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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】

回次
第100期

第２四半期
連結累計期間

第101期
第２四半期
連結累計期間

第100期

会計期間
自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日

自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日

自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日

売上高 （百万円） 220,143 199,684 514,357

経常利益 （百万円） 9,200 9,873 28,174

四半期（当期）純利益 （百万円） 4,764 5,966 16,393

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 13,966 10,145 25,243

純資産額 （百万円） 336,976 347,422 341,364

総資産額 （百万円） 479,866 488,654 518,464

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 21.11 27.48 73.92

潜在株式調整後

１株当たり四半期（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 70.0 70.8 65.6

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 8,044 12,953 13,706

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △286 △1,164 5,987

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △24,994 △3,260 △26,119

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
（百万円） 63,149 82,933 74,343

 

回次
第100期

第２四半期
連結会計期間

第101期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成25年７月１日
至 平成25年９月30日

自 平成26年７月１日
至 平成26年９月30日

１株当たり四半期純利益    （円） 16.52 20.63

（注）１ 当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ない。

２ 売上高には、消費税等は含まれていない。

３ 潜在株式調整後１株当たり四半期（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いない。

 

２【事業の内容】

 当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はない。また、主要な関係会社に異動はない。

 

EDINET提出書類

株式会社きんでん(E00075)

四半期報告書

 2/19



第２【事業の状況】
（注）１ 記載金額は消費税等抜きの金額で表示している。

２ 百万円未満の端数を切捨てて表示している。

 

１【事業等のリスク】

 当第２四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について、次の

とおり変更があった。

 

 当社は電力会社の発注する送電工事の取引に関して独占禁止法に違反する行為があったとして、平成26年１月に公

正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことに伴い、国土交通省より全国における電気工事業に

関する営業のうち民間工事に係るものについて平成26年６月11日から60日間の営業停止処分を受けていたが、平成26

年８月９日をもって当該期間が終了したため、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第２ 事

業の状況 ４ 事業等のリスク」に記載のリスク項目のうち、「（４）法令違反等」が消滅した。

 

２【経営上の重要な契約等】

 当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものである。

 

(1）業績の状況

当第２四半期の我が国経済は、政府による経済政策や金融政策を背景として企業収益や雇用情勢の改善が見られ

たが、消費増税や夏季の天候不順の影響により個人消費が伸び悩むなど、本格的な景気の回復には至らなかった。

建設業界においては、公共投資は堅調に推移し、民間設備投資も持ち直しの傾向となったものの、労務費上昇に

よる採算の悪化が続くなど、引き続き厳しい経営環境となった。

このような景況下、当社グループは工事量と利益確保の経営方針を継続し、総合力を発揮して営業活動を積極果

敢に展開する一方、原価の低減、採算性の向上、業務の効率化に努めた結果、当社グループの当第２四半期連結累

計期間の業績については、

完成工事高        1,996億８千４百万円（前年同期比 9.3％減）

営業利益             86億３千６百万円（前年同期比 5.1％増)

経常利益             98億７千３百万円（前年同期比 7.3％増)

四半期純利益         59億６千６百万円（前年同期比25.2％増)

となった。完成工事高は前年同期実績を下回ったが、営業利益、経常利益、四半期純利益とも前年同期実績を上

回った。当社と子会社がともに完成工事高は前年同期実績を下回り、利益は前年同期実績を上回った。

 

(2）キャッシュ・フローの状況

 営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前四半期純利益が前年同期を上回り、仕入債務の減

少を売上債権の回収が上回ったことなどにより、129億５千３百万円の収入（前年同期比49億８百万円の収入額増

加）となった。

 投資活動によるキャッシュ・フローについては、固定資産の取得などにより、11億６千４百万円の支出（前年同

期比８億７千８百万円の支出額増加）となった。

 財務活動によるキャッシュ・フローについては、配当金の支払いなどにより、32億６千万円の支出（前年同期比

217億３千３百万円の支出額減少）となった。

 以上の結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間の末日残高は、829億３千３百万円（前年同期比

197億８千４百万円の増加）となった。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

 当第２四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題について、重要な変更はない。

 

(4）研究開発活動

 当社グループにおいては、社会並びに顧客の複雑化、多様化するニーズに対応するとともに、安全、高品質、効

率的施工の実現のために、工法・工具の改善から新技術の研究まで幅広い技術・技能の研究開発活動を行ってい

る。

 当第２四半期連結累計期間における当社グループの研究開発活動の金額は１億７千４百万円である。
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(5）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

 当社グループの経営成績に重要な影響を与える可能性のある要因は、経済状況の変化や得意先の倒産等による不

良債権の発生などが考えられるが、市場の変化や得意先のニーズに迅速かつ適切に対応してリスク回避に努めてい

く。

 当社グループは、取り巻く経営環境が刻一刻と大きく変化していく中で、将来に向けてこれまで培ってきた強み

を更に磐石なものにするとともに、必要な事業基盤の整備強化を進め、「顧客満足創造企業」の具現化を目指して

いく。

 

(6）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

（資産）

流動資産は前連結会計年度末と比べ339億４千４百万円減少し2,672億７千６百万円（前年度末比11.3％減）と

なった。減少の主なものは受取手形・完成工事未収入金等で、回収が順調に進んだことが減少の要因である。手

元資金（現金預金及び有価証券）は、現金預金が10億９千４百万円減少し、現金同等物である有価証券が100億

円増加し、872億２千万円となった。手元資金の増加は、支払手形・工事未払金等の営業債務の支払い、法人

税、配当金の支払い等を営業債権の回収、利益計上による増加が上回ったことが主な要因である。

固定資産は、前連結会計年度末と比べ41億３千３百万円増加し、2,213億７千７百万円（前年度末比1.9％増）

となった。有形固定資産は13億３千５百万円減少し、1,011億６千６百万円となった。新規取得及び売廃却に特

に大きなものはなく、主に減価償却による減少となっている。投資その他の資産は、55億５千万円増加し1,183

億２千３百万円となった。投資有価証券の時価の上昇による増加が主な要因である。

これらの結果、総資産は前連結会計年度末に比べ298億１千万円減少し4,886億５千４百万円（前年度末比

5.7％減）となった。

 

（負債）

流動負債は前連結会計年度末と比べ385億２千９百万円減少し、1,100億５千５百万円（前年度末比25.9％減）

となった。減少の主なものは支払手形・工事未払金等で、前連結会計年度末に検収した材料代等の支払いが進ん

だことが主な要因である。

固定負債は、前連結会計年度末と比べ26億６千万円増加し311億７千５百万円（前年度末比9.3％増）となっ

た。株価の上昇による繰延税金負債の増加と「退職給付に関する会計基準」の改正による退職給付債務の算定方

法の変更による退職給付に係る負債の増加が主な要因である。

これらの結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ358億６千８百万円減少し1,412億３千１百万円（前年度末

比20.3％減）となった。

 

（純資産）

株主資本は、四半期純利益の計上による増加、退職給付債務の算定方法の変更による影響と株主配当による減

少等の結果、前連結会計年度末と比べ18億９千３百万円増加し、3,201億８千万円となった。その他有価証券評

価差額金は投資有価証券の時価の上昇などにより、38億２百万円増加し314億５百万円となった。

これらの結果、純資産合計は前連結会計年度末に比べ60億５千８百万円増加し3,474億２千２百万円（前年度

末比1.8％増）となった。なお、自己資本比率は、前連結会計年度末より5.2ポイント上昇し70.8％となった。

 

② 資金の状況

当社グループの資金の状況については、「(2)キャッシュ・フローの状況」に記載している。

 

(7）経営者の問題認識と今後の方針について

 当社グループの経営戦略は、上記(5)に記載のとおりであるが、そのために長期的視点に立った４つの事業方針

「電力インフラ事業への貢献」「地域密着への更なる強化」「首都圏での一層の事業展開」「海外における長期的

事業展開」の実現、並びに安全と品質の確保、コンプライアンス経営の実践など健全な企業活動に取り組んでい

く。
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第３【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 600,000,000

計 600,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数（株）

（平成26年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年11月13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 218,141,080 218,141,080
東京証券取引所

市場第一部

単元株式数は1,000株

である。

計 218,141,080 218,141,080 － －

（注） 昭和19年８月26日設立時の現物出資額 2,360株（建物・機械・工具：118千円）

 

 

（２）【新株予約権等の状況】

 該当事項なし。

 

 

（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】

 該当事項なし。

 

 

（４）【ライツプランの内容】

 該当事項なし。

 

 

（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
 

（千円）

資本金残高
 

（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

平成26年７月１日～

平成26年９月30日
－ 218,141,080 － 26,411,487 － 29,657,255
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（６）【大株主の状況】

  平成26年９月30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(％)

関西電力株式会社 大阪市北区中之島３丁目６－16 58,905 27.00

関電不動産株式会社 大阪市北区中之島６丁目２－27 14,507 6.65

きんでん従業員持株会 大阪市北区本庄東２丁目３－41 10,408 4.77

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 9,410 4.31

日本マスタートラスト信託銀行株式

会社（信託口）
東京都港区浜松町２丁目11番３号 9,078 4.16

ノーザン トラスト カンパニー

（エイブイエフシー）アカウント

ノン トリーテイー（常任代理人香

港上海銀行東京支店）

５０ ＢＡＮＫ ＳＴＲＥＥＴ ＣＡＮＡＲ

Ｙ ＷＨＡＲＦ ＬＯＮＤＯＮ Ｅ１４ ５

ＮＴ, ＵＫ（東京都中央区日本橋３丁目11

－１）

3,783 1.73

ステート ストリート バンク ア

ンド トラスト カンパニー（常任

代理人株式会社みずほ銀行決済営業

部）

Ｐ．Ｏ．ＢＯＸ ３５１ ＢＯＳＴＯＮ  

ＭＡＳＳＡＣＨＵＳＥＴＴＳ ０２１０１ 

Ｕ．Ｓ．Ａ．（東京都中央区月島４丁目16－

13）

3,438 1.58

ＭＳＩＰ ＣＬＩＥＮＴ ＳＥＣＵＲ

ＩＴＩＥＳ（常任代理人モルガン・

スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社）

２５ Ｃａｂｏｔ Ｓｑｕａｒｅ， Ｃａｎａ

ｒｙ Ｗｈａｒｆ， Ｌｏｎｄｏｎ Ｅ１４ ４

ＱＡ， Ｕ．Ｋ．（東京都千代田区大手町１

丁目９－７）

2,821 1.29

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口９）
東京都中央区晴海１丁目８－11 2,346 1.08

ザ バンク オブ ニユーヨーク メロ

ン エスエーエヌブイ １０（常任代

理人株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）

ＲＵＥ ＭＯＮＴＯＹＥＲＳＴＲＡＡＴ ４

６， １０００ ＢＲＵＳＳＥＬＳ， ＢＥＬ

ＧＩＵＭ（東京都千代田区丸の内２丁目７－

１）

2,319 1.06

計 － 117,017 53.64

 （注） 千株未満の端数を切捨てて表示している。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成26年９月30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）
（自己保有株式）

普通株式  1,029,000
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式 215,692,000 215,692 －

単元未満株式 普通株式  1,420,080 － １単元（1,000株）未満の株式

発行済株式総数 218,141,080 － －

総株主の議決権 － 215,692 －

（注） 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式634株、株式会社証券保管振替機構名義の株式881株

がそれぞれ含まれている。

 

②【自己株式等】

平成26年９月30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（％）

（自己保有株式）

株式会社きんでん

大阪市北区本庄東

２丁目３－41
1,029,000 － 1,029,000 0.47

計 － 1,029,000 － 1,029,000 0.47

 

 

 

２【役員の状況】

     前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。

     役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役

副社長

代表取締役

技術本部・環境設備本部担当

首都圏事業推進室長

営業担当

取締役

副社長

代表取締役

技術本部・環境設備本部担当

営業担当

浦島　澄男 平成26年９月16日
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載している。

 

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、第２四半期連結会計期間（平成26年７月１日から平

成26年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、ひびき監査法人（平成26年７月１日付大阪監査法人から名称変更）による四半期レビューを受

けている。
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１【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金預金 38,314 37,220

受取手形・完成工事未収入金等 198,091 145,338

有価証券 40,000 50,000

未成工事支出金 14,261 22,837

材料貯蔵品 1,939 1,988

繰延税金資産 6,132 6,104

その他 6,654 7,468

貸倒引当金 △4,174 △3,681

流動資産合計 301,221 267,276

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 87,065 87,182

機械・運搬具 36,789 37,061

工具器具・備品 10,754 10,790

土地 57,778 57,677

建設仮勘定 － 10

減価償却累計額 △89,886 △91,556

有形固定資産合計 102,501 101,166

無形固定資産 1,969 1,887

投資その他の資産   

投資有価証券 94,769 101,061

長期預け金 5,000 5,000

退職給付に係る資産 293 －

繰延税金資産 3,853 3,490

その他 12,674 12,580

貸倒引当金 △3,817 △3,807

投資その他の資産合計 112,772 118,323

固定資産合計 217,243 221,377

資産合計 518,464 488,654
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 84,774 51,654

短期借入金 16,903 16,317

未払法人税等 7,835 3,559

未成工事受入金 12,525 19,132

工事損失引当金 2,320 1,934

完成工事補償引当金 539 474

役員賞与引当金 190 －

その他 23,495 16,983

流動負債合計 148,585 110,055

固定負債   

繰延税金負債 10,909 12,166

役員退職慰労引当金 229 207

退職給付に係る負債 17,004 18,457

その他 371 343

固定負債合計 28,515 31,175

負債合計 177,100 141,231

純資産の部   

株主資本   

資本金 26,411 26,411

資本剰余金 29,657 29,657

利益剰余金 263,020 264,934

自己株式 △802 △822

株主資本合計 318,287 320,180

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 27,602 31,405

為替換算調整勘定 △347 △652

退職給付に係る調整累計額 △5,621 △5,050

その他の包括利益累計額合計 21,633 25,703

少数株主持分 1,444 1,538

純資産合計 341,364 347,422

負債純資産合計 518,464 488,654

 

EDINET提出書類

株式会社きんでん(E00075)

四半期報告書

10/19



(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

完成工事高 220,143 199,684

完成工事原価 194,208 170,806

完成工事総利益 25,934 28,877

販売費及び一般管理費 ※１ 17,720 ※１ 20,241

営業利益 8,214 8,636

営業外収益   

受取利息 248 269

受取配当金 516 621

不動産賃貸料 139 167

為替差益 217 331

その他 222 196

営業外収益合計 1,345 1,586

営業外費用   

支払利息 145 158

持分法による投資損失 5 29

特別弔慰金 76 50

その他 132 111

営業外費用合計 358 350

経常利益 9,200 9,873

特別利益   

固定資産売却益 4 14

会員権売却益 35 20

投資有価証券売却益 － 88

特別利益合計 39 123

特別損失   

固定資産売却損 1 0

会員権売却損 － 3

固定資産除却損 3 5

減損損失 15 28

投資有価証券評価損 110 －

会員権評価損 1 7

特別損失合計 132 44

税金等調整前四半期純利益 9,107 9,951

法人税等 3,918 3,840

少数株主損益調整前四半期純利益 5,188 6,110

少数株主利益 424 143

四半期純利益 4,764 5,966
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 5,188 6,110

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 7,816 3,802

為替換算調整勘定 924 △333

退職給付に係る調整額 － 571

持分法適用会社に対する持分相当額 36 △5

その他の包括利益合計 8,777 4,035

四半期包括利益 13,966 10,145

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 13,463 10,037

少数株主に係る四半期包括利益 503 108
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 9,107 9,951

減価償却費 2,319 2,180

減損損失 15 28

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,824 △501

工事損失引当金の増減額（△は減少） △660 △386

退職給付引当金の増減額（△は減少） 300 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 109

受取利息及び受取配当金 △765 △890

支払利息 145 158

為替差損益（△は益） △155 △228

持分法による投資損益（△は益） 5 29

投資有価証券評価損益（△は益） 110 －

会員権評価損 1 7

固定資産売却損益（△は益） △37 △31

固定資産除却損 3 5

投資有価証券売却損益（△は益） － △88

売上債権の増減額（△は増加） 37,334 52,573

未成工事支出金の増減額（△は増加） △7,017 △8,582

その他のたな卸資産の増減額（△は増加） 51 △49

前払年金費用の増減額（△は増加） △2,177 －

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） － 278

仕入債務の増減額（△は減少） △20,762 △32,970

未成工事受入金の増減額（△は減少） 4,789 6,700

その他 △5,705 △8,158

小計 14,076 20,133

利息及び配当金の受取額 826 990

利息の支払額 △145 △158

法人税等の支払額 △6,713 △8,011

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,044 12,953

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △1,593 △2,746

定期預金の払戻による収入 1,149 2,329

固定資産の取得による支出 △2,481 △817

固定資産の売却による収入 77 51

投資有価証券の取得による支出 △222 △2,528

投資有価証券の売却及び償還による収入 2,513 2,651

貸付けによる支出 △2 －

貸付金の回収による収入 2 23

その他 271 △128

投資活動によるキャッシュ・フロー △286 △1,164

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） △17 △566

自己株式の取得による支出 △22,440 △20

自己株式の売却による収入 － 0

配当金の支払額 △2,471 △2,605

少数株主への配当金の支払額 △26 △13

その他 △37 △53

財務活動によるキャッシュ・フロー △24,994 △3,260

現金及び現金同等物に係る換算差額 709 61

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △16,525 8,589

現金及び現金同等物の期首残高 79,675 74,343

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 63,149 ※１ 82,933

 

EDINET提出書類

株式会社きんでん(E00075)

四半期報告書

13/19



【注記事項】

（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24年５月17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

た定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、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提出会社は期間定額基準から給付算定式基準へ変更並びに割引率の決定方法を割引率決

定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から退職給

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た。

　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、当第２四

半期連結累計期間の期首において、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

減している。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が2,247百万円増加し、利益剰余金が1,447

百万円減少している。また、当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微である。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

 

 

当第２四半期連結累計期間

（自　平成26年４月１日

　　至　平成26年９月30日）

税金費用の算定方法 　税金費用の算定については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の

税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引

前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用している。

 

 

（四半期連結貸借対照表関係）
 

 １ 保証債務

連結会社以外の会社について、債務保証を行っている。

 

 
前連結会計年度

（平成26年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成26年９月30日）

BAN-BANネットワークス㈱ 20百万円 108百万円

キンデン・インディア・
プライベート・リミテッド

            －

(－)

9百万円

(5,425千INR)

㈱明石ケーブルテレビ             － 12百万円

　　　　　　　計 20百万円 131百万円

 上記の保証債務のうち外貨建てのものは、期末日の為替相場（仲値）により円換算している。

 

 

 

（四半期連結損益計算書関係）
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりである。

 

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日

　　至 平成25年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日

　　至 平成26年９月30日）

従業員給料手当 9,026百万円 9,787百万円

退職給付費用 978百万円 1,015百万円

貸倒引当金繰入額 △2,316百万円 △492百万円
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、

   次のとおりである。

 

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日）

現金及び預金勘定 35,064百万円 37,220百万円

預け金勘定 5,000百万円 －

預入期間が３か月を超える定期預金 △3,915百万円 △4,286百万円

預入期間が３か月を超える預け金 △5,000百万円 －

取得日から３か月以内に償還期限の

到来する短期投資（有価証券） 32,000百万円 50,000百万円

現金及び現金同等物 63,149百万円 82,933百万円

 

 

（株主資本等関係）
 
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年９月30日）

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 配当の原資

平成25年６月25日

定時株主総会
普通株式 2,471 10.0 平成25年３月31日 平成25年６月26日 利益剰余金

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期

 間の末日後となるもの

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 配当の原資

平成25年10月30日

取締役会
普通株式 1,302 6.0 平成25年９月30日 平成25年11月29日 利益剰余金

 

３．株主資本の金額の著しい変動

 当社は、平成25年５月15日開催の取締役会の決議に基づき、平成25年５月16日に、市場買付けにより当

社普通株式30,000,000株を総額22,410百万円で取得し、平成25年５月28日付で既に保有している自己株式

の一部である17,924,000株との合計数47,924,000株、37,543百万円の消却を実施した。この結果、自己株

式が37,543百万円、資本剰余金が189百万円、利益剰余金が37,354百万円減少した。
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成26年４月１日 至平成26年９月30日）

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 配当の原資

平成26年６月25日

定時株主総会
普通株式 2,605 12.0 平成26年３月31日 平成26年６月26日 利益剰余金

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期

 間の末日後となるもの

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 配当の原資

平成26年10月30日

取締役会
普通株式 1,519 7.0 平成26年９月30日 平成26年11月28日 利益剰余金

 

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年９月30日）

報告セグメントは設備工事業（建設事業）のみであるため、記載を省略した。

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成26年４月１日 至平成26年９月30日）

報告セグメントは設備工事業（建設事業）のみであるため、記載を省略した。

 

 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日）

 １株当たり四半期純利益　　　　　　　　（円） 21.11 27.48

（算定上の基礎）   

四半期純利益　　　　　　　　　　（百万円） 4,764 5,966

普通株主に帰属しない金額　　　　（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益　　　（百万円） 4,764 5,966

普通株式の期中平均株式数　　　　　（千株） 225,745 217,122

（注） 潜在株式調整後１株当たり四半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いない。

 

（重要な後発事象）

該当事項なし。
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２【その他】

 中間配当に関する取締役会の決議は、次のとおりである。

(1）決議年月日                           平成26年10月30日

(2）中間配当金総額                            1,519百万円

(3）１株当たりの額                               ７円00銭

(4）支払請求の効力発生日及び支払開始日   平成26年11月28日

（注）平成26年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、支払いを行う。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 

  該当事項なし。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成26年11月13日

株式会社きんでん

取締役会 御中
 

ひびき監査法人

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 池   尻   省   三   印

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 宮   本   富   雄   印

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 林         直   也   印

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられてい

る株式会社きんでんの平成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第２四半期連結会

計期間(平成26年７月１日から平成26年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間（平成26年４月１日

から平成26年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連

結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四

半期レビューを行った。
 

四半期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四半期連結財務諸表の作成基準に準拠

して四半期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

偽表示のない四半期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四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結

財務諸表に対する結論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

れる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、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実施される年度の財務諸表の監査に比

べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般

に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社きんでん及び連結子会社

の平成26年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認

められなかった。
 

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．上記は四半期レビュー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(四半期報告

書提出会社)が別途保管している。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていない。
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