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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 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 6,735 △13.8 318 △6.2 292 △9.9 168 6.8
21年3月期 7,815 △10.0 339 △54.6 324 △54.7 158 △61.5

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 11.80 ― 1.2 1.8 4.7
21年3月期 10.98 ― 1.1 2.0 4.3

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―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 15,624 13,761 88.1 966.27
21年3月期 15,608 13,872 88.9 963.52

（参考） 自己資本   22年3月期  13,761百万円 21年3月期  13,872百万円

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 1,005 △1,343 △284 1,123
21年3月期 760 △204 △220 1,746

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
純資産配当

率第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 ― 7.50 ― 7.50 15.00 215 136.6 1.6
22年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00 214 127.1 1.6
23年3月期 

（予想） ― 7.50 ― 7.50 15.00 89.0

3.  23年3月期の業績予想（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 
累計期間

2,900 △4.4 134 ― 110 ― 65 ― 4.56

通期 6,500 △3.5 445 40.1 400 36.8 240 42.2 16.85
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、13～15ページ「重要な会計方針」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、20ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
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 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  158,000株 21年3月期  2,000株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（注）業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異な
る場合があります。業績予想に関する事項は、添付資料3ページをご覧ください。 
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1. 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

当期におけるわが国の経済は、金融危機以降の世界的な経済の収縮から、政府による各種経済対

策や中国をはじめとする新興国の成長、輸出に支えられ、一部に生産の持ち直しの兆しが見られま

した。しかしながら国内景気は全般的にデフレ圧力が続く中で雇用情勢の悪化、個人消費の低迷な

ど依然として厳しい状況が続いております。建設関連業界におきましては、低調な民間設備投資、

及び公共事業の縮小や新規建設着工件数の大幅な減少などにより、市場規模の縮小が続くことにな

りました。 

このような事業環境のもと、売上高は 67 億 35 百万円（前期比 13.8％減）となりました。主な製

品分類別の状況は次のとおりであります。鋳鉄器材は景観整備・外構関連製品が堅調に推移したも

のの、建築の減少が大きく影響し建築金物・設備資材関連製品が低下したことから、22 億 75 百万円

（同 12.3％減）となりました。スチール機材は一部外構関連製品が堅調に推移したものの設備投資

の低迷もあり、設備資材の減少が続きましたことから、14 億 70 百万円（同 15.5％減）となりまし

た。製作金物は建築市場の縮小から建築金物が低下し、防災関連製品も伸びを欠き、25 億 87 百万円

（同 12.0％減）となりました。その他は建機向け製品が大幅な生産調整から海外需要に改善がみら

れ前年末より増加に転じてきましたものの、公共土木需要向けの減少が続きましたことから、4 億 2

百万円（同 25.6％減）にとどまりました。 

利益につきましては、生産縮小に伴う操業度は低下しましたが、原材料価格が安定したことと、

コスト低減を進めてまいりましたことから、売上総利益は 22 億 88 百万円（同 7.5％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は経費削減に取り組んでまいりましたが、売上高が低

調でありましたこともあり固定費の吸収には至らず、営業利益は 3 億 18 百万円（同 6.2％減）とな

りました。営業外収支につきましては、売上の減少にともなう費用は減少するものの受取利息等が

低下しました。その結果、経常利益は 2 億 92 百万円（同 9.9％減）、当期純利益は 1 億 68 百万円

（同 6.8％増）となりました。 

（次期の見通し） 

今後の見通しにつきましては、景気後退局面から緩やかながら回復過程に転じておりますが、内

需全体の需要不足が続いております。建設関連におきましては建設着工の改善が見込みがたく、民

間設備投資も持ち直しが遅れており大幅な伸びは期待できないものと思われます。そのため業界を

取り巻く状況はしばらく厳しいままに推移するものと思われます。また原材料価格の上昇も見込ま

れる中で、市場規模の縮小もあり販売環境は引き続き競争が激しくなることも予想されます。その

ため原価改善と品質向上に努め、より一層のコストダウンと生産効率の改善を進めてまいります。

また継続的な技術、製品開発の向上を図り、営業基盤の強化をし、業績の改善に努めてまいる所存

でございます。 

このような見通しと環境を考慮し、次期の業績予想につきましては、売上高 65 億円（前期比

3.5％減）、営業利益 4 億 45 百万円（同 40.1％増）、経常利益 4 億円（同 36.8％増）、当期純利益

2億 40 百万円（同 42.2％増）を予想しております。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

（資産、負債及び純資産の状況） 

資産総額は 156 億 24 百万円となり、前事業年度末に比べ 15 百万円増加いたしました。これは主

に売上高の減少により売掛債権が減少したこと、生産及び仕入高の減少によりたな卸資産が減少し

たこと、償却の進捗により有形固定資産が減少しましたが、支払等の減少により現金及び預金が増

加したこと等によるものであります。  

 負債総額は 18 億 62 百万円となり、前事業年度末に比べ 1 億 27 百万円増加いたしました。これは

主に仕入高の増加により買掛金及び未払金が増加したこと、利益の増加により未払法人税等が増加

したこと等によるものであります。  

 純資産は 137 億 61 百万円となり、前事業年度末に比べ 1 億 11 百万円減少いたしました。これは

配当金の支払いにより利益剰余金が減少したこと、自己株式の取得があったこと等によるものであ

ります。  
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（キャッシュ・フローの状況） 

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は 11 億 23 百万円となり、前

事業年度に比べ 6億 23 百万円減少しました。  

 各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因につきましては次のとおりであります。  

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果得られた資金は、10 億 5 百万円（前期比 2 億 45 百万円の収入増）となりまし

た。  

これは主に、受取利息及び受取配当金が 42 百万円、法人税等の支払が 80 百万円ありましたが、

当期純利益の計上が 2 億 83 百万円、減価償却費の計上が 2 億 93 百万円あり、また売上債権の減

少が 1億 32 百万円、たな卸資産の減少が 2億 88 百万円あったこと等によるものであります。  

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果、支出した資金は、13 億 43 百万円（前期比 11 億 39 百万円の支出増）となり

ました。  

これは主に、定期預金の預入による支出が 80 億円、定期預金の払戻による収入が 60 億 50 百万円、

有価証券の償還による収入が 19 億円、投資有価証券の取得による支出が 12 億 1 百万円あったこ

と等によるものであります。  

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果、支出した資金は、2 億 84 百万円（前期比 64 百万円の支出増）となりました。  

これは主に、自己株式の取得及び配当金の支払によるものであります。  

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社における利益配分の基本方針は、安定した配当を継続することを基本としつつ、業績及び配

当性向等を勘案し、また経営体質の強化を図るため、内部留保の充実等にも配慮して決定する方針

を採っております。  

 当期の配当金につきましては、昨年 12 月に中間配当金として１株につき 7 円 50 銭をお支払させ

ていただきましたが、期末の配当金につきましても当初の予定通り１株につき 7 円 50 銭とし、年間

としては前期と同額の１株につき 15 円とさせていただく予定であります。  

 次期の配当金につきましては、中間配当金として１株につき 7 円 50 銭、期末配当金として１株に

つき 7円 50 銭の年間 15 円とさせていただく予定であります。  

 

(4) 事業等のリスク 

最近の有価証券報告書（平成 21 年６月 29 日提出）から新たなリスクが顕在化していないため、

開示を省略しております。 

 

2. 企業集団の状況 

最近の有価証券報告書（平成 21 年６月 29 日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び

「関係会社の状況」から重要な変更がないため、開示を省略しております。 

 

3. 経営方針 

 
 (1) 会社の経営の基本方針 

(2) 目標とする経営指標 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

(4) 会社の対処すべき課題 

 
平成 21 年３月期決算短信（平成 21 年５月 15 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.kaneso.co.jp/ir/index.htm 

（名古屋証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

 http://www.nse.or.jp/j/meigara/j-tansin.html  
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4. 財務諸表等 
(1) 貸借対照表 

(単位：千円)

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 6,596,423 6,823,282

受取手形 617,991 546,997

売掛金 900,938 839,305

有価証券 1,900,606 200,001

製品 714,641 538,085

仕掛品 77,876 84,148

原材料及び貯蔵品 455,519 337,326

前払費用 6,642 6,499

繰延税金資産 53,524 56,718

その他 36,625 29,661

貸倒引当金 △1,065 △975

流動資産合計 11,359,724 9,461,052

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,984,922 3,995,377

減価償却累計額 △2,975,157 △3,042,385

建物（純額） 1,009,764 952,992

構築物 356,055 356,582

減価償却累計額 △296,018 △302,747

構築物（純額） 60,036 53,834

機械及び装置 3,816,177 3,654,558

減価償却累計額 △3,239,383 △3,178,462

機械及び装置（純額） 576,794 476,095

車両運搬具 170,393 159,204

減価償却累計額 △144,423 △141,811

車両運搬具（純額） 25,970 17,393

工具、器具及び備品 1,506,515 1,522,282

減価償却累計額 △1,409,360 △1,459,707

工具、器具及び備品（純額） 97,154 62,574

土地 1,735,723 1,735,723

リース資産 7,507 7,507

減価償却累計額 △4,504 △7,507

リース資産（純額） 3,003 －

建設仮勘定 12,960 13,156

有形固定資産合計 3,521,405 3,311,769

無形固定資産   

ソフトウエア 9,546 7,670

その他 182 182

無形固定資産合計 9,729 7,853
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(単位：千円)

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 262,701 1,266,747

関係会社株式 10,000 10,000

出資金 3,600 3,600

破産更生債権等 3,529 3,529

長期前払費用 194 406

長期預金 － 1,100,000

繰延税金資産 182,569 201,102

投資不動産 174,500 174,500

その他 96,192 99,415

貸倒引当金 △15,529 △15,529

投資その他の資産合計 717,758 2,843,773

固定資産合計 4,248,893 6,163,396

資産合計 15,608,617 15,624,448

負債の部   

流動負債   

買掛金 209,818 278,721

リース債務 3,003 －

未払金 93,728 99,076

未払費用 49,283 47,543

未払法人税等 66,439 123,898

未払消費税等 21,896 －

預り金 18,561 18,217

前受収益 285 268

賞与引当金 57,997 52,201

その他 1,102 12,380

流動負債合計 522,116 632,308

固定負債   

退職給付引当金 264,328 281,003

役員退職慰労引当金 350,540 361,234

長期預り保証金 598,800 588,349

固定負債合計 1,213,670 1,230,587

負債合計 1,735,786 1,862,896
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(単位：千円)

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 1,820,000 1,820,000

資本剰余金   

資本準備金 1,320,000 1,320,000

資本剰余金合計 1,320,000 1,320,000

利益剰余金   

利益準備金 275,400 275,400

その他利益剰余金   

別途積立金 9,900,000 9,900,000

繰越利益剰余金 545,611 499,605

利益剰余金合計 10,721,011 10,675,005

自己株式 △940 △68,020

株主資本合計 13,860,071 13,746,985

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12,759 14,567

評価・換算差額等合計 12,759 14,567

純資産合計 13,872,830 13,761,552

負債純資産合計 15,608,617 15,624,448
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(2) 損益計算書 

(単位：千円)

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 7,815,151 6,735,821

売上原価   

製品期首たな卸高 925,179 714,641

当期製品仕入高 1,007,105 820,094

当期製品製造原価 ※3  4,123,443 ※3  3,451,540

合計 6,055,728 4,986,275

製品他勘定振替高 ※2  850 ※2  1,116

製品期末たな卸高 ※1  714,641 ※1  538,085

売上原価合計 5,340,237 4,447,073

売上総利益 2,474,913 2,288,748

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 504,024 429,353

広告宣伝費 105,179 85,916

役員報酬 163,320 137,970

給料及び手当 620,275 627,144

賞与引当金繰入額 37,277 32,670

法定福利費 109,905 109,771

退職給付費用 △5,893 15,187

役員退職慰労引当金繰入額 18,030 15,194

減価償却費 78,743 71,029

貸倒引当金繰入額 4,594 －

その他 500,454 446,393

販売費及び一般管理費合計 ※3  2,135,912 ※3  1,970,630

営業利益 339,001 318,117

営業外収益   

受取利息 37,426 31,226

有価証券利息 15,244 10,042

受取配当金 2,027 964

不動産賃貸料 17,021 14,022

受取事務手数料 ※6  11,407 ※6  10,566

雑収入 8,560 7,946

営業外収益合計 91,689 74,769

営業外費用   

支払利息 17,458 17,394

売上割引 80,592 70,304

雑損失 8,193 12,839

営業外費用合計 106,244 100,538

経常利益 324,446 292,348
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(単位：千円)

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) 

特別利益   

投資有価証券売却益 93 －

貸倒引当金戻入額 － 90

特別利益合計 93 90

特別損失   

固定資産除却損 ※4  6,932 ※4  8,594

固定資産売却損 － ※5  37

減損損失 ※7  32,360 －

貸倒引当金繰入額 5,500 －

その他 3,561 254

特別損失合計 48,354 8,885

税引前当期純利益 276,185 283,552

法人税、住民税及び事業税 107,142 137,669

法人税等調整額 10,956 △22,911

法人税等合計 118,099 114,758

当期純利益 158,086 168,793

カネソウ株式会社(5979) 平成22年3月期 決算短信(非連結)

9



(3) 株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

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 1,820,000 1,820,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,820,000 1,820,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,320,000 1,320,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,320,000 1,320,000

資本剰余金合計   

前期末残高 1,320,000 1,320,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,320,000 1,320,000

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 275,400 275,400

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 275,400 275,400

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 9,900,000 9,900,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,900,000 9,900,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 603,507 545,611

当期変動額   

剰余金の配当 △215,982 △214,800

当期純利益 158,086 168,793

当期変動額合計 △57,895 △46,006

当期末残高 545,611 499,605

利益剰余金合計   

前期末残高 10,778,907 10,721,011

当期変動額   

剰余金の配当 △215,982 △214,800

当期純利益 158,086 168,793

当期変動額合計 △57,895 △46,006

当期末残高 10,721,011 10,675,005
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(単位：千円)

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) 

自己株式   

前期末残高 △632 △940

当期変動額   

自己株式の取得 △308 △67,080

当期変動額合計 △308 △67,080

当期末残高 △940 △68,020

株主資本合計   

前期末残高 13,918,275 13,860,071

当期変動額   

剰余金の配当 △215,982 △214,800

当期純利益 158,086 168,793

自己株式の取得 △308 △67,080

当期変動額合計 △58,203 △113,086

当期末残高 13,860,071 13,746,985

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 33,005 12,759

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △20,245 1,807

当期変動額合計 △20,245 1,807

当期末残高 12,759 14,567

評価・換算差額等合計   

前期末残高 33,005 12,759

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △20,245 1,807

当期変動額合計 △20,245 1,807

当期末残高 12,759 14,567

純資産合計   

前期末残高 13,951,280 13,872,830

当期変動額   

剰余金の配当 △215,982 △214,800

当期純利益 158,086 168,793

自己株式の取得 △308 △67,080

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △20,245 1,807

当期変動額合計 △78,449 △111,278

当期末残高 13,872,830 13,761,552
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(4) キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 276,185 283,552

減価償却費 375,348 293,298

減損損失 32,360 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,094 △90

退職給付引当金の増減額（△は減少） △28,201 16,674

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 16,830 10,694

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,564 △5,796

受取利息及び受取配当金 △54,698 △42,233

支払利息 17,458 17,394

有形固定資産売却損益（△は益） － 37

有形固定資産除却損 6,932 8,594

投資有価証券売却損益（△は益） △93 －

売上債権の増減額（△は増加） 232,198 132,626

たな卸資産の増減額（△は増加） 333,110 288,475

その他の流動資産の増減額（△は増加） 16,903 △5,160

破産更生債権等の増減額（△は増加） △3,529 －

仕入債務の増減額（△は減少） △163,178 68,902

その他の流動負債の増減額（△は減少） △36,688 △8,378

その他の固定負債の増減額（△は減少） 9,674 △10,854

その他 3,561 254

小計 1,035,703 1,047,993

利息及び配当金の受取額 54,146 50,956

利息の支払額 △16,772 △16,987

法人税等の支払額 △312,958 △80,765

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 760,119 1,005,707

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 △5,050,000 △8,000,000

定期預金の払戻による収入 4,750,000 6,050,000

有価証券の償還による収入 400,117 1,900,606

投資有価証券の取得による支出 △200,320 △1,201,767

投資有価証券の売却による収入 234 13

有形固定資産の取得による支出 △93,195 △88,782

有形固定資産の売却による収入 － 114

無形固定資産の取得による支出 △11,475 △483

その他の支出 △4,916 △4,133

その他の収入 5,055 443

投資活動によるキャッシュ・フロー △204,499 △1,343,987

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 △4,504 △3,003

自己株式の取得による支出 △308 △67,080

配当金の支払額 △215,885 △214,777

財務活動によるキャッシュ・フロー △220,698 △284,861

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 334,921 △623,141

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期末残高 ※  1,746,423 ※  1,123,282
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(5) 継続事業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 
 

(6) 重要な会計方針 
 

項目 
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) 

１ 有価証券の評価基準

及び評価方法 

(1) 満期保有目的の債券 

償却原価法(定額法) 

(1) 満期保有目的の債券 

同左 

 (2) 子会社株式 

移動平均法による原価法 

(2) 子会社株式 

同左 

 (3) その他有価証券 

時価のあるもの 

決算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) 

(3) その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

２ たな卸資産の評価基

準及び評価方法 

(1) 製品、原材料及び仕掛品 

総平均法による原価法(貸借対

照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により

算定) 

(1) 製品、原材料及び仕掛品 

同左 

 (2) 貯蔵品 

終仕入原価法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法

により算定) 

(会計方針の変更) 

 当事業年度より「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。  

 これにより営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益は、それぞ

れ 45,332 千円減少しておりま

す。  

(2) 貯蔵品 

同左 

 

３ 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

降取得した建物(建物付属設備

を除く)については定額法 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 
建物 15～50 年

機械及び装置 9～10 年 

(1) 有形固定資産(リース資産を

除く) 

同左 
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項目 
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) 

３ 固定資産の減価償却

の方法 

 

（追加情報） 

 当社の機械及び装置について

は、従来、耐用年数を 10～13 年

としておりましたが、当事業年度

より 9～10 年に変更しておりま

す。  

 この変更は、法人税法の改正を

契機として資産の利用状況等を見

直した結果、耐用年数を変更した

ものであります。  

 これにより営業利益、経常利益

及び当期純利益がそれぞれ 14,065

千円減少しております。  

                

 (2) 無形固定資産(リース資産を

除く) 

定額法 

なお、ソフトウエア(自社利用

分)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 

(2) 無形固定資産(リース資産を

除く) 

同左 

 

 (3) リース資産 

リース期間を耐用年数とし、

残存価額をゼロとする定額法 

(3) リース資産 

同左 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備え

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。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に

充てるため、賞与支給見込額

に基づき計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

 (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。 

数理計算上の差異は、発生時

の翌事業年度に全額費用処理

しております。 

(3) 退職給付引当金 

同左 
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項目 
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) 

４ 引当金の計上基準  (会計方針の変更) 

 当事業年度より、「「退職給付

に係る会計基準」の一部改正(そ

の３)」(企業会計基準第 19 号

平成 20 年７月 31 日)を適用して

おります。これによる営業利益、

経常利益及び税引前当期純利益に

与える影響はありません。 

 (4) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備

えるため、役員退職慰労金規

程に基づく期末要支給額を計

上しております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

同左 

５ キャッシュ・フロー

計算書における資金

の範囲 

手許現金、要求払預金及び取得日
から３ヶ月以内に満期日または償
還日の到来する流動性の高い、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
負わない短期的な投資からなって
おります。 

同左 

６ その他財務諸表作成

のための基本となる

重要な事項 

消費税等の会計処理 
消費税及び地方消費税の会計処理
は、税抜方式で処理しておりま
す。 

消費税等の会計処理 

同左 
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(7) 重要な会計方針の変更 

 

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) 

(リース取引に関する会計基準) 
 「リース取引に関する会計基準」(企業会計基
準委員会 平成５年６月 17 日 終改正平成 19
年３月 30 日 企業会計基準第 13 号)及び「リー
ス取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計
基準委員会 平成６年１月 18 日 終改正平成
19 年３月 30 日 企業会計基準適用指針第 16 号)
を当事業年度から適用し、所有権移転外ファイナ
ンス・リース取引については、通常の賃貸借取引
に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引
に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資
産として計上しております。  
 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の
所有権移転外ファイナンス・リース取引について
は、期首に前事業年度末における未経過リース料
残高相当額を取得価額として取得したものとして
リース資産を計上する方法によっております。  
 この結果、従来の方法によった場合に比べ、リ
ース資産が有形固定資産に 3,003 千円計上されて
おりますが、これによる当事業年度の損益に与え
る影響はありません。  
(金型に係る会計処理の変更) 
 従来、鋳造製品の受注に際して請け負った鋳造
製品製造用の金型については、外注製作費と売却
金額との差額を営業外収益として処理しておりま
したが、当事業年度より、金型の売却金額を売上
高とし、外注製作費を金型に係る製造間接費とと
もに売上原価として処理する方法に変更しまし
た。  
 これは、近年ＯＥＭ製品の受注・販売量が増加
しており、製品販売の付随行為として金型販売が
不可欠となっていること、また、金型の製作にあ
たっては、ＯＥＭ先企業との打合せ、鋳造方法の
策定、外注先との打合せなど、鋳造の製造部門の
関与が不可欠で、これらの作業には相応のノウハ
ウ、労力が要求されるため、金型完成までの工程
にかかる費用は原価性を有すると考えられること
から、売却金額を売上高とし、外注製作費を金型
に係る製造間接費とともに売上原価として処理す
る方法に変更したものであります。  
 この変更により、当事業年度の売上高が 26,083
千円、売上原価が 22,440 千円、売上総利益及び
営業利益がそれぞれ 3,642 千円増加しております
が、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼす影響
はありません。  

                      

 

 
 
 
 
(8) 表示方法の変更 

 

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) 

                      
 

 前事業年度まで区分掲記しておりました「未払

消費税等」(当事業年度末残高 11,255 千円)は、負

債及び純資産の合計額の 100 分の 1 以下であるこ

とから、流動負債「その他」に含めて表示するこ

ととしました。 
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(9) 財務諸表に関する注記事項 
 
 (損益計算書関係) 

 
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) 

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切

下後の金額であり、次のたな卸評価損が売

上原価に含まれております。 
45,332 千円

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切

下後の金額であり、次のたな卸評価損が売

上原価に含まれております。 

40,245 千円

※２ 他勘定振替高は、見本として使用した製品

を広告宣伝費として振替えたものでありま

す。 

※２ 他勘定振替高は、見本として使用した製品

を広告宣伝費として振替えたものでありま

す。 

※３ 研究開発費の総額 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研

究開発費は、33,863 千円であります。 

※３ 研究開発費の総額 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研

究開発費は、34,094 千円であります。 

※４ 固定資産除却損の内容 
機械及び装置 3,951 千円

車両運搬具 687  

工具、器具及び備品 1,295  

電話加入権 997  

合計 6,932   

※４ 固定資産除却損の内容 
機械及び装置 7,216 千円

車両運搬具 808  

工具、器具及び備品 568  

合計 8,594   

                      

 

※５ 固定資産売却損の内容 
車両運搬具 37 千円 

※６ 関係会社に対するものは、次のとおりであ

ります。 
受取事務手数料 11,407 千円 

※６ 関係会社に対するものは、次のとおりであ

ります。 
受取事務手数料 10,566 千円 

※７ 減損損失 

当事業年度において、当社は以下の資産に

ついて減損損失を計上いたしました。 

用途 場所 種類 減損損失
(千円) 

遊休 三重県三重郡 建物 25,778

遊休 三重県三重郡 土地 16

遊休 三重県三重郡
他 電話加入権 6,565

遊休状態となっている建物、土地及び電話

加入権については継続的に地価が下落して

おり、今後の具体的な使用見込もないこと

から、帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、減損損失を計上いたしました。 

なお、回収可能価額は、土地については正

味売却価額により測定しており、路線価に

よる相続税評価額等を基礎とした指標によ

り評価しております。 

また、建物及び電話加入権については、売

却が困難であることから、備忘価格まで減

額しております。  
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(株主資本等変動計算書関係) 

前事業年度(自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(千株) 14,400 ― ― 14,400
 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(千株) (注) 1 0 ― 2
 

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 
 

３ 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
（千円） 

１株当たり 
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成 20 年６月 27 日 

定時株主総会 
普通株式 107,991 7.50 平成 20 年３月 31 日 平成 20 年６月 30 日

平成 20 年 11 月 13 日 

取締役会 
普通株式 107,991 7.50 平成 20 年９月 30 日 平成 20 年 12 月 10 日

 

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 

平成 21 年６月 26 日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 107,985 7.50 平成 21 年３月 31 日 平成 21 年６月 29 日

 

当事業年度(自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(千株) 14,400 ― ― 14,400
 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(千株) (注) 2 156 ― 158
 

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加は、取締役会決議による自己株式の取得による増加であります。 
 

３ 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
（千円） 

１株当たり 
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成 21 年６月 26 日 

定時株主総会 
普通株式 107,985 7.50 平成 21 年３月 31 日 平成 21 年６月 29 日

平成 21 年 11 月 12 日 

取締役会 
普通株式 106,815 7.50 平成 21 年９月 30 日 平成 21 年 12 月８日

 

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 

平成 22 年６月 28 日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 106,815 7.50 平成 22 年３月 31 日 平成 22 年６月 29 日
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(キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

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) 

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に
掲記されている科目の金額との関係(平成 21 年
３月 31 日現在) 

現金及び預金勘定 6,596,423 千円
預入期間が３ヵ月を超える 
定期預金 

△4,850,000  

現金及び現金同等物 1,746,423  
  

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に
掲記されている科目の金額との関係(平成 22 年
３月 31 日現在) 

現金及び預金勘定 6,823,282 千円
預入期間が３ヵ月を超える 
定期預金 

△5,700,000  

現金及び現金同等物 1,123,282  
  

 

 

(開示の省略) 

 
リース取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、関連当事者との取引、税効果会計、退職給

付に関する注記事項については、決算発表時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。 
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(１株当たり情報) 
 

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) 

１株当たり純資産額 963 円 52 銭 １株当たり純資産額 966 円 27 銭

１株当たり当期純利益 10 円 98 銭 １株当たり当期純利益 11 円 80 銭

なお、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。 

なお、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。 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
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)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 13,872,830 13,761,552

普通株式に係る純資産額（千円） 13,872,830 13,761,552

普通株式の発行済株式数(千株) 14,400 14,400

普通株式の自己株式数(千株) 2 158

1 株当たり純資産額の算定に用いられた普通

株式の数(千株) 

14,398 14,242

 

２ １株当たり当期純利益 
 

 
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)

当期純利益(千円) 158,086 168,793

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 158,086 168,793

期中平均株式数(千株) 14,398 14,304

 

 

(重要な後発事象) 
 

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) 

該当事項はありません。 同左 

 

 

5. その他 

  該当事項はありません。 
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平成 22 年５月 13 日 

平成２２年３月期 決算発表参考資料 

カネソウ株式会社 

１．業 績 

科 目 金 額 前 期 比

売 上 高 67 億 35 百万円 △13.8％

営 業 利 益 3 億 18 百万円 △6.2％

経 常 利 益 2 億 92 百万円 △9.9％

当 期 純 利 益 1 億 68 百万円 6.8％

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 11 円 80 銭 （前期 10 円 98 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（％） 前期比（％）

鋳 鉄 器 材 2,275 33.8 △12.3

ス チ ー ル 機 材 1,470 21.8 △15.5

製 作 金 物 2,587 38.4 △12.0

そ の 他 402 6.0 △25.6

合 計 6,735 100.0 △13.8

 

２．配 当 

 当期の年間配当額は、１株当たり 15 円を実施する予定であります。（前期年間 15 円） 

 配当性向は 127.1％であります。 

 

３．財政状態 

 総資産 156 億 24 百万円、純資産 137 億 61 百万円、自己資本比率 88.1％、 

 １株当たり純資産額 966.27 円銭であります。（株式数 14,242 千株） 

 

４．次期（平成 23 年３月期）の業績予想 

第 ２ 四 半 期 累 計 期 間 通 期区 分 

金額（百万円） 前期比（％） 金額（百万円） 前期比（％）

売 上 高 2,900 △4.4 6,500 △3.5

営 業 利 益 134 － 445 40.1

経 常 利 益 110 － 400 36.8

当 期 純 利 益 65 － 240 42.2

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 2,160 33.3 △5.1

ス チ ー ル 機 材 1,380 21.2 △6.2

製 作 金 物 2,510 38.6 △3.0

そ の 他 450 6.9 11.7

合 計 6,500 100.0 △3.5

 

５．設備投資及び減価償却費(有形固定資産) 

 当 期 実 績 次 期 計 画

90 百万円 1億 57 百万円 設 備 投 資 額 
（電気設備の更新・金型等） （工作機械導入他）

減 価 償 却 費 2 億 91 百万円 2 億 45 百万円 

 




