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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第2四半期 3,033 △17.7 △19 ― △24 ― △16 ―
21年3月期第2四半期 3,683 ― 137 ― 135 ― 73 ―

1株当たり四半期純利益 潜在株式調整後1株当たり四半期
純利益

円 銭 円 銭

22年3月期第2四半期 △1.17 ―
21年3月期第2四半期 5.08 ―

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月期第2四半期 15,360 13,680 89.1 960.59
21年3月期 15,608 13,872 88.9 963.52

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  13,680百万円 21年3月期  13,872百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
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

21年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00
22年3月期 ― 7.50
22年3月期 

（予想）
― 7.50 15.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

通期 6,900 △11.7 317 △6.5 300 △7.5 180 13.9 12.58
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(2) 四半期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（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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月期第2四半期 14,400,000株 21年3月期  14,400,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  158,000株 21年3月期  2,000株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 14,366,459株 21年3月期第2四半期 14,398,800株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の範囲に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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当第２四半期累計期間における国内経済は、昨年秋以降の米国に端を発する世界的な金融危機から企業
業績及び収益の大幅な収縮、悪化が続いております。その影響もあり設備投資の抑制や個人消費、雇用環
境が低迷するなど経済情勢は厳しいままに推移しました。建設関連におきましても景気対策による一部公
共工事は改善があるものの民間における新規着工が大幅に減少しており、改善の兆しが見られず低い水準
での推移となり、低迷することとなりました。 
このような状況の中で当社は顧客開拓、営業強化に努めてまいりましたが需要の減少の影響は大きなも

のとなりました。その結果、売上高は市場の収縮や販売競争も厳しく30億33百万円(前年同四半期比
17.7％減)となりました。製品分類別における状況は次のとおりであります。鋳鉄器材は景観整備、緑化
関連製品が比較的堅調に推移したものの、ビル、マンション建設の減少から建築設備、排水関連製品など
主要製品の減少が続き、10億83百万円(同11.1％減)となりました。スチール機材は工場など設備投資の減
少が影響し、全般に減少していることから、6億68百万円(同12.7％減)となりました。製作金物は建築、
及び改修工事の減少から建築金物、外構関連製品が減少し、防災関連製品も物件の減少から伸びなかった
ことにより、11億44百万円(同16.5％減)となりました。その他は公共土木需要向けの低迷と建機向けも生
産調整が継続されていることから減少し、1億37百万円(同58.2％減)となりました。  
利益につきましては、需要環境の落ち込みを背景として生産の改善には至らず、厳しい事業環境が続き

ました。原材料価格は安定する中で、コスト低減等進めてまいりましたが、売上総利益は10億4百万円(同
17.6％減)となりました。また販売費及び一般管理費につきましても、諸経費の低減に努めてまいりまし
たが、利益の減少を吸収するには至らず、営業損失は19百万円(前年同四半期は1億37百万円の営業利益)
となりました。営業外収支につきましては一部費用の減少にとどまりました。その結果、経常損失は24百
万円(前年同四半期は1億35百万円の経常利益)、四半期純損失は16百万円(前年同四半期は73百万円の四半
期純利益)となりました。 

  

当第２四半期会計期間末の財政状態は、総資産は前事業年度末に比べ2億47百万円減少し153億60百万円
となりました。 
流動資産は、前事業年度末に比べ5億57百万円減少し108億1百万円となりました。その主な要因は、現

金及び預金が3億40百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が売上高の減少により3億36百万円、有価
証券が１年以内償還予定の国債の減少により4億円それぞれ減少したこと等によるものであります。 
固定資産は、前事業年度末に比べ3億10百万円増加し45億59百万円となりました。その主な要因は、有

形固定資産が減価償却等により1億3百万円減少しましたが、投資その他の資産が１年超償還分の国債の増
加等により4億14百万円増加したこと等によるものであります。 
負債は、前事業年度末に比べ55百万円減少し16億80百万円となりました。その主な要因は、未払法人税

等が57百万円減少したこと等によるものであります。 
純資産は、前事業年度末に比べ1億92百万円減少し136億80百万円となりました。その主な要因は、自己

株式の取得が67百万円、前事業年度の配当金が1億7百万円あったこと等によるものであります。  
キャッシュ・フローにつきましては、当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業

年度末より9億9百万円減少し8億37百万円となりました。  
営業活動の結果、得られた資金は5億63百万円(前年同四半期は1億11百万円の収入)となりました。これ

は主に、税引前四半期純損失の計上が26百万円、法人税の支払額が68百万円ありましたが、減価償却費の
計上が1億47百万円、売上債権の減少が3億36百万円、たな卸資産の減少が1億46百万円あったこと等によ
るものであります。 
投資活動の結果、支出した資金は12億95百万円(前年同四半期は2億48百万円の収入)となりました。こ

れは主に、定期預金の払戻による収入が46億50百万円ありましたが、定期預金の預入による支出が59億円
あったこと等によるものであります。 
財務活動の結果、支出した資金は1億77百万円(前年同四半期は1億10百万円の支出)となりました。これ

は主に、配当金の支払及び自己株式の取得によるものであります。 
  

今後の見通しにつきましては、政府の景気刺激策や在庫調整の進展にともない若干の景気回復の兆しが
みえ始めているものの、依然として先行き不透明感は払拭されず、急激に減速した実体経済に対しては当
面、厳しい経営環境が続くものと思われます。建設関連市場は足元も新規着工の減少が続いている現状か
ら需給環境の厳しい状況は変わらない見込となっております。価格競争も厳しくなる中で収益改善を図る
ため生産効率の改善とコストダウンによる原価低減、経費削減には引き続き取り組んで、経営資源の効率
を高めてまいります。市場の動向を注視した製品開発や市場開拓、販売活動を推進し業績改善に注力して
まいります。 
これらの状況を踏まえ、通期の業績予想に関しましては、平成21年11月４日公表しましたとおり修正を

行い、売上高69億円(前期比11.7％減)、営業利益3億17百万円(前期比6.5％減)、経常利益3億円(前期比

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報
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7.5％減)、当期純利益1億80百万円(前期比13.9％増)となる見込であります。 
  

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等及び一時差異等の発生
状況に著しい変化がないと認められる場合に、前事業年度末において使用した将来の業績予測やタック
ス・プランニングを使用しております。  

該当事項はありません。 

  
  

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

繰延税金資産の算定方法

(2) 四半期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
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,937,108 6,596,423

受取手形及び売掛金 1,182,581 1,518,929

有価証券 1,500,208 1,900,606

製品 645,899 714,641

仕掛品 86,233 77,876

原材料及び貯蔵品 368,937 455,519

その他 81,642 96,791

貸倒引当金 △830 △1,065

流動資産合計 10,801,781 11,359,724

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,735,723 1,735,723

その他（純額） 1,682,298 1,785,682

有形固定資産合計 3,418,022 3,521,405

無形固定資産 9,049 9,729

投資その他の資産   

投資有価証券 663,014 262,701

その他 484,599 470,586

貸倒引当金 △15,529 △15,529

投資その他の資産合計 1,132,084 717,758

固定資産合計 4,559,155 4,248,893

資産合計 15,360,937 15,608,617

負債の部   

流動負債   

買掛金 225,749 209,818

未払法人税等 8,574 66,439

賞与引当金 58,943 57,997

その他 158,287 187,860

流動負債合計 451,554 522,116

固定負債   

退職給付引当金 271,224 264,328

役員退職慰労引当金 354,052 350,540

その他 603,388 598,800

固定負債合計 1,228,665 1,213,670

負債合計 1,680,220 1,735,786
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,820,000 1,820,000

資本剰余金 1,320,000 1,320,000

利益剰余金 10,596,150 10,721,011

自己株式 △68,020 △940

株主資本合計 13,668,130 13,860,071

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12,586 12,759

評価・換算差額等合計 12,586 12,759

純資産合計 13,680,716 13,872,830

負債純資産合計 15,360,937 15,608,617
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(2)【四半期損益計算書】 
 【第２四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年９月30日) 

売上高 3,683,604 3,033,104

売上原価 2,464,383 2,028,608

売上総利益 1,219,220 1,004,495

販売費及び一般管理費   

給料 307,186 315,730

賞与引当金繰入額 52,239 37,795

役員退職慰労引当金繰入額 9,090 8,011

退職給付費用 △2,946 7,593

運賃及び荷造費 240,574 204,608

貸倒引当金繰入額 1,611 －

その他 473,783 450,519

販売費及び一般管理費合計 1,081,539 1,024,259

営業利益又は営業損失（△） 137,681 △19,763

営業外収益   

受取利息 26,404 24,333

受取配当金 1,156 669

不動産賃貸料 － 8,720

その他 21,665 6,508

営業外収益合計 49,226 40,231

営業外費用   

支払利息 8,711 8,876

売上割引 38,733 33,095

その他 4,362 3,495

営業外費用合計 51,807 45,468

経常利益又は経常損失（△） 135,100 △24,999

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 235

特別利益合計 － 235

特別損失   

固定資産除却損 － 1,027

投資有価証券評価損 916 254

その他 16 －

特別損失合計 932 1,281

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 134,167 △26,046

法人税、住民税及び事業税 48,835 9,753

法人税等調整額 12,231 △18,923

法人税等合計 61,067 △9,170

四半期純利益又は四半期純損失（△） 73,099 △16,875
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 【第２四半期会計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
  至 平成20年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
  至 平成21年９月30日) 

売上高 1,933,478 1,607,665

売上原価 1,280,596 1,066,279

売上総利益 652,882 541,386

販売費及び一般管理費   

給料 153,721 157,700

賞与引当金繰入額 34,429 25,152

役員退職慰労引当金繰入額 4,470 3,591

退職給付費用 △1,473 3,796

運賃及び荷造費 120,257 104,987

貸倒引当金繰入額 10 5

その他 206,467 200,118

販売費及び一般管理費合計 517,882 495,351

営業利益 134,999 46,035

営業外収益   

受取利息 14,018 11,842

受取配当金 750 70

不動産賃貸料 － 4,406

その他 14,208 3,285

営業外収益合計 28,977 19,606

営業外費用   

支払利息 4,388 4,470

売上割引 18,638 15,858

その他 2,407 1,973

営業外費用合計 25,434 22,301

経常利益 138,542 43,340

特別損失   

固定資産除却損 － 741

特別損失合計 － 741

税引前四半期純利益 138,542 42,598

法人税、住民税及び事業税 45,390 6,967

法人税等調整額 △26,371 18,878

法人税等合計 19,019 25,846

四半期純利益 119,522 16,751
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

134,167 △26,046

減価償却費 181,147 147,811

減損損失 16 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,611 △235

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10,525 6,895

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,890 3,511

賞与引当金の増減額（△は減少） 18,055 945

受取利息及び受取配当金 △27,561 △25,002

支払利息 8,711 8,876

有形固定資産除却損 － 1,027

投資有価証券評価損益（△は益） 916 254

売上債権の増減額（△は増加） 292,299 336,347

たな卸資産の増減額（△は増加） △155,186 146,966

仕入債務の増減額（△は減少） △69,374 15,930

その他 △34,006 △23,874

小計 348,162 593,409

利息及び配当金の受取額 43,375 43,146

利息の支払額 △8,711 △8,674

法人税等の支払額 △270,915 △68,787

法人税等の還付額 － 4,511

営業活動によるキャッシュ・フロー 111,910 563,605

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 △4,350,000 △5,900,000

定期預金の払戻による収入 4,450,000 4,650,000

有価証券の償還による収入 400,117 600,069

有形固定資産の取得による支出 △38,207 △42,387

無形固定資産の取得による支出 △11,475 △483

投資有価証券の取得による支出 △200,191 △600,960

その他 △1,353 △1,807

投資活動によるキャッシュ・フロー 248,891 △1,295,568

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △2,252 △2,252

自己株式の取得による支出 － △67,080

配当金の支払額 △107,957 △108,019

財務活動によるキャッシュ・フロー △110,209 △177,351

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 250,591 △909,315

現金及び現金同等物の期首残高 1,411,502 1,746,423

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,662,094 837,108
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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平成 21 年 11 月 13 日 

平成 22 年３月期 第２四半期決算発表 参考資料 

カネソウ株式会社 
１．業  績（累計） 

科 目 金 額 前 年 同 四 半 期 比 
売 上 高 30 億 33 百万円 17.7 % 減 
営 業 利 益 △19 百万円 ― 
経 常 利 益 △24 百万円 ― 
四 半 期 純 利 益 △16 百万円 ― 
1 株当たり四半期純利益  △1 円 17 銭 （前年同期 5 円 08 銭） 

製品分類別売上高の状況 
製 品 分 類 売上高（百万円） 構成比（%） 前年同四半期比（%）

鋳 鉄 器 材 1,083 35.7 △11.1 
ス チ ー ル 機 材 668 22.1 △12.7 
製 作 金 物 1,144 37.7 △16.5 
そ の 他 137 4.5 △58.2 
合 計 3,033 100.0 △17.7 

 
２．配  当 

中間配当は、1 株当たり 7 円 50 銭を実施する予定であります。（前年同四半期 7 円 50 銭） 
 

３．財政状態 
総資産 153 億 60 百万円、純資産 136 億 80 百万円、自己資本比率 89.1%、 
1 株当たり純資産額 960 円 59 銭であります。（株式数 14,242 千株） 
 

４．通期（平成 22 年 3 月期）の業績予想 
第２四半期実績(累計) 通 期 予 想 

区 分 
金額（百万円） 前年同期比（%） 金額（百万円） 前期比（%） 

売 上 高 3,033 △17.7 6,900 △11.7 
営 業 利 益 △19 ― 317 △6.5 
経 常 利 益 △24 ― 300 △7.5 
第２四半期（当期）純利益 △16 ― 180 13.9 
製品分類別売上高の計画（通期） 

製 品 分 類 売上高（百万円） 構成比（%） 前期比（%） 
鋳 鉄 器 材 2,340 33.9 △9.8 
ス チ ー ル 機 材 1,570 22.8 △9.7 
製 作 金 物 2,600 37.7 △11.5 
そ の 他 390 5.6 △28.0 
合 計 6,900 100.0 △11.7 

 
５．設備投資及び減価償却費（有形固定資産） 

 第２四半期実績 通 期 計 画 

設 備 投 資 額 44 百万円 
金型等の取得 

1 億 20 百万円 
金型、電気設備の更新等 

減 価 償 却 費 1 億 44 百万円 2 億 96 百万円 
 
※ 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の範囲に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 




