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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 4,793 △0.5 65 △55.3 40 △70.1 10 △86.5
22年3月期第3四半期 4,819 △15.8 145 △40.2 135 △42.3 80 △21.1

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3四半期 0.77 ―
22年3月期第3四半期 5.64 ―

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3四半期 15,404 13,555 88.0 951.88
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3四半期  13,555百万円 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」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3Q 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3Q  159,445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3Q 14,241,227株 22年3月期3Q 14,324,821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３四半期累計期間における国内経済は、これまで緩やかな回復基調で推移してまいりましたが、

政策により改善した個人消費も駆け込み需要の反動からかげりが見られ、円高の進展による輸出の減速

感もあり景気は足踏み状態にあります。一方、設備投資は大手企業を中心として収益の改善を背景に持

ち直しておりますが建設関連業界におきましては、新設住宅着工件数の回復はあるものの公共投資削減

は続き、建設全般における市場規模の縮小などにより厳しい環境が続きました。その結果、売上高は47

億93百万円(前年同四半期比0.5％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。鋳鉄器材は秋口より排水関連製品が改善してきたことと設備、外構関連製品も堅調な推移をしまし

たことから15億97百万円(同4.9％減)となりました。スチール機材は堅調に推移してまいりました福

祉、景観整備関連製品の低下や土木関連、設備投資も低調な状況が続いたことから減少し、また価格の

低下もあり9億59百万円(同9.3％減)となりました。製作金物は建築金物、防災関連製品など主要製品が

堅調に推移したことから18億45百万円(同1.4％増)となりました。その他は海外需要の改善もあり建

機、機械向け製品が増加基調で推移し、3億91百万円(同49.1％増)となりました。 

利益につきましては、生産が持ち直しているものの材料価格は高い水準で推移しておりますが、一

方、販売及び受注環境は市場競争激化とともに販売価格が厳しいことから各種コストの削減等原価低減

に努めてまいりました。結果、売上総利益は14億66百万円(同10.7％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継続的な諸経費の削減に注力してまいりましたが、営業利益は65百万円(同

55.3%減)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いることから受取利息等が減少しま

した。その結果、経常利益は40百万円(同70.1%減)となり、四半期純利益は10百万円(同86.5%減)となり

ました。 

  

当第３四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2億19百万円減少し154億4百万

円となりました。 

流動資産は、前事業年度末に比べ27億50百万円減少し67億10百万円となりました。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10億円、たな卸資産が仕入の増加等により97百万円それ

ぞれ増加しましたが、現金及び預金が長期預金への預け替え等により38億11百万円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25億30百万円増加し86億94百万円となりました。その主な要因は、

１年超償還の国債が12億5百万円減少した一方で、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13百万円減少し18億49百万円となりました。その主な要因は、買掛金が

仕入の増加により63百万円増加しましたが、未払法人税等が1億19百万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2億6百万円減少し135億55百万円となりました。その主な要因は、配

当金が2億13百万円あったこと等により利益剰余金が2億2百万円減少し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３四半期会計期間末における現金及び現金同等物は5億11

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1億44百万円(前年同四半期は6億92百万円の収入)となりました。こ

れは主に、たな卸資産の増加が97百万円、法人税等の支払いが1億26百万円ありましたが、税引前四半

期純利益の計上が33百万円、減価償却費の計上が2億円、売上債権の減少が19百万円、仕入債務の増加

が63百万円、利息及び配当金の受取額が28百万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5億42百万円(前年同四半期は13億4百万円の支出)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1億39百万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2億14百万円(前年同四半期は2億85百万円の支出)となりました。こ

れは主に、配当金の支払いが2億13百万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、設備投資もようやく立ち上がり始め、底を脱した感はありますが、建

設関連は需要全般にわたり本格的な回復にはなお時間がかかるものと思われます。円高の定着や、デフ

レの長期化、厳しい雇用環境など内外経済情勢の先行きの不透明感の強い経営環境が続くため、顧客ニ

ーズの収集と効果的な商材の提供をし、営業基盤を強化し、受注確保に努めてまいります。また商品開

発やコスト低減に取組み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日に公表した数値から変更

はございません。 

  

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 

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

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

3



3.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 3,011,308 6,823,282

受取手形及び売掛金 1,366,527 1,386,302

有価証券 1,200,655 200,001

製品 580,489 538,085

仕掛品 100,865 84,148

原材料及び貯蔵品 375,276 337,326

その他 76,286 92,879

貸倒引当金 △959 △975

流動資産合計 6,710,451 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） 1,508,103 1,576,046

有形固定資産合計 3,243,826 3,311,769

無形固定資産 6,059 7,853

投資その他の資産   

投資有価証券 61,005 1,266,747

長期預金 4,900,000 1,100,000

その他 495,307 492,554

貸倒引当金 △12,000 △15,529

投資その他の資産合計 5,444,312 2,843,773

固定資産合計 8,694,199 6,163,396

資産合計 15,404,650 15,624,448

負債の部   

流動負債   

買掛金 342,580 278,721

未払法人税等 4,600 123,898

賞与引当金 17,093 52,201

その他 223,093 177,487

流動負債合計 587,367 632,308

固定負債   

退職給付引当金 287,850 281,003

役員退職慰労引当金 372,493 361,234

その他 601,617 588,349

固定負債合計 1,261,961 1,230,587

負債合計 1,849,329 1,862,896
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 10,472,315 10,675,005

自己株式 △68,532 △68,020

株主資本合計 13,543,782 13,746,985

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,538 14,567

評価・換算差額等合計 11,538 14,567

純資産合計 13,555,320 13,761,552

負債純資産合計 15,404,650 15,624,448
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(2)【四半期損益計算書】 
 【第３四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成22年12月31日) 

売上高 4,819,721 4,793,296

売上原価 3,176,123 3,326,299

売上総利益 1,643,598 1,466,997

販売費及び一般管理費   

給料 472,081 454,583

賞与引当金繰入額 11,421 10,662

役員退職慰労引当金繰入額 11,602 11,259

退職給付費用 11,390 10,396

運賃及び荷造費 316,239 316,692

その他 674,863 598,177

販売費及び一般管理費合計 1,497,599 1,401,771

営業利益 145,998 65,225

営業外収益   

受取利息 33,081 18,478

受取配当金 964 1,501

不動産賃貸料 13,086 11,230

その他 11,881 9,401

営業外収益合計 59,014 40,611

営業外費用   

支払利息 13,150 13,210

売上割引 51,209 48,048

その他 5,016 4,056

営業外費用合計 69,376 65,314

経常利益 135,637 40,522

特別利益   

貸倒引当金戻入額 141 1,287

特別利益合計 141 1,287

特別損失   

固定資産除却損 1,419 7,923

固定資産売却損 37 54

投資有価証券評価損 254 －

特別損失合計 1,710 7,978

税引前四半期純利益 134,067 33,831

法人税、住民税及び事業税 51,550 5,054

法人税等調整額 1,674 17,844

法人税等合計 53,224 22,898

四半期純利益 80,842 10,932

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

6



 【第３四半期会計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
  至 平成21年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成22年10月１日 
  至 平成22年12月31日) 

売上高 1,786,616 1,777,544

売上原価 1,147,514 1,220,477

売上総利益 639,102 557,066

販売費及び一般管理費   

給料 156,350 152,085

賞与引当金繰入額 11,421 10,662

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 111,631 118,441

貸倒引当金繰入額 94 126

その他 186,548 183,452

販売費及び一般管理費合計 473,434 472,067

営業利益 165,668 84,998

営業外収益   

受取利息 8,747 4,714

受取配当金 295 344

不動産賃貸料 4,366 4,766

受取事務手数料 － 2,655

その他 5,372 310

営業外収益合計 18,782 12,791

営業外費用   

支払利息 4,274 4,444

売上割引 18,113 16,485

その他 1,520 1,602

営業外費用合計 23,908 22,532

経常利益 160,542 75,257

特別損失   

固定資産除却損 392 313

固定資産売却損 37 －

特別損失合計 429 313

税引前四半期純利益 160,113 74,944

法人税、住民税及び事業税 41,797 1,684

法人税等調整額 20,597 31,650

法人税等合計 62,395 33,335

四半期純利益 97,718 41,609

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

7



(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成22年12月31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 134,067 33,831

減価償却費 222,550 200,128

貸倒引当金の増減額（△は減少） △141 △3,545

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,659 6,847

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,102 11,259

賞与引当金の増減額（△は減少） △40,173 △35,107

受取利息及び受取配当金 △34,046 △19,980

支払利息 13,150 13,210

有形固定資産売却損益（△は益） 37 54

有形固定資産除却損 1,419 7,923

投資有価証券評価損益（△は益） 254 －

売上債権の増減額（△は増加） 201,491 19,775

たな卸資産の増減額（△は増加） 118,040 △97,070

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） 72,539 63,858

その他 14,243 43,976

小計 723,195 248,690

利息及び配当金の受取額 46,694 28,480

利息の支払額 △8,675 △6,576

法人税等の支払額 △72,923 △126,134

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 692,802 144,460

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 △6,200,000 △6,100,000

定期預金の払戻による収入 4,950,000 5,500,000

有価証券の償還による収入 1,200,349 200,001

有形固定資産の取得による支出 △49,975 △139,998

有形固定資産の売却による収入 114 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 △1,201,753 △133

投資有価証券の売却による収入 － 500

その他 △2,795 △2,737

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,304,544 △542,291

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 △3,003 －

自己株式の取得による支出 △67,080 △512

配当金の支払額 △214,922 △213,631

財務活動によるキャッシュ・フロー △285,005 △214,143

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △896,747 △611,973

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 849,676 511,308
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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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