップ取引

変動受取・固定支払
長期借入金 1,015 665 △8

 金利スワップ
の特例処理

金利スワップ取引

変動受取・固定支払
長期借入金 2,353 1,440 （注2）

 合計 3,368 2,105 △8

（注）1．時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

2．金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理され
ているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
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（退職給付関係）

1．採用している退職給付制度の概要

　当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として退職一時金制度及び確定拠出年金制度を設けてお

ります。当社は平成19年8月、連結子会社1社は平成23年7月に適格退職年金制度について、確定拠出年金制

度へ移行しました。

　退職一時金制度では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。

　なお、一部の連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費

用を計算しております。

 

2．確定給付制度

　（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く。）

 
前連結会計年度

（自　平成25年4月 1日
至　平成26年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成26年4月 1日
至　平成27年3月31日）

退職給付債務の期首残高　　　　　　（百万円） 720 750

　会計方針の変更による累積的影響額（百万円） － 62

会計方針の変更を反映した期首残高　（百万円） 720 812

　勤務費用　　　　　　　　　　　　（百万円） 61 59

　利息費用　　　　　　　　　　　　（百万円） 7 8

　数理計算上の差異の発生額　　　　（百万円） △18 17

　退職給付の支払額　　　　　　　　（百万円） △21 △31

退職給付債務の期末残高 750 867

 

　（2）簡便法を適用した制度の、退職給付に係る債務の期首残高と期末残高の調整表

 
前連結会計年度

（自　平成25年4月 1日
至　平成26年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成26年4月 1日
至　平成27年3月31日）

退職給付に係る負債の期首残高　　　（百万円） 769 758

　退職給付費用　　　　　　　　　　（百万円） 82 126

　退職給付引当金戻入益　　　　　　（百万円） △71 －

　退職給付の支払額　　　　　　　　（百万円） △22 △17

退職給付に係る負債の期末残高 758 867

 

　（3）退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産

の調整表

 
前連結会計年度

（平成26年3月31日）
当連結会計年度

（平成27年3月31日）

非積立型制度の退職給付債務　　　　（百万円） 1,508 1,734

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額

　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円）
1,508 1,734

退職給付に係る負債　　　　　　　　（百万円） 1,508 1,734

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額

　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円）
1,508 1,734

　（注）簡便法を適用した制度を含みます。
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　（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

 
前連結会計年度

（自　平成25年4月 1日
至　平成26年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成26年4月 1日
至　平成27年3月31日）

勤務費用　　　　　　　　　　　　　（百万円） 61 59

利息費用　　　　　　　　　　　　　（百万円） 7 8

数理計算上の差異の費用処理額　　　（百万円） 50 △18

簡便法で計算した退職給付費用　　　（百万円） 82 126

退職給付引当金戻入益　　　　　　　（百万円） △71 －

その他　　　　　　　　　　　　　　（百万円） 6 －

確定給付制度に係る退職給付費用　　（百万円） 138 175

 

　（5）退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成25年4月 1日
至　平成26年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成26年4月 1日
至　平成27年3月31日）

数理計算上の差異　　　　　　　　　（百万円） － △36

合　計　　　　　　　　　　　　（百万円） － △36

 

　（6）退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成26年3月31日）
当連結会計年度

（平成27年3月31日）

未認識数理計算上の差異　　　　　　（百万円） 18 △17

合　計　　　　　　　　　　　　（百万円） 18 △17

 

　（7）数理計算上の計算基礎に関する事項

 
前連結会計年度

（平成26年3月31日）
当連結会計年度

（平成27年3月31日）

割引率　　　　　　　　　　　　　　（％） 1.0 1.0

予想昇給率　　　　　　　　　　　　（％） 1.0～4.0 1.0～4.0

 

3．確定拠出制度

　当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度87百万円、当連結会計年度87百万円で

あります。

 

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前連結会計年度

（平成26年3月31日）
 
 

当連結会計年度
（平成27年3月31日）

繰延税金資産（流動）    

未払事業税及び事業所税 21百万円 27百万円

賞与引当金 164  172

たな卸資産 97  118

その他 37  92

小計 321  411

評価性引当額 △13  △23

繰延税金資産の合計 308  388

繰延税金資産（固定）    

役員退職慰労引当金 8  7

その他の引当金 －  116

退職給付に係る負債 508  533

投資有価証券評価損 74  92

減価償却費 465  324

土地 118  68

繰越欠損金 1,187  1,079

その他 413  322

小計 2,776  2,544

評価性引当額 △1,824  △1,664

差引 952  879

繰延税金負債との相殺額 △482  △486

繰延税金資産の純額 470  393

繰延税金負債（固定）    

土地 △570  △520

その他 △28  △31

小計 △599  △552

繰延税金資産との相殺額 482  486

繰延税金負債の純額 △117  △66
 

2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

 
前連結会計年度

（平成26年3月31日）
 
 

当連結会計年度
（平成27年3月31日）

法定実効税率 37.5％  35.1％

（調整）    

住民税均等割 4.4  7.8

交際費等損金に算入されない項目 4.7  7.1

のれん償却額（純額） △1.5  2.2

評価性引当額の増減 3.3  3.0

在外連結子会社の適用税率の差異

持分法投資損益

同族会社に対する留保金課税

税制改正による影響

△2.3

3.4

－

4.0

 

2.6

1.3

5.2

30.1

連結納税による影響 △11.9  △43.6

試験研究費等の税額控除 －  △4.6

その他 △0.0  0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 41.6  46.4
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3．法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第9号）及び「地方税法等の一部を改正する法
律」（平成27年法律第2号）が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度
から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の
計算に使用する法定実効税率は従来の35.1％から平成27年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込ま
れる一時差異については32.5％に、平成28年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時
差異については、31.8％となります。
　この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額)が60百万円、繰延
ヘッジ損益が0百万円、それぞれ減少し、法人税等調整額が63百万円、その他有価証券評価差額金が3百万
円、それぞれ増加しております。
　また、欠損金の繰越控除制度が平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金
額の100分の65相当額に、平成29年4月1日以後に開始する連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100
分の50相当額に控除限度額が改正されたことに伴い、繰延税金資産の金額は71百万円減少し、法人税等調
整額は71百万円増加しております。

 

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

（賃貸等不動産関係）

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社キョウデン(E02035)

有価証券報告書

53/79



（セグメント情報等）

【セグメント情報】

1．報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。

当社グループの事業は提供する製品内容別のセグメントから構成されており、「電子事業」及び「工業

材料事業」の2つを報告セグメントとしております。

「電子事業」はプリント配線基板の設計・製造・販売及び実装、「工業材料事業」は硝子長繊維用原

料、耐火物、混和材、農薬原料の製造・販売を行っております。

 

2．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一であります。

　報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

　セグメント間の内部売上高又は振替高は市場実勢価格に基づいております。

 

3．報告セグメントごとの売上高、利益、資産、その他の項目の金額に関する情報

　前連結会計年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

      （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）1

合計
調整額
（注）2

連 結
財務諸表
計 上 額
（ 注 ）3

 電子事業
工業材料
事 業

計

売上高        

外部顧客への売上高 32,111 9,048 41,160 98 41,258 － 41,258

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 1 1 － 1 △1 －

計 32,111 9,050 41,162 98 41,260 △1 41,258

セグメント利益又は損失

（△）
772 612 1,384 △86 1,297 2 1,299

セグメント資産 30,517 10,418 40,935 1,291 42,226 － 42,226

その他の項目        

減価償却費（注）4 1,321 241 1,562 8 1,571 － 1,571

持分法適用会社への投資額 － 0 0 150 150 － 150

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額
2,827 251 3,078 2 3,080 － 3,080
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　当連結会計年度（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

      （単位：百万円）

 報告セグメント
その他
（注）1

合計
調整額
（注）2

連 結
財務諸表
計 上 額
（ 注 ）3

 電子事業
工業材料
事 業

計

売上高        

外部顧客への売上高 36,353 9,007 45,360 15 45,375 － 45,375

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － － －

計 36,353 9,007 45,360 15 45,375 － 45,375

セグメント利益又は損失

（△）
792 687 1,479 △67 1,412 2 1,414

セグメント資産 32,390 10,103 42,493 156 42,649 － 42,649

その他の項目        

減価償却費（注）4 1,397 232 1,629 0 1,630 － 1,630

持分法適用会社への投資額 － 0 0 155 155 － 155

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額
1,768 165 1,933 － 1,933 － 1,933

（注）1．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、EV事業を含んでおり

ます。

2．調整額の内容は以下のとおりであります。

セグメント利益 （単位：百万円）
 

 前連結会計年度 当連結会計年度

セグメント間取引消去 2 2

合計 2 2
 

3．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

4．減価償却費には、のれんの償却額を含んでおりません。
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【関連情報】

前連結会計年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

1．製品及びサービスごとの情報

報告セグメントと同一区分のため、記載を省略しております。

 

2．地域ごとの情報

(1）売上高

（単位：百万円）

日本 タイ その他アジア その他 合計

28,746 7,206 3,812 1,493 41,258

 

(2）有形固定資産

（単位：百万円）

日本 タイ その他 合計

11,139 3,626 0 14,766

 

当連結会計年度（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

1．製品及びサービスごとの情報

報告セグメントと同一区分のため、記載を省略しております。

 

2．地域ごとの情報

(1）売上高

（単位：百万円）

日本 タイ その他アジア その他 合計

29,674 9,712 4,266 1,721 45,375

 

(2）有形固定資産

（単位：百万円）

日本 タイ その他 合計

9,922 4,164 0 14,087
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自 平成25年4月1日 至 平成26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26年4月1日 至 平成27年3月31日）

   （単位：百万円）

 電子事業 工業材料事業 合計

減損損失 44 16 60

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

  （単位：百万円）

 電子事業 工業材料事業 合計

当期償却額 3 25 29

当期末残高 3 90 94

 

なお、平成22年4月1日前に行われた企業結合により発生した負ののれんの償却額及び未償却残高は、以
下のとおりであります。

  （単位：百万円）

 電子事業 工業材料事業 合計

当期償却額 55 － 55

当期末残高 － － －

 

当連結会計年度（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

  （単位：百万円）

 電子事業 工業材料事業 合計

当期償却額 2 24 26

当期末残高 1 66 67

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自 平成25年4月1日 至 平成26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26年4月1日 至 平成27年3月31日）

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

1．関連当事者との取引

（1）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

 前連結会計年度（自平成25年4月1日　至平成26年3月31日）

種類
会社等の
名称又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の
内容又
は職業

議決権等の
所有(被所有)

割合（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（百万円）
（注1）

科目
期末残高
（百万円）
（注1）

主要株主
及びその
近親者が
議決権の
過半数を
所有して
いる会社
（当該会
社の子会
社含む）

㈱キョウデン
エリアネット
　　 （注2）

東京都
港区

90
不動産
賃貸業

 － なし

事務所等の
賃借料の支払
（注4（1））

63
流動資産
「その他」

5

事務所等の
保証金の差入

－
投資その他
の資産

「その他」
49

大江戸温泉物
語㈱
　　 （注3）

東京都
港区

10
テーマ
パークの
経営

 － なし
出向料の受領
（注4（2））

13
流動資産
「その他」

0

㈱レオマユニ
ティー
　　 （注3）

香川県
丸亀市

50
テーマ
パークの
経営

 － なし
商品の販売
（注4（3））

96 － －

㈲ティ・ア
イ・エス
　　 （注3）

長野県
松本市

3
損害保険
代理店業

 － なし
損害保険取引
（注4（4））

19 － －

 

 当連結会計年度（自平成26年4月1日　至平成27年3月31日）

種類
会社等の
名称又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の
内容又
は職業

議決権等の
所有(被所有)

割合（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（百万円）
（注1、5）

科目
期末残高
（百万円）
（注1、5）

主要株主
及びその
近親者が
議決権の
過半数を
所有して
いる会社
（当該会
社の子会
社含む）

㈱キョウデン
エリアネット
　　 （注2）

東京都
港区

90
不動産
賃貸業

 － なし
事務所等の
賃借料の支払
（注4（1））

31
流動資産
「その他」

0

大江戸温泉
ホールディン
グス㈱
　（注3、5）

東京都
港区

10
テーマ
パークの
経営

 － なし
出向料の受領
（注4（2））

15 － －

㈱レオマユニ
ティー
　（注3、5）

香川県
丸亀市

50
テーマ
パークの
経営

 － なし
商品の販売
（注4（3））

13
受取手形及
び売掛金

14

㈲ティ・ア
イ・エス
　　 （注3）

長野県
松本市

3
損害保険
代理店業

 － なし
損害保険取引
（注4（4））

15 － －
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（2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

 前連結会計年度（自平成25年4月1日　至平成26年3月31日）

種類
会社等の
名称又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の
内容又
は職業

議決権等の
所有(被所有)
割合（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（百万円）
（注1)

科目
期末残高
（百万円）
（注1)

主要株主及

びその近親

者が議決権

の過半数を

所有してい

る会社

（当該会社

の子会社含

む）

㈱キョウデン
エリアネット
　　 （注2）

東京都
港区

90
不動産
賃貸業

 － なし

事務所等の
賃借料の支払
（注4（1））

46
流動資産
「その他」

4

事務所等の
保証金の差入

－
投資その他
の資産

「その他」
43

 

 当連結会計年度（自平成26年4月1日　至平成27年3月31日）

種類
会社等の
名称又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の
内容又
は職業

議決権等の
所有(被所有)
割合（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（百万円）
（注1)

科目
期末残高
（百万円）
（注1)

主要株主及

びその近親

者が議決権

の過半数を

所有してい

る会社

（当該会社

の子会社含

む）

㈱キョウデン
エリアネット
　　 （注2）

東京都
港区

90
不動産
賃貸業

 － なし
事務所等の
賃借料の支払
（注4（1））

23 － －

（注）1．上記金額の取引金額には、消費税等は含まれておりません。期末残高には消費税等を含めております。
2．当社主要株主橋本浩氏が100％直接所有しております。
3．当社主要株主橋本浩氏及びその近親者が100％間接所有しております。
4．取引条件及び取引条件の決定方針等
　（1）事務所等の賃借料の支払については、市場価格を参考に決定しております。
　（2）出向者の受入については、出向に関する契約書に基づき、出向料の受領をしております。
　（3）市場価格、総原価を勘案して、当社希望価格を提示し、交渉の上取引条件を決定しております。
　（4）損害保険代理店業は、土地・建物等について損害保険契約の代行業務を行っており、保険料率その他付保

条件については一般契約者と同様の条件によっております。
5．大江戸温泉ホールディングス㈱及び㈱レオマユニティーは、平成27年3月に関連当事者に該当しなくなったた

め、取引金額は関連当事者であった期間の取引を、期末残高は関連当事者でなくなった時点の残高を記載して
おります。

 

（１株当たり情報）

 
 
 

前連結会計年度
（自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日）

当連結会計年度
（自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日）

1株当たり純資産額 221.61円 223.97円

1株当たり当期純利益金額 9.00円 4.68円

　（注）　1．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　　　2．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成25年4月 1日
至　平成26年3月31日）

当連結会計年度
（自　平成26年4月 1日
至　平成27年3月31日）

1株当たり当期純利益金額   

当期純利益金額                    （百万円） 438 227

普通株主に帰属しない金額　　      （百万円） － －

普通株式に係る当期純利益金額      （百万円） 438 227

期中平均株式数　　　　　　    　　 （千株） 48,686 48,686
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（重要な後発事象）

株式取得による企業結合

　当社は、平成27年5月7日開催の取締役会において、東芝テック株式会社の100％子会社である株式会社

テックプレシジョンが平成27年7月1日に会社分割（新設分割）により、実装組立・プレス・成形等の事業を

承継し設立予定である株式会社キョウデンプレシジョン（仮称）（以下「対象会社」という）の全株式を取

得し、当社の子会社とすることを目的とする株式譲渡契約を締結することを決議いたしました。

 

1．企業結合の概要

（1）企業結合を行う主な理由

　当社グループは電子事業を核として、TSP（トータル・ソリューション・プロバイダー：回路開発・設

計から基板製造、実装組立事業までの一貫支援体制）を事業として展開し、事業領域の拡大を経営戦略の

主要な柱としております。

　対象会社は、当社が持ち合わせていないプレス・成形・加工等の機能が有機的に実装・組立部門と連携

しており、かつノウハウの共有や顧客基盤の相互活用を通じて企業価値を高めることが期待できるものと

判断いたしました。

（2）企業結合日

　平成27年7月1日（予定）

（3）企業結合の法的形式

　株式取得

（4）結合後企業の名称

　株式会社キョウデンプレシジョン（仮称）

（5）取得する議決権比率

　100％

（6）取得企業を決定するに至った主な根拠

　当社が現金を対価として、株式を取得するためであります。

2．被取得企業の取得原価　　　　　　600百万円

EDINET提出書類

株式会社キョウデン(E02035)

有価証券報告書

60/79



⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名 銘柄 発行年月日
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

利率（％） 担保 償還期限

提出会社 第3回無担保普通社債 平成21年7月 3日
50

(50)

－

(－)
0.94 なし 平成26年7月31日

提出会社 第4回無担保普通社債 平成22年9月 1日
150

(100)

50

(50)
0.56 なし 平成27年9月 1日

提出会社 第5回無担保普通社債 平成23年6月30日
350

(140)

210

(140)
0.64 なし 平成28年6月30日

提出会社 第6回無担保普通社債 平成24年7月13日
350

(100)

250

(100)
0.27 なし 平成29年7月13日

提出会社 第7回無担保普通社債 平成25年3月29日
560

(140)

420

(140)
0.54 なし 平成30年3月29日

提出会社 第8回無担保普通社債 平成25年6月28日
810

(180)

630

(180)
0.27 なし 平成30年6月29日

提出会社 第9回無担保普通社債 平成26年7月10日
－

（－)

630

(140)
0.27 なし 平成31年7月10日

合計 －
2,270

(710)

2,190

(750)
－ － －

 
　（注）1．（　）内書は、1年以内の償還予定額であります。

2．連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

1年以内
（百万円）

1年超2年以内
（百万円）

2年超3年以内
（百万円）

3年超4年以内
（百万円）

4年超5年以内
（百万円）

750 630 510 230 70

 

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 7,315 7,137 1.47 －

1年以内に返済予定の長期借入金 3,059 2,909 1.44 －

1年以内に返済予定のリース債務 708 827 3.76 －

長期借入金（1年以内に返済予定のものを除く。） 6,439 5,885 1.43 平成28年～31年

リース債務（1年以内に返済予定のものを除く。） 2,096 2,252 3.48 平成28年～33年

その他有利子負債 － － － －

合計 19,620 19,012 － －
 
　（注）1．平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する方法により算出したリー
ス債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

3．長期借入金及びリース債務（1年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後5年間の返済予定額は以下
のとおりであります。なお、リース債務の返済予定額には残価保証額は含めておりません。

 
1年超2年以内
（百万円）

2年超3年以内
（百万円）

3年超4年以内
（百万円）

4年超5年以内
（百万円）

長期借入金 2,340 1,702 1,659 182

リース債務 800 736 413 200

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会
計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定によ
り記載を省略しております。
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（２）【その他】

当連結会計年度における四半期情報等
 

（累計期間） 第1四半期 第2四半期 第3四半期 当連結会計年度

売上高                 （百万円） 10,610 21,471 33,344 45,375

税金等調整前四半期（当期）純利益金

額（百万円）
252 590 922 435

四半期（当期）純利益金額（百万円） 154 423 677 227

1株当たり四半期（当期）純利益金額

（円）
3.18 8.70 13.92 4.68

 

（会計期間） 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

1株当たり四半期純利益金額又は1株当
たり四半期純損失金額（△）（円）

3.18 5.52 5.22 △9.24
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(平成26年3月31日)
当事業年度

(平成27年3月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,941 4,872

受取手形 972 1,401

売掛金 4,400 4,594

有価証券 500 500

商品及び製品 56 75

仕掛品 154 217

原材料及び貯蔵品 424 660

前払費用 43 51

繰延税金資産 125 155

短期貸付金 1,395 1,258

未収入金 256 193

その他 15 39

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 13,282 14,018

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1 1,514 ※1 1,296

構築物 77 68

機械及び装置 186 186

車両運搬具 5 8

工具、器具及び備品 56 44

土地 ※1 3,362 ※1 2,383

リース資産 1,102 1,322

建設仮勘定 － 27

有形固定資産合計 6,305 5,337

無形固定資産   

ソフトウエア 113 115

リース資産 3 21

その他 9 9

無形固定資産合計 126 145

投資その他の資産   

投資有価証券 191 172

関係会社株式 ※1 8,866 ※1 8,866

従業員長期貸付金 0 －

破産更生債権等 69 57

繰延税金資産 579 389

その他 423 403

貸倒引当金 △216 △202

投資その他の資産合計 9,915 9,686

固定資産合計 16,346 15,169

資産合計 29,629 29,187
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  (単位：百万円)

 
前事業年度

(平成26年3月31日)
当事業年度

(平成27年3月31日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,704 2,052

短期借入金 ※1 4,211 ※1 3,160

1年内償還予定の社債 710 750

1年内返済予定の長期借入金 ※1 2,407 ※1 2,352

リース債務 336 354

未払金 298 350

未払費用 252 254

未払法人税等 29 60

未払消費税等 10 116

賞与引当金 189 217

その他 36 42

流動負債合計 10,185 9,711

固定負債   

社債 1,560 1,440

長期借入金 ※1 4,587 ※1 4,331

リース債務 852 1,012

退職給付引当金 768 849

役員退職慰労引当金 15 15

その他 7 93

固定負債合計 7,791 7,742

負債合計 17,976 17,453

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,358 4,358

資本剰余金   

資本準備金 3,159 3,159

その他資本剰余金 1,000 1,000

資本剰余金合計 4,159 4,159

利益剰余金   

利益準備金 125 125

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 3,666 3,730

利益剰余金合計 3,791 3,855

自己株式 △681 △681

株主資本合計 11,627 11,691

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 25 47

繰延ヘッジ損益 － △5

評価・換算差額等合計 25 41

純資産合計 11,653 11,733

負債純資産合計 29,629 29,187
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②【損益計算書】

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(自　平成25年4月 1日
　至　平成26年3月31日)

当事業年度
(自　平成26年4月 1日
　至　平成27年3月31日)

売上高 19,792 21,149

売上原価 17,050 18,255

売上総利益 2,741 2,894

販売費及び一般管理費 ※2 2,541 ※2 2,560

営業利益 199 333

営業外収益   

受取利息及び配当金 159 151

為替差益 10 193

受取保険金 71 －

その他 61 64

営業外収益合計 303 409

営業外費用   

支払利息 186 166

社債発行費 32 28

貸倒引当金繰入額 139 －

保険解約損 － 32

その他 56 34

営業外費用合計 414 261

経常利益 88 481

特別利益   

固定資産売却益 － 12

特別利益合計 － 12

特別損失   

減損損失 － 21

投資有価証券評価損 － 59

特別損失合計 － 81

税引前当期純利益 88 412

法人税、住民税及び事業税 △105 △17

法人税等調整額 158 178

法人税等合計 53 161

当期純利益 35 250
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成25年4月1日　至　平成26年3月31日）

        (単位：百万円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

 

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

 
繰越利益剰
余金

当期首残高 4,358 3,159 1,000 4,159 125 3,777 3,902 △681 11,738

当期変動額          

剰余金の配当      △146 △146  △146

当期純利益      35 35  35

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

         

当期変動額合計 － － － － － △110 △110 － △110

当期末残高 4,358 3,159 1,000 4,159 125 3,666 3,791 △681 11,627

 

     

 評価・換算差額等

純資産合計
 

その他有価
証券評価差
額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

当期首残高 16 △0 15 11,754

当期変動額     

剰余金の配当    △146

当期純利益    35

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

9 0 9 9

当期変動額合計 9 0 9 △101

当期末残高 25 － 25 11,653
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当事業年度（自　平成26年4月1日　至　平成27年3月31日）

        (単位：百万円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

 

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

 
繰越利益剰
余金

当期首残高 4,358 3,159 1,000 4,159 125 3,666 3,791 △681 11,627

会計方針の変更に
よる累積的影響額

     △40 △40  △40

会計方針の変更を反
映した当期首残高

4,358 3,159 1,000 4,159 125 3,625 3,751 △681 11,587

当期変動額          

剰余金の配当      △146 △146  △146

当期純利益      250 250  250

自己株式の取得        △0 △0

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

         

当期変動額合計 － － － － － 104 104 △0 104

当期末残高 4,358 3,159 1,000 4,159 125 3,730 3,855 △681 11,691

 

     

 評価・換算差額等

純資産合計
 

その他有価
証券評価差
額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

当期首残高 25 － 25 11,653

会計方針の変更に
よる累積的影響額

   △40

会計方針の変更を反
映した当期首残高

25 － 25 11,612

当期変動額     

剰余金の配当    △146

当期純利益    250

自己株式の取得    △0

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

22 △5 16 16

当期変動額合計 22 △5 16 121

当期末残高 47 △5 41 11,733
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【注記事項】

（重要な会計方針）

1．有価証券の評価基準及び評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

 移動平均法による原価法

(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）を採用しております。

時価のないもの

 移動平均法による原価法を採用しております。

 

2．デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法

 

3．たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1）製品・仕掛品

主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

(2）原材料

総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

(3）貯蔵品

最終仕入原価法

 

4．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については定額法）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           15～31年

機械及び装置   6～7年

(2）無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、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）に基づく定額法を採用

しております。

(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については、リース期間を耐用年数とした定

額法を採用しております。

 

5．繰延資産の処理方法

社債発行費

　支出時に全額費用処理しております。

 

6．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、期末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。

 

7．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、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。

(2）賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しておりま

す。

(3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度の末日における退職給付債務の見込額に基づき計上してお

ります。

また、数理計算上の差異は、発生の翌事業年度に一括費用処理しております。
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(4）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

なお、当社は、平成18年6月29日の定時株主総会の日をもって取締役については役員退職慰労金制度を

廃止し、それまでの在任期間に対応する金額は対象役員の退任後の支払確定後に支払うこととしました。

このため、取締役の役員退職慰労引当金については、制度廃止以降の繰入れはなく、対象役員の退任後の

支払確定時に取り崩すこととしております。

 

8．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、金利スワップについては、金利スワップの特例処理の要件を満たしている場合には、金利スワッ

プの特例処理を採用しております。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

借入金の金利変動リスクに対して、借入元本の範囲内で金利スワップを利用することとしております。

(3）ヘッジ方針

借入金の金利変動リスクに対して、借入元本の範囲内で金利スワップを利用することとしております。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累

計又は相場変動を半期毎に比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジの有効性を評価しております。

ただし、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。

 

9．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1）退職給付に係る会計処理

　退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異

なっております。

(2）消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(3）連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

 

（会計方針の変更）

 (退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成27年3月26日）を当

事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定

額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を平均残存勤務期間に基づく割引率から退職

給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更してお

ります。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当事業年

度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を繰越利益剰余金に加減しており

ます。

この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が62百万円増加し、繰越利益剰余金が40百万円減少しておりま

す。また、当事業年度の損益計算書に与える影響は軽微であります。
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（貸借対照表関係）

※1　担保に供している資産及び担保に係る債務

　担保に供している資産

 
前事業年度

（平成26年3月31日）
当事業年度

（平成27年3月31日）

建物 305百万円 300百万円

土地 354 354

関係会社株式 3,025 3,025

計 3,684 3,679

 

　担保に係る債務

 
前事業年度

（平成26年3月31日）
当事業年度

（平成27年3月31日）

短期借入金 700百万円 850百万円

一年内返済予定の長期借入金 1,165 1,219

長期借入金 2,129 1,925

計 3,995 3,995

 

2　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く。）

 
前事業年度

（平成26年3月31日）
当事業年度

（平成27年3月31日）

短期金銭債権 1,667百万円 1,594百万円

短期金銭債務 1,404 1,602

 

3　保証債務

関係会社の金融機関からの借入等に対し、保証を行っております。

 
前事業年度

（平成26年3月31日）
当事業年度

（平成27年3月31日）

KYODEN (THAILAND) CO.,LTD. 3,543百万円 4,214百万円

KYODEN HONG KONG LTD. 57 67

計 3,601 4,281
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（損益計算書関係）

1　関係会社との取引高

前事業年度
（自　平成25年4月 1日
至　平成26年3月31日）

当事業年度
（自　平成26年4月 1日
至　平成27年3月31日）

売上高 216百万円  431百万円

仕入高 9,683  10,157

営業取引以外の取引高 165  156

 

※2　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度59％、当事業年度62％、一般管理費に属する費用の

おおよその割合は前事業年度41％、当事業年度38％であります。

　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成25年4月 1日
 　 至　平成26年3月31日）

当事業年度
（自　平成26年4月 1日

 　 至　平成27年3月31日）

給与手当 961 1,044

賞与引当金繰入額 71 88

退職給付費用 75 43

減価償却費 79 64

貸倒引当金繰入額 9 －

 

（有価証券関係）

子会社株式及び関連会社株式

 子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式8,866百万円、関連会社株式な

し、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式8,866百万円、関連会社株式なし）は、市場価格がなく、時

価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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（税効果会計関係）

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（平成26年3月31日）
 

当事業年度
（平成27年3月31日）

繰延税金資産（流動）    
賞与引当金 66百万円 70百万円
たな卸資産 40  47
その他 18  37
　　　　　計 125  155

繰延税金資産（固定）    
投資有価証券評価損 74  92
貸倒引当金 75  64
役員退職慰労引当金 5  4
退職給付引当金 269  269
関係会社株式評価損 834  756
減価償却費 336  276
土地 118  68
繰越欠損金 658  422
その他 29  23
小計 2,402  1,978
評価性引当額 △1,800  △1,562

　　　　　　計 602  416
繰延税金負債（固定）    
土地 △18  △16
その他有価証券評価差額金 △4  △10

　　　　　　計 △22  △26
繰延税金資産の純額 579  389

 
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳

 
前事業年度

（平成26年3月31日）
 

当事業年度
（平成27年3月31日）

法定実効税率 37.5％  35.1％
（調整）    
住民税均等割 21.5  4.6
交際費等損金に算入されない項目 37.2  7.2
同族会社に対する留保金課税 －  5.5
税制改正による影響 16.6  32.0
受取配当金等益金に算入されない項目 △42.3  △8.6
評価性引当額の増減 129.9  △13.0
連結納税対象子会社との連結法人税個別帰属額受払 △140.9  △19.7
試験研究費等の税額控除 －  △4.9
その他 0.9  0.9
税効果会計適用後の法人税等の負担率 60.4  39.1

 
3．法人税等の税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第9号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」
（平成27年法律第2号）が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税
率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用す
る法定実効税率は従来の35.1％から平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等につ
いては32.5％に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、
31.8％となります。
　この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額)が64百万円、繰延ヘッ
ジ損益が0百万円、それぞれ減少し、法人税等調整額が65百万円、その他有価証券評価差額金が1百万円、そ
れぞれ増加しております。
　また、欠損金の繰越控除制度が平成27年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の
100分の65相当額に、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当
額に控除限度額が改正されたことに伴い、繰延税金資産の金額は66百万円減少し、法人税等調整額は66百万
円増加しております。
 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）

区分 資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期償却額 当期末残高
減価償却累計

額

有形固定

資産

建物 1,514 68
180

(20)
106 1,296 2,294

構築物 77 3 － 11 68 459

機械及び装置 186 76 0 76 186 2,731

車両運搬具 5 6 0 2 8 55

工具、器具及び備品 56 22
2

(1)
32 44 433

土地 3,362 － 978 － 2,383 －

リース資産 1,102 554 － 334 1,322 773

建設仮勘定 － 30 2 － 27 －

計 6,305 761
1,164

(21)
564 5,337 6,748

無形固定

資産

ソフトウェア 113 47 0 45 115 387

リース資産 3 24 － 6 21 13

その他 9 0 － － 9 －

計 126 71 0 51 145 400

（注）1．リース資産の当期増加額の主なものは、プリント配線基板製造設備の取得554百万円であります。

2．土地の減少額は、赤坂の土地の売却によるものであります。

3．「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。

 

【引当金明細表】

（単位：百万円）

科目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸倒引当金 218 5 19 205

賞与引当金 189 217 189 217

役員退職慰労引当金 15 － － 15

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

（３）【その他】

　特記事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社キョウデン(E02035)

有価証券報告書

73/79



第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 4月１日から3月31日まで

定時株主総会 6月中

基準日 3月31日

剰余金の配当の基準日
9月30日

3月31日

1単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

取扱場所

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

三井住友信託銀行株式会社

取次所 ──────

買取手数料 無料

公告掲載方法

電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他や

むを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。

公告掲載URL

http://www.kyoden.co.jp/

株主に対する特典 該当事項はありません。

（注） 当社の定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規

定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以

外の権利を有しておりません。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

　事業年度（第32期）（自　平成25年4月1日　至　平成26年3月31日) 平成26年6月27日関東財務局長に提出

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

　平成26年6月27日関東財務局長に提出

(3) 四半期報告書及び確認書

　（第33期第1四半期）（自　平成26年4月1日　至　平成26年6月30日) 平成26年8月8日関東財務局長に提出

　（第33期第2四半期）（自　平成26年7月1日　至　平成26年9月30日) 平成26年11月7日関東財務局長に提出

　（第33期第3四半期）（自　平成26年10月1日　至　平成26年12月31日) 平成27年2月6日関東財務局長に提出

(4) 臨時報告書

平成26年7月1日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨時報

告書であります。

平成27年5月18日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号（財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著

しい影響を与える事象）に基づく臨時報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書  

 

   平成27年6月19日

株式会社キョウデン    

 

 取締役会　御中  

 

 有限責任監査法人トーマツ  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 岡　田　吉　泰　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 杉　田　昌　則　　印

 

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社キョウデンの平成26年4月1日から平成27年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借

対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務

諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制

を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社キョウデン及び連結子会社の平成27年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社キョウデンの平成27年3

月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準

に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること

を求めている。

　内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果

について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、株式会社キョウデンが平成27年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の

内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務

報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

2．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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 独立監査人の監査報告書  

 

   平成27年6月19日

株式会社キョウデン    

 

 取締役会　御中  

 

 有限責任監査法人トーマツ  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 岡　田　吉　泰　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 杉　田　昌　則　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社キョウデンの平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

キョウデンの平成27年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点におい

て適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

2．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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