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連結株主資本等変動計算書

（ 自 2020年4月 1日
至 2021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

当連結会計年度期首残高 4,358 4,174 11,075 △491 19,116

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △248 △248

親会社株主に帰属する
当期純利益

2,631 2,631

その他 △7 △7

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － － 2,375 － 2,375

当連結会計年度末残高 4,358 4,174 13,450 △491 21,491

その他の包括利益累計額
非支配株主
持分

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

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

当連結会計年度期首残高 147 △557 △6 △415 74 18,775

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △248

親会社株主に帰属する
当期純利益

2,631

その他 △7

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

△21 △351 △22 △395 16 △379

連結会計年度中の変動額合計 △21 △351 △22 △395 16 1,996

当連結会計年度末残高 126 △908 △28 △810 90 20,771
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連結注記表

１．連結計算書類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　連結子会社の状況

・連結子会社の数　　　　　　　　8社

・主要な連結子会社の名称　　　　昭和ＫＤＥ株式会社

株式会社キョウデンプレシジョン

KYODEN(THAILAND)CO.,LTD.

KYODEN HONG KONG LTD.

②　非連結子会社の名称等

・主要な非連結子会社の名称　　　東莞光路電子有限公司

・連結の範囲から除いた理由　　　非連結子会社東莞光路電子有限公司及びその他の非連

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、いずれも連結計算書類に

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　持分法を適用した関連会社の状況

イ　持分法適用の非連結子会社数　0社

ロ　持分法適用の関連会社数　0社

②　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

計算書類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。連結計算書類の作成に当たっては、同決算日現在の計算書類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。
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(4) 会計方針に関する事項

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

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）

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）

建物　　　　　　　　　　　　主として定額法を採用しております。

その他　　　　　　　　　　　当社及び国内連結子会社は主として定率法、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　　　　　　　　定額法を採用しております。

（リース資産を除く）　　　 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。

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　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。
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④　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。

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　　　　　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、連結子会社1社は、2011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。

⑤　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。

ニ　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。

⑥　重要な外貨建の資産及び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

決算日の直物為替相場により円貨に換算しております。
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⑦　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

は相場変動を四半期毎に比較し、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。

⑧　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。

⑨　その他連結計算書類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。
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２．会計上の見積りに関する注記

(1) 大阪事業所の固定資産の評価

①　連結計算書類に計上した金額

建物及び構築物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　551百万円

機械装置及び運搬具　　　　　　　　　　　　　　　　　　　507百万円

土地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　527百万円

リース資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　185百万円

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 79百万円

　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,851百万円

②　会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

　当社は、電子事業を営むために、工場の土地建物等の資産を保有しています。当社の電

子事業においては、主に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。

　当連結会計年度において、大阪事業所の資産グループに係る固定資産について、事業構

造改革により横浜事業所の製造機能を一部移管した事による生産の立ち上げ遅れ、及び新

型コロナウイルスの影響もあり経営環境が悪化した事により減損の兆候を識別しておりま

すが、大阪事業所の資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳

簿価額を比較した結果、当該割引前将来キャッシュ・フローが帳簿価額を上回るため、減

損損失の認識は不要と判断しました。

　この割引前将来キャッシュ・フローは、翌連結会計年度以降の計画に基づき見積りして

いますが、これらの見積りにおいて用いた仮定が、予期せぬ需要の減少等により見直しが

必要になった場合には、翌連結会計年度において、減損損失を認識する可能性があります。

３．連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産

建物及び構築物 266百万円

機械装置及び運搬具 132百万円

土地 327百万円

有形固定資産「その他」 12百万円

計 739百万円

対応する債務

当連結会計年度末現在、対応する債務はございません。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 26,123百万円

(3) 受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

　　受取手形割引高 167百万円

　　受取手形裏書譲渡高 33百万円
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４．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 52,279千株 －千株 －千株 52,279千株

(2) 自己株式の数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 2,592千株 －千株 －千株 2,592千株

(3) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額等

（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

2020年5月15日
取締役会

普通株式 248 5 2020年3月31日 2020年6月10日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌期になるもの

（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

2021年5月14日
取締役会

普通株式 496
利益
剰余金

10
2021年
3月31日

2021年
6月9日

(4) 当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項

該当事項はありません。
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５．金融商品に関する注記

（1）金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取り組み方針

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。

営業債務である支払手形及び買掛金は、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、前述の連結計算書類作成のための基本

となる重要な事項「(4) 会計方針に関する事項 ⑦ 重要なヘッジ会計の方法」をご参照下

さい。
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③　金融商品に係るリスク管理体制

イ　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。

ロ　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。

ハ　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、資金調達に係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、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

2021年3月31日における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。

また、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）。

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 8,680 8,680 　－

(2) 受取手形及び売掛金 13,388 13,388 　－

(3) 電子記録債権 2,485 2,485 　－

(4) 有価証券及び投資有価証券 271 271 －

資産計 24,825 24,825 －

(1) 支払手形及び買掛金 5,949 5,949 　－

(2) 電子記録債務 921 921 　－

(3) 短期借入金 3,600 3,600 　－

(4) 未払法人税等 749 749 　－

(5) 社債 480 480 0

(6) 長期借入金 8,066 8,022 △43

(7) リース債務 1,200 1,196 △4

負債計 20,967 20,920 △47

(注)1．金融商品の時価の算定方法

資　産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(3) 電子記録債権

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) 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。
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負　債

(1) 支払手形及び買掛金、(2) 電子記録債務、(3) 短期借入金、(4) 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。

(5) 社債、(6) 長期借入金、(7) 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。

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

　区分 連結貸借対照表計上額（百万円）

　非上場株式 　48

　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、「(4)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

3．社債、長期借入金及びリース債務の連結決算日後の償還又は返済予定額は以下のと
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）

5年超
（百万円）

社債 240 180 60 － － －

長期
借入金

2,654 2,345 1,475 1,446 144 －

リース
債務

372 291 267 217 48 3

６．1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 416円23銭

(2) 1株当たり当期純利益 52円96銭

７．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書

（ 自 2020年4月 1日
至 2021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

当事業年度期首残高 4,358 3,159 1,015 4,174 125 6,523 6,648 △491 14,689

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △248 △248 △248

当期純利益 1,857 1,857 1,857

株主資本以外の
項目の事業年度中の
変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 － － － － － 1,608 1,608 － 1,608

当事業年度末残高 4,358 3,159 1,015 4,174 125 8,131 8,257 △491 16,297

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差額金

評価・換算
差額等合計

当事業年度期首残高 2 2 14,691

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △248

当期純利益 1,857

株主資本以外の
項目の事業年度中の
変動額(純額)

4 4 4

事業年度中の変動額合計 4 4 1,612

当事業年度末残高 6 6 16,304
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項

(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　　　　　　　事業年度の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）

・時価のないもの　　　　　　　移動平均法による原価法

(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　　　　　　　　　　　 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、1998年4月1日以降に取得した建物（附

属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物

附属設備及び構築物については定額法）を採用しており

ます。

なお、主な耐用年数は次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　　　　　　　　定額法を採用しております。

（リース資産を除く）　　　　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。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。

(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。
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(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。

(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

場変動を四半期毎に比較し、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) その他計算書類作成のための基本となる事項

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、連結計算書類における会計

　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。
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２．会計上の見積りに関する注記

(1) 大阪事業所の固定資産の評価

①　計算書類に計上した金額

建物及び構築物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　551百万円

機械装置及び運搬具　　　　　　　　　　　　　　　　　　　507百万円

土地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　527百万円

リース資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　185百万円

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 79百万円

　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,851百万円

②　会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

　当社は、電子事業を営むために、工場の土地建物等の資産を保有しています。当社の電

子事業においては、主に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。

　当事業年度において、大阪事業所の資産グループに係る固定資産について、事業構造改

革により横浜事業所の製造機能を一部移管した事による生産の立ち上げ遅れ、及び新型コ

ロナウイルスの影響もあり経営環境が悪化した事により減損の兆候を識別しておりますが、

大阪事業所の資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額

を比較した結果、当該割引前将来キャッシュ・フローが帳簿価額を上回るため、減損損失

の認識は不要と判断しました。

　この割引前将来キャッシュ・フローは、翌事業年度以降の計画に基づき見積りしていま

すが、これらの見積りにおいて用いた仮定が、予期せぬ需要の減少等により見直しが必要

になった場合には、翌事業年度において、減損損失を認識する可能性があります。

３．貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 10,784百万円

(2) 保証債務

関係会社の金融機関からの借入等に対し債務保証を行っております。

株式会社キョウデンプレシジョン 200百万円

(3) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

①　短期金銭債権 3,411百万円

②　短期金銭債務 651百万円

４．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

① 営業取引による取引高

　売上高 75百万円

　仕入高 4,059百万円

    ② 営業取引以外の取引高 354百万円
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５．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 2,592千株 －千株 －千株 2,592千株

６．税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

 賞与引当金 62百万円

 たな卸資産 164百万円

 退職給付引当金 526百万円

 投資有価証券評価損 70百万円

 土地 65百万円

 関係会社株式評価損 718百万円

 繰越欠損金 6百万円

 減価償却費

 貸倒引当金

133百万円

48百万円

 その他 81百万円

繰延税金資産小計 1,878百万円

評価性引当額 △927百万円

繰延税金資産合計 950百万円
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７．関連当事者との取引に関する注記

　(1) 子会社等

種 類 会社等の名称

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 )
役員の

兼任等

事業上

の関係

子会社

KYODEN

(THAILAND)

CO.,LTD.

所有

間接100
－

製品の

製造販売

資金の貸付

（注2（1））
1,524 短期貸付金 1,428

利息の受取

（注2（1））
46 － －

子会社 昭和ＫＤＥ㈱
所有

直接100

役員

1名
なし 配当の受取 300 － －

子会社
㈱キョウデンプ

レシジョン

所有

直接100

役員

1名

製品の

製造

債務保証

（注2（2））
450 － －

資金の貸付

（注3）
1,170 短期貸付金 1,762

外注加工等

（注2（3））
3,531 買掛金 487

（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．取引条件及び取引条件の決定方針等
 （1）資金の貸付については、貸付利率は市場金利を勘案して利率を決定しております。
 （2）金融機関からの借入等に対する債務保証をしております。なお、保証料はゼロであります。取引金額は期
　　　中平均残高を記載しております。
 （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。

3. キョウデングループのキャッシュマネジメントサービス（ＣＭＳ）における取引であり、取引金額は期中平均
　 残高を記載しております。また、利息の利率については市場金利を勘案して決定しております。
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　(2) 役員及び個人主要株主等

種 類
会社等の名称

又 は 氏 名

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 )
役員の

兼任等

事業上

の関係

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）

－ なし
不動産

の賃借

事務所等の

賃借料の支払

（注5（1））

4 前払費用 0

㈲ティ・アイ・

エス

     （注3）

－ なし
保険料

の支払

損害保険取引

（注5（2））
9 － －

㈱フリーウェ

イ

     （注2）

－ なし なし

事務所等の

賃借料の支払

（注5（1））

18 前払費用 1

役員

(弁)長谷川洋二

法律事務所

     （注4）

－ なし なし
弁護士報酬

（注5（3））
10 － －

（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の近親者が100％直接所有しております。
　　　4．当社社外取締役長谷川洋二氏が代表を務める法律事務所であります。
　　　5．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）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。
（3）弁護士報酬については、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。

８．1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 328円15銭

(2) 1株当たり当期純利益 37円38銭
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