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1. 平成23年3月期第１四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日）

 (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 ％

23年3月期第１四半期 1,404 △1.4 △18 ― △26 ― △18 ―
22年3月期第１四半期 1,425 △18.6 △65 ― △68 ― △33 ―

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

23年3月期第１四半期 △1 31 ―

22年3月期第１四半期 △2 34 ―

 (2) 財政状態

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

23年3月期第１四半期 15,421 13,630 88.4 957 15

22年3月期 15,624 13,761 88.1 966 27

(参考) 自己資本 23年3月期第１四半期 13,630百万円 22年3月期 13,761百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年3月期 ― 7 50 ― 7 50 15 00

23年3月期 ―

23年3月期(予想) 7 50 ― 7 50 15 00

3. 平成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)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) 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

k.ito
財務会計基準機構



  

 

 
(注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短

信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

  

※ 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前提に基づいており、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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信

[添付資料] 3ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、[添付資料] P.3「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

 (注) 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の有無となります。

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 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) 23年3月期1Ｑ 14,400,000株 22年3月期 14,400,000株

② 期末自己株式数 23年3月期1Ｑ 158,975株 22年3月期 158,000株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期1Ｑ 14,241,785株 22年3月期1Ｑ 14,398,000株
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当第１四半期会計期間における国内経済は財政問題や新たに欧州発の金融危機の発生による不安要因

もありますが、政府による景気刺激策や新興国の需要に牽引され、緩やかながら回復基調に転じており

ます。一方、為替変動やデフレ傾向が続くなど先行きの不透明感から設備投資や雇用情勢等、実態面で

の回復はないままに推移しました。当社の主要な市場であります建設関連業界におきましては、新規建

設着工件数が低位にて推移しており需要減少から厳しい状況が続きました。その結果、売上高は14億4

百万円(前年同四半期比1.4％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

鉄器材は外構関連製品がやや改善しているものの建築の減少から排水、設備関連製品、及び景観整備関

連製品などが減少したことから、4億40百万円(同15.1％減)となりました。スチール機材は福祉関連製

品が堅調に推移しましたが、設備投資も低調な状況が続いており外構・土木関連製品の減少もあり、3

億1百万円(同7.1％減)となりました。製作金物は、防災関連製品が増加したことから改善し、5億39百

万円(同2.6％増)となりました。その他は生産調整の影響が薄れ海外需要が改善している建機向け製品

が増加し、公共土木需要向けは厳しい状況が続いているものの1億23百万円(119.7％増)となりました。

利益につきましては、一部に改善の動きが出ている生産も、全体での需要不足から操業度も低いた

め、各種コストの削減等原価低減に努めてまいりましたが、売上総利益は4億49百万円(同3.0％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同じく経費削減に取り組みましたが、営業損失は

18百万円(前年同四半期は65百万円の営業損失)となりました。営業外収支につきましては金利の低下か

ら受取利息等が減少しました。その結果、経常損失は26百万円(前年同四半期は68百万円の経常損失)、

四半期純損失は18百万円(前年同四半期は33百万円の四半期純損失)となりました。 

  

当第１四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2億3百万円減少し154億21百万

円となりました。 

流動資産は、前事業年度末に比べ14億4百万円減少し80億56百万円となりました。その主な要因は、

たな卸資産が仕入の増加等により1億43百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が売上高の減少に

より2億9百万円、現金及び預金が長期預金への預け替え等により12億46百万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12億1百万円増加し73億64百万円となりました。その主な要因は、

１年超償還の国債が1億6百万円減少した一方で、長期預金が13億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72百万円減少し17億90百万円となりました。その主な要因は、未払金及

び預り金の増加により流動負債のその他が57百万円増加しましたが、未払法人税等が1億19百万円、賞

与引当金が33百万円それぞれ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1億30百万円減少し136億30百万円となりました。その主な要因は、前

事業年度の配当金の支払いが1億6百万円、当第１四半期純損失が18百万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１四半期会計期間末における現金及び現金同等物は5億76

百万円となりました。 

 営業活動の結果、得られた資金は18百万円(前年同四半期は3億52百万円の収入)となりました。これ

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(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
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は主に、たな卸資産の増加が1億43百万円、法人税等の支払いが1億19百万円ありましたが、減価償却費

の計上が62百万円、売上債権の減少が2億9百万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4億57百万円(前年同四半期は7億32百万円の支出)となりました。こ

れは主に、定期預金の払戻による収入が13億50百万円、有価証券の償還による収入が2億円ありました

が、定期預金の預入による支出が19億50百万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1億7百万円(前年同四半期は1億9百万円の支出)となりました。これ

は主に、配当金の支払いが1億6百万円あったこと等によるものであります。 

  

今後の見通しにつきましては、経済全般の自立的な回復には至らない状況が続く中で、市場環境は公

共投資の抑制、減少が続き民間設備投資も依然として低水準で推移するものと考えられます。経営環境

としては引き続き厳しい状況が続くものと思われます。また原材料価格の上昇リスクがある中での価格

競争など販売環境も厳しい状況が続くものと考えております。このような事業環境ではありますが、都

市部に集中した受注の確保や新商品の開発を進めてまいりますとともに、顧客ニーズを的確に把握し、

経営体質の改善、強化に取り組み、収益構造の改善をしてまいりたいと思います。 

  

法人税等の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。 

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はタ

ックス・プランニングを使用しております。 

  

資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年

３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20

年３月31日)を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

(3) 業績予想に関する定性的情報

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 四半期財務諸表 
 (1) 四半期貸借対照表 

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,576,970 6,823,282

受取手形及び売掛金 1,177,237 1,386,302

有価証券 100,025 200,001

製品 613,643 538,085

仕掛品 96,933 84,148

原材料及び貯蔵品 392,600 337,326

その他 99,667 92,879

貸倒引当金 △825 △975

流動資産合計 8,056,253 9,461,052

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,735,723 1,735,723

その他（純額） 1,581,079 1,576,046

有形固定資産合計 3,316,802 3,311,769

無形固定資産 7,255 7,853

投資その他の資産   

投資有価証券 1,160,211 1,266,747

長期預金 2,400,000 1,100,000

その他 496,008 492,554

貸倒引当金 △15,529 △15,529

投資その他の資産合計 4,040,690 2,843,773

固定資産合計 7,364,749 6,163,396

資産合計 15,421,002 15,624,448

負債の部   

流動負債   

買掛金 289,885 278,721

未払法人税等 4,007 123,898

賞与引当金 18,863 52,201

その他 235,006 177,487

流動負債合計 547,762 632,308

固定負債   

退職給付引当金 282,565 281,003

役員退職慰労引当金 364,825 361,234

その他 595,011 588,349

固定負債合計 1,242,402 1,230,587

負債合計 1,790,165 1,862,896
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(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 1,320,000 1,320,000

利益剰余金 10,549,548 10,675,005

自己株式 △68,391 △68,020

株主資本合計 13,621,156 13,746,985

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9,680 14,567

評価・換算差額等合計 9,680 14,567

純資産合計 13,630,837 13,761,552

負債純資産合計 15,421,002 15,624,448
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(2) 四半期損益計算書 
 (第１四半期累計期間) 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 1,425,438 1,404,842

売上原価 962,329 955,737

売上総利益 463,108 449,104

販売費及び一般管理費   

給料 158,029 150,333

賞与引当金繰入額 12,643 11,896

役員退職慰労引当金繰入額 4,420 3,591

退職給付費用 3,796 3,465

運賃及び荷造費 99,620 90,416

その他 250,401 207,982

販売費及び一般管理費合計 528,912 467,684

営業損失（△） △65,804 △18,579

営業外収益   

受取利息 12,490 7,339

受取配当金 598 973

不動産賃貸料 4,313 1,747

受取事務手数料 － 2,655

その他 3,222 319

営業外収益合計 20,625 13,036

営業外費用   

支払利息 4,406 4,347

売上割引 17,237 15,809

その他 1,522 846

営業外費用合計 23,166 21,003

経常損失（△） △68,344 △26,546

特別利益   

貸倒引当金戻入額 240 150

特別利益合計 240 150

特別損失   

固定資産除却損 285 95

投資有価証券評価損 254 －

特別損失合計 539 95

税引前四半期純損失（△） △68,644 △26,492

法人税、住民税及び事業税 2,785 1,684

法人税等調整額 △37,802 △9,535

法人税等合計 △35,017 △7,850

四半期純損失（△） △33,627 △18,641
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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１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △68,644 △26,492

減価償却費 72,651 62,636

貸倒引当金の増減額（△は減少） △240 △150

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,186 1,562

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △79 3,591

賞与引当金の増減額（△は減少） △38,277 △33,338

受取利息及び受取配当金 △13,088 △8,313

支払利息 4,406 4,347

有形固定資産除却損 285 95

投資有価証券評価損益（△は益） 254 －

売上債権の増減額（△は増加） 342,531 209,065

たな卸資産の増減額（△は増加） 24,101 △143,616

仕入債務の増減額（△は減少） 16,520 11,163

その他 59,235 47,875

小計 402,844 128,428

利息及び配当金の受取額 6,260 9,401

利息の支払額 － △3

法人税等の支払額 △61,376 △119,012

法人税等の還付額 4,306 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 352,034 18,814

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 △1,200,000 △1,950,000

定期預金の払戻による収入 500,000 1,350,000

有価証券の償還による収入 100,008 200,001

有形固定資産の取得による支出 △31,100 △56,852

投資有価証券の取得による支出 △100,059 －

その他 △905 △1,081

投資活動によるキャッシュ・フロー △732,057 △457,932

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 △1,126 －

自己株式の取得による支出 － △371

配当金の支払額 △108,032 △106,821

財務活動によるキャッシュ・フロー △109,158 △107,193

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △489,180 △546,311

現金及び現金同等物の期首残高 1,746,423 1,123,282

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,257,243 576,970
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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

カネソウ株式会社 (5979) 平成23年3月期 第1四半期決算短信(非連結)

8




