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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 3,015 △0.6 △19 ― △34 ― △30 ―
22年3月期第2四半期 3,033 △17.7 △19 ― △24 ― △16 ―

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2四半期 △2.15 ―
22年3月期第2四半期 △1.17 ―

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2四半期 15,333 13,618 88.8 956.25
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2四半期  13,618百万円 22年3月期  13,761百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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 ― 7.50
23年3月期 

（予想）
― 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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 6,500 △3.5 330 3.7 300 2.6 180 6.6 12.64



(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 

（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） 

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 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2Q 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2Q  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2Q 14,241,403株 22年3月期2Q 14,366,459株

※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。 
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当第２四半期累計期間における国内経済は経済対策をはじめとする政策効果もあり緩やかな回復を続

けてまいりましたが、海外経済の減速や円高の進展を背景として、これまで輸出に牽引された企業収益

の改善も弱含みとなり、景気の足取りは鈍化しております。このような状況の下、建設関連業界におき

ましては一部新設住宅着工に若干の改善傾向が見られるものの、建設市場全体としては依然として低水

準で推移し、厳しい状況が続きました。その結果、売上高は30億15百万円(前年同四半期比0.6％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堅調なもの

の建築着工の低迷から排水関連製品が減少し、全般に弱い動きとなり、9億76百万円(同9.8％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ているものの、設備工事の低迷から土木関連、設

備関連製品の減少が大きく、6億27百万円(同6.1％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、11億59百万円(同1.3％増)となりました。その他は海外需要が改善している建機、

機械向け製品が増加しており、引き続き公共土木需要向けは厳しい状況が続いているものの2億52百万

円(同83.8％増)となりました。 

利益につきましては、やや生産が持ち直したものの長期にわたりデフレ傾向にある販売環境に対し、

材料価格は高値からの低下は限定的なこともあり、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9億9百万円(同9.4％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経

費の見直し、削減に努め改善いたしましたが採算面での環境は厳しく、営業損失は19百万円(前年同四

半期は19百万円の営業損失)となりました。営業外収支につきましては金利が低下しており受取利息等

が減少しました。その結果、経常損失は34百万円(前年同四半期は24百万円の経常損失)となり、四半期

純損失は30百万円(前年同四半期は16百万円の四半期純損失)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2億90百万円減少し153億33百万

円となりました。 

流動資産は、前事業年度末に比べ34億35百万円減少し60億25百万円となりました。その主な要因は、

有価証券が１年内償還予定の国債の増加により4億円増加しましたが、現金及び預金が長期預金への預

け替え等により36億85百万円、受取手形及び売掛金が売上高の減少により2億3百万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31億44百万円増加し93億8百万円となりました。その主な要因は、

１年超償還の国債が6億8百万円減少した一方で、長期預金が38億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1億46百万円減少し17億15百万円となりました。その主な要因は、買掛

金が仕入れの減少により41百万円、未払法人税等が1億15百万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1億43百万円減少し136億18百万円となりました。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２四半期純損失が30百万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6億37

百万円となりました。 

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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 営業活動の結果、得られた資金は1億12百万円(前年同四半期は5億63百万円の収入)となりました。こ

れは主に、税引前四半期純損失の計上が41百万円、たな卸資産の増加が43百万円、仕入債務の減少が41

百万円、法人税等の支払いが1億22百万円ありましたが、減価償却費の計上が1億30百万円、売上債権の

減少が2億3百万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4億90百万円(前年同四半期は12億95百万円の支出)となりました。

これは主に、定期預金の払戻による収入が55億円、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61億円、有形固定資産の取得による支出が88百万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1億77百万円の支出)となりました。こ

れは主に、配当金の支払いが1億7百万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、経済の下振れ懸念や更なる円高の進行により産業全体の海外シフトが

進み、空洞化から国内設備投資も冷え込み、政府による政策効果も薄れることから景気の下振れリスク

が予想されます。引き続き予算削減の進む公共事業のほか、民間建設関連市場は厳しい状況が見込まれ

ます。利益環境も、厳しい価格競争が想定されますが、受注に向け営業力をつけ、生産における原価の

低減、効率化を進めてまいります。このような環境下にありましても一層の顧客満足に努め、製品開

発、品質向上に邁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22年11月５日に公表しましたとおり修

正を行い、売上高65億円(前期比3.5％減)、営業利益3億30百万円(同3.7％増)、経常利益3億円(同2.6％

増)、当期純利益1億80百万円(同6.6％増)となる見込であります。 

  

繰延税金資産の算定方法 

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 

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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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22年９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 3,137,991 6,823,282

受取手形及び売掛金 1,182,976 1,386,302

有価証券 600,382 200,001

製品 575,466 538,085

仕掛品 87,545 84,148

原材料及び貯蔵品 339,603 337,326

その他 102,776 92,879

貸倒引当金 △833 △975

流動資産合計 6,025,909 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） 1,526,237 1,576,046

有形固定資産合計 3,261,960 3,311,769

無形固定資産 6,657 7,853

投資その他の資産   

投資有価証券 658,363 1,266,747

長期預金 4,900,000 1,100,000

その他 493,037 492,554

貸倒引当金 △12,000 △15,529

投資その他の資産合計 6,039,401 2,843,773

固定資産合計 9,308,019 6,163,396

資産合計 15,333,928 15,624,448

負債の部   

流動負債   

買掛金 237,090 278,721

未払法人税等 8,371 123,898

賞与引当金 56,125 52,201

その他 166,500 177,487

流動負債合計 468,088 632,308

固定負債   

退職給付引当金 282,346 281,003

役員退職慰労引当金 368,659 361,234

その他 596,824 588,349

固定負債合計 1,247,830 1,230,587

負債合計 1,715,919 1,862,896
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９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 10,537,513 10,675,005

自己株式 △68,391 △68,020

株主資本合計 13,609,122 13,746,985

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,887 14,567

評価・換算差額等合計 8,887 14,567

純資産合計 13,618,009 13,761,552

負債純資産合計 15,333,928 15,624,448
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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21年４月１日 
  至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成22年９月30日) 

売上高 3,033,104 3,015,752

売上原価 2,028,608 2,105,821

売上総利益 1,004,495 909,930

販売費及び一般管理費   

給料 315,730 302,498

賞与引当金繰入額 37,795 35,072

役員退職慰労引当金繰入額 8,011 7,425

退職給付費用 7,593 6,930

運賃及び荷造費 204,608 198,251

その他 450,519 379,652

販売費及び一般管理費合計 1,024,259 929,829

営業損失（△） △19,763 △19,899

営業外収益   

受取利息 24,333 13,763

受取配当金 669 1,157

不動産賃貸料 8,720 6,463

その他 6,508 6,435

営業外収益合計 40,231 27,819

営業外費用   

支払利息 8,876 8,765

売上割引 33,095 31,562

その他 3,495 2,453

営業外費用合計 45,468 42,782

経常損失（△） △24,999 △34,861

特別利益   

貸倒引当金戻入額 235 1,413

特別利益合計 235 1,413

特別損失   

固定資産除却損 1,027 7,609

固定資産売却損 － 54

投資有価証券評価損 254 －

特別損失合計 1,281 7,664

税引前四半期純損失（△） △26,046 △41,112

法人税、住民税及び事業税 9,753 3,369

法人税等調整額 △18,923 △13,805

法人税等合計 △9,170 △10,436

四半期純損失（△） △16,875 △30,676
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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21年７月１日 
  至 平成21年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年７月１日 
  至 平成22年９月30日) 

売上高 1,607,665 1,610,910

売上原価 1,066,279 1,150,084

売上総利益 541,386 460,825

販売費及び一般管理費   

給料 157,700 152,165

賞与引当金繰入額 25,152 23,176

役員退職慰労引当金繰入額 3,591 3,834

退職給付費用 3,796 3,465

運賃及び荷造費 104,987 107,835

貸倒引当金繰入額 5 －

その他 200,118 171,669

販売費及び一般管理費合計 495,351 462,145

営業利益又は営業損失（△） 46,035 △1,319

営業外収益   

受取利息 11,842 6,424

受取配当金 70 183

不動産賃貸料 4,406 4,716

その他 3,285 3,459

営業外収益合計 19,606 14,783

営業外費用   

支払利息 4,470 4,418

売上割引 15,858 15,753

その他 1,973 1,607

営業外費用合計 22,301 21,778

経常利益又は経常損失（△） 43,340 △8,314

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 1,263

特別利益合計 － 1,263

特別損失   

固定資産除却損 741 7,514

固定資産売却損 － 54

特別損失合計 741 7,568

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 42,598 △14,619

法人税、住民税及び事業税 6,967 1,684

法人税等調整額 18,878 △4,270

法人税等合計 25,846 △2,585

四半期純利益又は四半期純損失（△） 16,751 △12,034
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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21年４月１日 
  至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △26,046 △41,112

減価償却費 147,811 130,324

貸倒引当金の増減額（△は減少） △235 △3,671

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,895 1,343

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,511 7,425

賞与引当金の増減額（△は減少） 945 3,924

受取利息及び受取配当金 △25,002 △14,920

支払利息 8,876 8,765

有形固定資産売却損益（△は益） － 54

有形固定資産除却損 1,027 7,609

投資有価証券評価損益（△は益） 254 －

売上債権の増減額（△は増加） 336,347 203,325

たな卸資産の増減額（△は増加） 146,966 △43,053

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） 15,930 △41,631

その他 △23,874 △7,090

小計 593,409 214,822

利息及び配当金の受取額 43,146 26,666

利息の支払額 △8,674 △6,451

法人税等の支払額 △68,787 △122,446

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 563,605 112,591

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 △5,900,000 △6,100,000

定期預金の払戻による収入 4,650,000 5,500,000

有価証券の償還による収入 600,069 200,001

有形固定資産の取得による支出 △42,387 △88,537

有形固定資産の売却による収入 － 76

無形固定資産の取得による支出 △483 －

投資有価証券の取得による支出 △600,960 △133

投資有価証券の売却による収入 － 500

その他 △1,807 △2,288

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,295,568 △490,382

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 －

自己株式の取得による支出 △67,080 △371

配当金の支払額 △108,019 △107,128

財務活動によるキャッシュ・フロー △177,351 △107,499

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △909,315 △485,291

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 837,108 637,991
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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 22 年 11 月 12 日 

平成 23 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 15 百万円 0.6 % 減 
営 業 利 益 △19 百万円 ― 
経 常 利 益 △34 百万円 ― 
四 半 期 純 利 益 △30 百万円 ― 
1 株当たり四半期純利益  △2 円 15 銭 （前年同期 △1 円 17 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 976 32.4 △9.8 
ス チ ー ル 機 材 627 20.8 △6.1 
製 作 金 物 1,159 38.4 1.3 
そ の 他 252 8.4 83.8 
合 計 3,015 100.0 △0.6 

 
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 33 百万円、純資産 136 億 18 百万円、自己資本比率 88.8%、 
1 株当たり純資産額 956 円 25 銭であります。（株式数 14,241 千株） 
 

４．通期（平成 23 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 3,015 △0.6 6,500 △3.5 
営 業 利 益 △19 ― 330 3.7 
経 常 利 益 △34 ― 300 2.6 
第２四半期（当期）純利益 △30 ― 180 6.6 
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 2,100 32.3 △7.7 
ス チ ー ル 機 材 1,370 21.1 △6.8 
製 作 金 物 2,520 38.8 △2.6 
そ の 他 510 7.8 26.7 
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） 

 第２四半期実績 通 期 計 画 

設 備 投 資 額 88 百万円 
工作機械設備導入、金型等の取得

1 億 70 百万円 
工作機械設備導入、金型等の取得

減 価 償 却 費 1 億 29 百万円 2 億 60 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。 




