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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 33,564 △11.0 △633 ― △620 ― △1,611 ―

21年3月期 37,722 △66.5 △843 ― △1,228 ― △3,040 ―

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 △32.88 ― △17.3 △1.5 △1.9

21年3月期 △59.60 ― △24.5 △2.7 △2.2

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  △189百万円

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 41,496 11,926 20.2 172.18
21年3月期 43,263 13,731 23.6 204.69

（参考） 自己資本   22年3月期  8,382百万円 21年3月期  10,217百万円

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 1,543 △1,991 △1,900 10,740
21年3月期 1,180 2,925 1,554 13,076

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 ― ― ― 3.00 3.00 149 ― 1.2
22年3月期 ― ― ― 1.00 1.00 48 ― 0.5

23年3月期 
（予想）

― ― ― 3.00 3.00 19.5

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

17,500 16.7 300 ― 300 ― 200 ― 4.11

通期 36,500 8.7 1,000 ― 1,000 ― 750 ― 15.40
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 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） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 52,279,051株 21年3月期 52,279,051株

② 期末自己株式数 22年3月期  3,592,430株 21年3月期  2,364,354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 11,630 △22.6 △90 ― △140 ― △2,805 ―

21年3月期 15,021 △14.6 104 △89.8 91 △90.8 △2,058 ―

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 △57.23 ―

21年3月期 △40.34 ―

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 24,471 8,776 35.9 180.27
21年3月期 27,645 11,872 42.9 237.85

（参考） 自己資本 22年3月期  8,776百万円 21年3月期  11,872百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載いたしました予想数値は、現時点におきまして入手可能な情報に基づいて算出したものであり、既知・未知のリスクや不確定要素等の要因によ
り、実際の業績は上記予想の数値と大きく異なる可能性があります。 
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(1）経営成績に関する分析 

① 当期の概況 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、経済対策の効果等により自動車や家電分野に持ち直しの動きが見られる

ものの、設備投資や雇用の過剰感は解消されておらず、雇用情勢が依然として厳しく、個人消費も低水準で推移す

るなど、依然として厳しい状況が続きました。 

 このような環境の中、当社グループにおきましては、コストの削減はもとより、新規顧客の開拓、品質・納期で

の信頼性向上活動を展開し、顧客満足度の向上に努めました。 

 この結果、売上高は、11.0％減の 百万円となりました。利益面につきましては、大幅なコスト削減に努め

たものの、営業損失は 百万円(前連結会計年度は 百万円の営業損失)、経常損失は 百万円(前連結会計年度

は 百万円の経常損失)、当期純損失は減損損失等により 百万円(前連結会計年度は 百万円の純損失)

となりました。 

② 事業の種類別セグメントは、次のとおりであります。 

（プリント配線基板事業） 

 プリント配線基板事業におきましては、第１四半期において生産・在庫調整の影響を受け需要が低迷したもの

の、緊急経済対策等の効果により生産高は回復してきております。しかしながら、不安定な所得環境によるデフ

レ傾向や企業間競争の激化により製品価格が下落し、売上高が減少しました。 

 この結果、売上高は12.7％減の 百万円、営業損失は 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、硝子長繊維原料や耐火物は、需要が徐々に回復してまいりましたが、販売量は

前年同期を下回りました。混和材は、下水道補修材が堅調を維持し、販売量が増加しました。農薬原料は、需要

の低迷が続き、販売量が減少しました。 

 この結果、売上高は2.1％減の 百万円となりましたが、コスト削減効果により、営業利益は40.9％増の

百万円となりました。 

 所在地セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（日本）  

 企業間競争に伴う販売価格の下落等により、売上高は減少いたしました。 

 この結果、売上高は13.2％減の 百万円、営業損失は 百万円となりました。 

（アジア）  

 アジアの主要な生産拠点であるタイの経済情勢は世界的な景気の後退を強く受け、車載関連機器を中心に年初

から受注が激減しておりましたが、各種の政策により４月以降回復してきており、特にＡＶ向け基板の生産が増

加いたしました。しかしながら、原材料の高騰や製品価格の下落等により損益は厳しいものとなりました。 

 この結果、売上高は2.1％増の 百万円、営業損失は 百万円となりました。 

(2）財政状態に関する分析 

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 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少しました。主な増

減は、土地の増加 百万円、現金及び預金の減少 百万円、たな卸資産の減少 百万円であります。  

負債の残高は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円増加しました。主な増減は、支払手形及び買

掛金の増加 百万円及び短期借入金の減少 百万円であります。 

  純資産の残高は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少しました。前期決算に係る配当

金 百万円と当期純損失 百万円により利益剰余金が 百万円減少したことが主な要因であります。 

② キャッシュ・フローの状況 

 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 百万

円（前連結会計年度は13,076百万円）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により獲得した資金は 百万円（前連結会計年度は1,180百万円の獲得）となりました。これは、

主に、税金等調整前四半期純損失 百万円、減価償却費 百万円、法人税等の還付額 百万円によるも

のです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により使用した資金は 百万円（前連結会計年度は2,925百万円の獲得）となりました。これは主

に、固定資産の取得 百万円によるものです。 

１．経営成績

33,564

633 843 620

1,228 1,611 3,040

26,922 998

6,641

358

27,265 130

5,986 538

41,496 1,766

1,164 2,636 291

29,570 38

1,616 1,684

11,926 1,805

149 1,611 1,761

10,740

1,543

1,268 1,967 567

1,991

1,955
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（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 百万円（前連結会計年度は1,554百万円の獲得）となりました。これは主

に、短期借入金の純減少額 百万円及びリース債務の返済 百万円によるものです。 

（参考指標） 

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発行済株式総数をベースに計算しております。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。 

③ 次期の見通し 

 次期につきましては、景気の二番底懸念は徐々に薄まりつつありますが、資源価格の高騰や、消費者物価の下

落などの不安材料もあり、依然として予断を許さない状況が続くと思われます。 

 このような状況を踏まえ、当社グループといたしましては、製造・販売・管理が一体となり、情報の共有化、

ＱＣＤＳの徹底、コストの削減等を図り、企業価値の向上に努めてまいる所存です。 

 次期業績としましては、売上高 百万円、営業利益 百万円、経常利益 百万円、当期純利益 百

万円を見込んでおります。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の 重要課題の一つと位置付けております。このような観点から、剰

余金の配当等の決定につきましては、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いくことを基本方針としております。また、自己株式の取得につきましては、企業環境の変化に

対応して機動的な資本政策を遂行するために、財務状況、株価の動向等を勘案しながら適切に実施してまいります。

 当社は、定款に、会社法第459条第１項に基づき、剰余金の配当等を取締役会の決議により行う旨の規定を設けて

おります。 

 当事業年度の期末配当金につきましては、平成22年５月14日開催の当社取締役会にて１株当たり配当金１円、効力

発生日（支払開始日）平成22年６月９日とすることを決議いたしました。 

 また、次期の利益配当金につきましては、１株につき３円を見込んでおります。 

  

1,900

1,440 440

  平成19年３月期 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（％） ％ 15.8 ％ 31.1 ％ 23.6 ％ 20.2

時価ベースの自己資本比率（％） ％ 24.3 ％ 16.3 ％ 9.7 ％ 16.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  4.1  5.2  15.8  12.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  11.5  7.7  4.0  4.5

36,500 1,000 1,000 750
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 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12社、非

連結子会社１社及び持分法非適用関連会社1社により構成され、主な事業はプリント配線基板事業、工業材料事業を営

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、当社グループの主な事業の種類別セグメント情報における事業区分は

同一であります。 

  

  

 平成20年３月期中間決算短信（平成19年11月14日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を

省略しております。 

 当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

 （当社ホームページ） 

 http://www.kyoden.co.jp/ir/pdf/20071114.pdf 

 （東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

 http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html  

２．企業集団の状況

区分 主要製品又は事業の内容 会社 

プリント配線基板事業 プリント配線基板 

製造 

販売 

当社、 

日本エレクトロニクス㈱、 

富士機工電子㈱、 

㈱キョウデンファインテック、 

KYODEN (THAILAND) CO., LTD. 

製造 昭和ＫＤＥ㈱ 

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㈱ 

３．経営方針
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４．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 13,126 10,490

受取手形及び売掛金 8,014 10,152

有価証券 500 799

商品及び製品 1,156 862

仕掛品 862 1,101

原材料及び貯蔵品 2,510 2,274

繰延税金資産 233 285

未収還付法人税等 569 －

その他 334 371

貸倒引当金 △13 △30

流動資産合計 27,295 26,307

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,466 9,213

減価償却累計額 △5,549 △5,842

建物及び構築物（純額） 3,917 3,371

機械装置及び運搬具 15,636 15,787

減価償却累計額 △12,069 △12,903

機械装置及び運搬具（純額） 3,566 2,884

土地 5,040 6,205

リース資産 1,910 1,692

減価償却累計額 △1,273 △1,148

リース資産（純額） 636 544

建設仮勘定 185 7

その他 2,145 2,211

減価償却累計額 △1,598 △1,771

その他（純額） 547 439

有形固定資産合計 13,895 13,452

無形固定資産   

その他 190 156

無形固定資産合計 190 156

投資その他の資産   

投資有価証券 386 341

長期貸付金 310 261

繰延税金資産 777 655

その他 642 581

貸倒引当金 △233 △260

投資その他の資産合計 1,882 1,580

固定資産合計 15,968 15,189

資産合計 43,263 41,496

㈱キョウデン　（6881）　平成22年３月期　決算短信
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（単位：百万円）

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 3,103 4,720

短期借入金 8,983 7,298

リース債務 419 340

1年内償還予定の社債 170 200

1年内返済予定の長期借入金 3,100 3,090

未払法人税等 101 117

賞与引当金 301 342

その他 1,713 1,668

流動負債合計 17,892 17,778

固定負債   

社債 850 1,100

長期借入金 5,591 6,063

リース債務 959 746

繰延税金負債 270 273

退職給付引当金 1,501 1,523

役員退職慰労引当金 1,355 1,308

負ののれん 1,050 767

その他 60 8

固定負債合計 11,639 11,791

負債合計 29,531 29,570

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 3,261 1,499

自己株式 △530 △681

株主資本合計 11,248 9,335

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △19 8

繰延ヘッジ損益 6 △8

為替換算調整勘定 △1,018 △952

評価・換算差額等合計 △1,031 △952

少数株主持分 3,514 3,543

純資産合計 13,731 11,926

負債純資産合計 43,263 41,496
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

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 37,722 33,564

売上原価 33,031 29,305

売上総利益 4,691 4,259

販売費及び一般管理費 5,534 4,892

営業損失（△） △843 △633

営業外収益   

受取利息 24 12

受取配当金 2 1

負ののれん償却額 284 299

雇用調整助成金 － 50

その他 144 107

営業外収益合計 454 471

営業外費用   

支払利息 305 335

持分法による投資損失 189 －

為替差損 205 7

その他 138 115

営業外費用合計 839 459

経常損失（△） △1,228 △620

特別利益   

固定資産売却益 17 －

投資有価証券売却益 512 12

賞与引当金戻入額 － 155

その他 39 38

特別利益合計 570 206

特別損失   

固定資産売却損 34 3

固定資産除却損 32 53

工場閉鎖損 － 108

減損損失 1,897 588

投資有価証券売却損 88 0

投資有価証券評価損 57 25

その他 104 74

特別損失合計 2,214 854

税金等調整前当期純損失（△） △2,872 △1,268

法人税、住民税及び事業税 167 161

法人税等調整額 △77 80

法人税等合計 90 241

少数株主利益 77 101

当期純損失（△） △3,040 △1,611
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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 4,358 4,358

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,358 4,358

資本剰余金   

前期末残高 4,159 4,159

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,159 4,159

利益剰余金   

前期末残高 6,600 3,261

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △40 －

当期変動額   

剰余金の配当 △258 △149

当期純損失（△） △3,040 △1,611

当期変動額合計 △3,299 △1,761

当期末残高 3,261 1,499

自己株式   

前期末残高 △356 △530

当期変動額   

自己株式の取得 △174 △151

当期変動額合計 △174 △151

当期末残高 △530 △681

株主資本合計   

前期末残高 14,762 11,248

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △40 －

当期変動額   

剰余金の配当 △258 △149

当期純損失（△） △3,040 △1,611

自己株式の取得 △174 △151

当期変動額合計 △3,473 △1,913

当期末残高 11,248 9,335
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（単位：百万円）

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   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △51 △19

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 31 28

当期変動額合計 31 28

当期末残高 △19 8

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 0 6

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6 △14

当期変動額合計 6 △14

当期末残高 6 △8

為替換算調整勘定   

前期末残高 △70 △1,018

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △948 65

当期変動額合計 △948 65

当期末残高 △1,018 △952

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △121 △1,031

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △910 78

当期変動額合計 △910 78

当期末残高 △1,031 △952

少数株主持分   

前期末残高 3,739 3,514

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △225 29

当期変動額合計 △225 29

当期末残高 3,514 3,543

純資産合計   

前期末残高 18,380 13,731

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △40 －

当期変動額   

剰余金の配当 △258 △149

当期純損失（△） △3,040 △1,611

自己株式の取得 △174 △151

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,135 108

当期変動額合計 △4,608 △1,805

当期末残高 13,731 11,926
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（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（△） △2,872 △1,268

減価償却費 2,488 1,967

減損損失 1,897 588

のれん償却額 29 21

負ののれん償却額 △284 △299

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13 20

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △113 △47

賞与引当金の増減額（△は減少） △130 40

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 42

受取利息及び受取配当金 △26 △14

支払利息 305 335

為替差損益（△は益） △19 △25

持分法による投資損益（△は益） 189 －

固定資産売却損益（△は益） 16 2

固定資産除却損 32 53

工場閉鎖損 － 108

投資有価証券評価損益（△は益） 57 25

投資有価証券売却損益（△は益） △424 △12

売上債権の増減額（△は増加） 3,192 △2,112

たな卸資産の増減額（△は増加） 220 342

仕入債務の増減額（△は減少） △1,388 1,553

未払消費税等の増減額（△は減少） 162 △63

未払費用の増減額（△は減少） △133 188

その他 △526 11

小計 2,686 1,460

利息及び配当金の受取額 30 14

利息の支払額 △295 △343

法人税等の還付額 － 567

法人税等の支払額 △1,240 △154

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,180 1,543

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） 510 －

有価証券の純増減額（△は増加） 500 －

投資有価証券の取得による支出 △7 △6

投資有価証券の売却による収入 10 34

子会社株式の取得による支出 △211 △18

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△92 －

関係会社株式の売却による収入 3,980 1

固定資産の取得による支出 △2,308 △1,955

固定資産の売却による収入 485 3

工場閉鎖による支出 － △108

その他 58 58

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,925 △1,991
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（単位：百万円）

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) 

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） 715 △1,440

長期借入れによる収入 4,660 3,500

長期借入金の返済による支出 △3,269 △3,428

社債の発行による収入 492 491

社債の償還による支出 △100 △220

リース債務の返済による支出 － △440

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △408 －

自己株式の取得による支出 △174 △151

配当金の支払額 △258 △149

少数株主への配当金の支払額 △102 △60

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,554 △1,900

現金及び現金同等物に係る換算差額 △424 12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,236 △2,336

現金及び現金同等物の期首残高 7,840 13,076

現金及び現金同等物の期末残高 13,076 10,740
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 該当事項はありません。  

   

  

（継続企業の前提に関する注記）

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       13社 

 主要な連結子会社名は「２．企業集団

の状況」に記載しているため、省略いた

しました。 

 当連結会計年度から㈱キョウデンファ

インテックを連結の範囲に含めておりま

す。これは、株式の取得により、連結の

範囲に含めることとしたものでありま

す。 

 ㈱キョウデンエンタープライズは、清

算により連結子会社でなくなりました。

(1）連結子会社の数       12社 

 主要な連結子会社名は「２．企業集団

の状況」に記載しているため、省略いた

しました。 

 ㈱ネットクエストは、清算により連結

子会社でなくなりました。 

  (2）主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社 

㈱キョウデンビジネスパートナー

(2）主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社 

同左 

  （連結の範囲から除いた理由） 

 ㈱キョウデンビジネスパートナー

は、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、連結の範囲から除外しておりま

す。 

  

  

２．持分法の適用に関する事

項 

  

(1）持分法適用の関連会社数   －社 (1）持分法適用の関連会社数   －社 

(2）持分法を適用していない非連結子会社

㈱キョウデンビジネスパートナー及び関

連会社は、連結純損益及び連結剰余金に

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。 

(2）      同左 

  (3）当連結会計年度から㈱九九プラス及び

その連結子会社１社は、株式の売却によ

り持分法の適用範囲から除外しておりま

す。 

(3）    ―――――― 

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、平成20年

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、同日から連結

決算日である平成21年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。 

 連結子会社のうち、KYODEN(THAILAND)

CO.,LTD.の他計３社の決算日は、平成21年

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、同日から連結

決算日である平成22年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。 
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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） 

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） 

イ 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

主として移動平均法による原価

法 

時価のないもの 

同左 

  ロ デリバティブ 

時価法 

ロ デリバティブ 

同左 

  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） 

ハ たな卸資産 

(イ）製品・仕掛品 

同左 

  (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） 

(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） 

  （会計方針の変更） 

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、営業損失、経常損失及

び税金等調整前当期純損失は、それぞ

れ142百万円増加しております。 

なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。 

   

  

  

(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。 

イ 有形固定資産（リース資産を除く） 

(イ）建物 

同左 

  (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。 

(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  ６～12年 

 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  ６～12年 
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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） 

  （追加情報） 

 当社及び国内連結子会社の機械装置に

ついては、従来、法人税法の規定する耐

用年数に基づき減価償却を行っておりま

したが、当連結会計年度より平成20年度

税制改正に伴い、改正後の耐用年数に基

づき減価償却を行っております。 

 この変更は、平成20年度税制改正を機

に機械装置の耐用年数の見直しを行った

結果、改正後の法定耐用年数を適用した

ほうがより利用実態に適合しているもの

と判断したためです。 

 これにより、当連結会計年度の営業損

失、経常損失及び税金等調整前当期純損

失は、それぞれ83百万円増加しておりま

す。 

 なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。 

  

  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。 

ロ 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  ハ リース資産 

 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、リース契約上で残存保証の取決

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。 

ハ リース資産 

同左 

(3）重要な引当金の計上基

準 

イ 貸倒引当金 

 債権の貸倒れの損失に備えるため、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。 

イ 貸倒引当金 

同左 

  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。 

ロ 賞与引当金 

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） 

  ハ 退職給付引当金 

 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及び年金資産

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、発生時の

翌連結会計年度から従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（１～９年）に

よる定額法により費用処理しておりま

す。 

ハ 退職給付引当金 

同左 

  ニ 役員退職慰労引当金 

 当社は役員及び執行役員の、連結子会

社４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日の定

時株主総会の日をもって取締役及び執行

役員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時に支払うこととし

ました。このため、取締役及び執行役員

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

任時に取り崩すこととしております。 

ニ 役員退職慰労引当金 

同左 

(4）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。 

同左 

(5）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。 

イ ヘッジ会計の方法 

同左 

  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。 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

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） 

  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。 

ハ ヘッジ方針 

同左 

  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。 

ニ ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

イ 消費税等の会計処理方法 

 税抜方式によっております。 

イ 消費税等の会計処理方法 

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、部分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

償却に関する事項 

 のれん及び負の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。 

同左 

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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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

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） 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関す

る当面の取扱い） 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外

子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告

第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な

修正を行っております。 

 これにより、当連結会計年度の営業損失、経常損失及び

税金等調整前当期純損失は、それぞれ４百万円増加してお

ります。また、適用初年度の期首利益剰余金は40百万円減

少いたしました。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載

しております。 

――――――  

（リース取引に関する会計基準） 

当社及び連結子会社は、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっておりましたが、当連結会計年度より、

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号

（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19

年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月

18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年

３月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に

準じた会計処理によっております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

―――――― 
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 近２連結会計年度における事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。 

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．事業区分の方法 

事業は、内部管理上採用している区分により分けております。 

２．各区分に属する主要な製品等 

３．営業費用は全て各セグメントに配賦しております。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、10,205百万円であり、その主なものは、当社

での余裕運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であり

ます。 

５．減価償却費及び資本的支出には無形固定資産（ソフトウェア）とその償却額が含まれております。 

６．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「流通事業」は、事業縮小に伴い、当連結会計年度より「その

他の事業」にセグメント名称を変更しております。 

７．会計方針の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（１）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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度のプリント配

線基板事業の営業損失が111百万円増加し、工業材料事業の営業利益が31百万円減少しております。 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

 「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」に記載のとおり、当連結会計年度より「連結財

務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号  平成18年５月17

日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度の営業損失が、

プリント配線基板事業で４百万円増加しております。 

８．追加情報 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（２）に記載のとおり、当社及び主な国内連結子

会社の機械装置につきましては、従来、法人税法の規定する耐用年数に基づき減価償却を行っておりました

が、当連結会計年度より平成20年度税制改正に伴い、改正後の耐用年数に基づき減価償却を行っております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度のプリント配線基板事業の営業損失が65

百万円増加し、工業材料事業の営業利益が18百万円減少しております。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
プリント配線
基 板 事 業 
（百万円） 

工業材料事業
（百万円） 

その他の事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

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 
 30,839  6,781  101  37,722  －  37,722

(2）セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 －  －  0  0  (△0)  －

計  30,839  6,781  102  37,723  (△0)  37,722

営業費用  31,941  6,527  104  38,572  (△6)  38,566

営業利益又は営業損失（△）  △1,101  254  △1  △849  (5)  △843

Ⅱ 資産、減価償却費、 

減損損失及び資本的支出 
            

資   産  24,205  8,731  121  33,058  (10,205)  43,263

減価償却費  2,190  297  0  2,488  －  2,488

減損損失  1,897  －  －  1,897  －  1,897

資本的支出  2,254  350  －  2,605  －  2,605

事業区分 主要製品等 

プリント配線基板事業 プリント配線基板 

工業材料事業 硝子長繊維用原料、耐火物、混和材、農薬原料 

その他の事業 人事コンサルタント 

㈱キョウデン　（6881）　平成22年３月期　決算短信

－19－



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．事業区分の方法 

事業は、内部管理上採用している区分により分けております。 

２．各区分に属する主要な製品等 

３．営業費用は全て各セグメントに配賦しております。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、 百万円であり、その主なものは、当社

での余裕運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であり

ます。 

５．減価償却費及び資本的支出には無形固定資産（ソフトウェア）とその償却額が含まれております。 

  

  
プリント配線
基 板 事 業 
（百万円） 

工業材料事業
（百万円） 

その他の事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

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 
 26,922  6,641  －  33,564  －  33,564

(2）セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  26,922  6,641  －  33,564  －  33,564

営業費用  27,921  6,283  0  34,204  (△6)  34,197

営業利益又は営業損失（△）  △998  358  △0  △639  (6)  △633

Ⅱ 資産、減価償却費、 

減損損失及び資本的支出 
            

資   産  23,158  9,469  －  32,627  (8,868)  41,496

減価償却費  1,690  276  －  1,967  －  1,967

減損損失  588  －  －  588  －  588

資本的支出  1,837  163  －  2,000  －  2,000

事業区分 主要製品等 

プリント配線基板事業 プリント配線基板 

工業材料事業 硝子長繊維用原料、耐火物、混和材、農薬原料 

その他の事業 人事コンサルタント 

8,868
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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．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

（1）アジア……タイ、香港 

（2）その他……ドイツ 
３．「消去又は全社」に含めた全社資産の金額及び主な内容は、「事業の種類別セグメント情報」

の「注４．」と同一であります。 
４．会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（１）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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比

べ、当連結会計年度の営業損失が、日本で142百万円増加しております。 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

「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」に記載のとおり、当連結会計年度よ

り「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第

18号  平成18年５月17日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比

べ、当連結会計年度の営業損失が、アジアで４百万円増加しております。 

５．追加情報 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.（２）に記載のとおり、当社及び主な国

内連結子会社の機械装置につきましては、従来、法人税法の規定する耐用年数に基づき減価償却

を行っておりましたが、当連結会計年度より平成20年度税制改正に伴い、改正後の耐用年数に基

づき減価償却を行っております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会

計年度の営業損失は、日本で83百万円増加しております。 

  

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．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 
（1）アジア……タイ、香港 
（2）その他……ドイツ 
３．「消去又は全社」に含めた全社資産の金額及び主な内容は、「事業の種類別セグメント情報」

の「注４．」と同一であります。 
  

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本

（百万円） 
アジア

（百万円） 
その他

（百万円） 
計

（百万円） 

消去又は 
全  社 

（百万円） 

連結

（百万円） 

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  31,406  5,864  452  37,722  －  37,722

(2）セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 696  582  1  1,280  (△1,280)  －

計  32,102  6,446  453  39,003  (△1,280)  37,722

営業費用  32,705  6,727  447  39,880  (△1,314)  38,566

営業利益又は営業損失（△）  △602  △281  6  △876  (33)  △843

Ⅱ 資産  27,929  5,687  153  33,770  (9,492)  43,263

  
日本

（百万円） 
アジア

（百万円） 
その他

（百万円） 
計

（百万円） 

消去又は 
全  社 

（百万円） 

連結

（百万円） 

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  27,265  5,986  312  33,564  －  33,564

(2）セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 205  584  －  789  (△789)  －

計  27,471  6,570  312  34,354  (△789)  33,564

営業費用  27,601  7,109  310  35,021  (△823)  34,197

営業利益又は営業損失（△）  △130  △538  2  △667  (33)  △633

Ⅱ 資産  28,087  5,540  176  33,804  (7,691)  41,496
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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．国又は地域は、地理的接近度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

（1）アジア……タイ、シンガポール 

（2）その他……ドイツ 

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．国又は地域は、地理的接近度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

（1）アジア……タイ、シンガポール、中国 

（2）その他……ドイツ 

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。 

 （注） １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（開示の省略） 

リース取引、関連当事者情報、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプ

ション等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。 

  

ｃ．海外売上高

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  6,069  482  6,552

Ⅱ 連結売上高（百万円）              37,722

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  16.09  1.28  17.37

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  6,664  332  6,997

Ⅱ 連結売上高（百万円）              33,564

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  19.86  0.99  20.85

（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 円 銭 204 69

１株当たり当期純損失 円 銭 59 60

１株当たり純資産額 円 銭 172 18

１株当たり当期純損失 円 銭 32 88

 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の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のため記載しておりませ

ん。 

  
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株当たり当期純損失金額     

当期純損失（△）            （百万円）  △3,040  △1,611

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損失 （△） 

（百万円） 
 △3,040  △1,611

期中平均株式数               （千株）  51,023  49,030
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（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） 

当社は、平成21年４月７日開催の取締役会において、

株式会社クラフト（当社役員の所有会社）が所有する固

定資産に係る売買契約を締結することを決議し、同日に

取得いたしました。 

  

１．取得理由 

都内に分散している当社の各事業部門の所在地を統

合することにより、営業部門及び管理部門の効率化を

図ると共に、事務所経費の低減を目的として、当該固

定資産を取得いたしました。 

当社は、平成22年３月５日開催の取締役会において、

当社の連結子会社であります昭和ＫＤＥ㈱を完全子会社

化することを目的に、同社の普通株式を公開買付けによ

り取得することを決議し、平成22年３月８日から本公開

買付けを実施していましたが、平成22年４月19日をもっ

て本公開買付けが終了しました。 

この結果、平成22年４月23日付で昭和ＫＤＥ㈱の普通

株式16,183,163株を取得し、従前の保有株式と合わせて

36,583,163株となりました。  

２．取得資産の内容 

３．取得先の概要 

（1）商号 

株式会社クラフト 

（2）本店所在地 

長野県松本市北深志三丁目９番６号 

（3）資本金 

68百万円 

（4）主な事業の内容 

不動産賃貸業、経営コンサルタント 

（5）当社との関係 

役員の所有会社  

４．取得年月日 

平成21年４月７日 

資産の内容 土地（868.36㎡） 

  建物（960.45㎡） 

所在地 東京都港区赤坂八丁目315番地他 

取得価格 1,250百万円 
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

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 9,122 7,088

受取手形 1,169 1,217

売掛金 2,528 2,678

有価証券 500 799

商品及び製品 20 8

仕掛品 100 104

原材料及び貯蔵品 182 146

前払費用 46 36

繰延税金資産 81 121

短期貸付金 517 1,116

未収入金 29 40

未収還付法人税等 532 9

その他 26 77

貸倒引当金 △0 △2

流動資産合計 14,857 13,444

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,224 3,435

減価償却累計額 △1,555 △1,673

建物（純額） 1,669 1,762

構築物 422 424

減価償却累計額 △325 △340

構築物（純額） 96 83

機械及び装置 2,821 2,694

減価償却累計額 △2,236 △2,315

機械及び装置（純額） 585 379

車両運搬具 58 58

減価償却累計額 △39 △46

車両運搬具（純額） 18 12

工具、器具及び備品 489 460

減価償却累計額 △420 △413

工具、器具及び備品（純額） 68 46

土地 1,467 2,606

リース資産 493 509

減価償却累計額 △88 △156

リース資産（純額） 404 353

建設仮勘定 2 －

有形固定資産合計 4,313 5,242

無形固定資産   

ソフトウエア 58 42

リース資産 9 14

その他 9 9

無形固定資産合計 77 66
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（単位：百万円）

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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 322 288

関係会社株式 7,094 6,684

出資金 0 －

従業員長期貸付金 1 3

関係会社長期貸付金 1,893 2,506

破産更生債権等 74 67

長期前払費用 0 －

繰延税金資産 379 320

その他 248 225

貸倒引当金 △1,616 △2,437

投資損失引当金 － △1,941

投資その他の資産合計 8,397 5,717

固定資産合計 12,788 11,027

資産合計 27,645 24,471

負債の部   

流動負債   

買掛金 543 927

短期借入金 4,660 3,600

1年内償還予定の社債 170 200

1年内返済予定の長期借入金 2,052 1,680

リース債務 91 104

未払金 194 221

未払費用 173 158

未払法人税等 23 34

未払消費税等 88 9

前受金 21 16

預り金 41 38

賞与引当金 137 126

債務保証損失引当金 886 855

関係会社事業損失引当金 330 －

その他 0 13

流動負債合計 9,413 7,986

固定負債   

社債 850 1,100

長期借入金 3,327 4,518

リース債務 342 318

退職給付引当金 475 497

役員退職慰労引当金 1,312 1,275

その他 51 0

固定負債合計 6,359 7,708

負債合計 15,773 15,695
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（単位：百万円）

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) 

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   

特別償却準備金 － －

別途積立金 1,500 1,500

繰越利益剰余金 2,272 △683

利益剰余金合計 3,897 941

自己株式 △530 △681

株主資本合計 11,884 8,777

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △19 7

繰延ヘッジ損益 6 △8

評価・換算差額等合計 △12 △1

純資産合計 11,872 8,776

負債純資産合計 27,645 24,471
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

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 15,021 11,630

売上原価   

製品期首たな卸高 45 20

当期製品製造原価 11,080 9,006

当期製品仕入高 1,356 665

合計 12,482 9,693

他勘定振替高 0 －

製品期末たな卸高 20 8

製品売上原価 12,460 9,684

売上総利益 2,560 1,945

販売費及び一般管理費 2,455 2,036

営業利益又は営業損失（△） 104 △90

営業外収益   

受取利息 46 71

受取配当金 103 62

受取手数料 27 3

その他 51 87

営業外収益合計 227 224

営業外費用   

支払利息 149 186

支払手数料 10 4

投資事業組合運用損 33 36

その他 47 47

営業外費用合計 240 274

経常利益又は経常損失（△） 91 △140

特別利益   

関係会社株式売却益 22 －

関係会社清算益 132 20

役員退職慰労引当金戻入額 22 14

賞与引当金戻入額 － 109

関係会社事業損失引当金戻入額 － 161

その他 － 14

特別利益合計 177 320
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（単位：百万円）

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   

固定資産除却損 15 19

固定資産売却損 23 1

投資有価証券売却損 88 0

投資有価証券評価損 12 25

関係会社株式評価損 10 309

減損損失 0 0

貸倒引当金繰入額 919 626

投資損失引当金繰入額 － 1,941

関係会社事業損失引当金繰入額 330 －

債務保証損失引当金繰入額 886 －

その他 36 5

特別損失合計 2,323 2,929

税引前当期純損失（△） △2,054 △2,750

法人税、住民税及び事業税 36 29

法人税等調整額 △32 26

法人税等合計 4 55

当期純損失（△） △2,058 △2,805

㈱キョウデン　（6881）　平成22年３月期　決算短信

－28－



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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 4,358 4,358

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,358 4,358

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 3,159 3,159

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,159 3,159

その他資本剰余金   

前期末残高 1,000 1,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,000 1,000

資本剰余金合計   

前期末残高 4,159 4,159

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,159 4,159

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 125 125

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 125 125

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 4 －

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △4 －

当期変動額合計 △4 －

当期末残高 － －

別途積立金   

前期末残高 1,500 1,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,500 1,500
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（単位：百万円）

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) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 4,583 2,272

当期変動額   

剰余金の配当 △258 △149

特別償却準備金の取崩 4 －

当期純損失（△） △2,058 △2,805

当期変動額合計 △2,311 △2,955

当期末残高 2,272 △683

利益剰余金合計   

前期末残高 6,213 3,897

当期変動額   

剰余金の配当 △258 △149

特別償却準備金の取崩 － －

当期純損失（△） △2,058 △2,805

当期変動額合計 △2,316 △2,955

当期末残高 3,897 941

自己株式   

前期末残高 △356 △530

当期変動額   

自己株式の取得 △174 △151

当期変動額合計 △174 △151

当期末残高 △530 △681

株主資本合計   

前期末残高 14,375 11,884

当期変動額   

剰余金の配当 △258 △149

当期純損失（△） △2,058 △2,805

自己株式の取得 △174 △151

当期変動額合計 △2,490 △3,107

当期末残高 11,884 8,777
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（単位：百万円）

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 △44 △19

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 24 26

当期変動額合計 24 26

当期末残高 △19 7

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 0 6

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6 △14

当期変動額合計 6 △14

当期末残高 6 △8

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △43 △12

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 30 11

当期変動額合計 30 11

当期末残高 △12 △1

純資産合計   

前期末残高 14,331 11,872

当期変動額   

剰余金の配当 △258 △149

当期純損失（△） △2,058 △2,805

自己株式の取得 △174 △151

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 30 11

当期変動額合計 △2,459 △3,095

当期末残高 11,872 8,776
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 該当事項はありません。  

   

(1）役員の異動 

 （平成22年６月25日付予定） 

① 代表取締役の異動 

 該当事項はありません。 

② その他の役員の異動 

・新任取締役候補 

 取締役 田中 基博（現 昭和ＫＤＥ株式会社 代表取締役社長） 

 取締役 池側 浩文（現 富士機工電子株式会社 代表取締役社長）  

（継続企業の前提に関する注記）

６．その他
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