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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第79期
第３四半期
累計期間

第80期
第３四半期
累計期間

第79期

会計期間
自平成22年４月１日
至平成22年12月31日

自平成23年４月１日
至平成23年12月31日

自平成22年４月１日
至平成23年３月31日

売上高（千円） 7,304,492 7,952,796 9,540,703

経常利益（千円） 6,713 36,194 19,437

四半期（当期）純利益（千円） 9,527 25,425 2,803

持分法を適用した場合の投資利益（千円） － － －

資本金（千円） 703,310 703,310 703,310

発行済株式総数（株） 14,066,208 14,066,208 14,066,208

純資産額（千円） 619,036 686,518 668,591

総資産額（千円） 6,125,107 6,144,200 5,259,438

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 0.68 1.81 0.20

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純

利益金額（円）
－ － －

１株当たり配当額（円） － － －

自己資本比率（％） 10.1 11.2 12.7

　

回次
第79期
第３四半期
会計期間

第80期
第３四半期
会計期間

会計期間
自平成22年10月１日
至平成22年12月31日

自平成23年10月１日
至平成23年12月31日

１株当たり四半期純利益金額（円） 3.89 3.68

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては、記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載してお

りません。

４．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

　

２【事業の内容】

　当第３四半期累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容に重

要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事

業等のリスクについての重要な変更はありません。

　　

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。　

　

(1）業績の分析

　当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月に発生した東日本大震災からの復興に向けた動き

や、経済活動の一部で回復傾向が見られました。しかし、一方では円高水準の長期化や欧州財政危機の一層の深刻

化、タイでの大規模な洪水の発生などにより依然として先行き不透明な状況が続いております。

　このような環境下、当社は引き続き「伝統的既存商権の拡充」と「新規商権の伸長」を基本戦略とした「収益

力の最大化」に注力し一定の成果をあげることが出来ました。

　好調だった今夏の節電対応冷感・涼感商品用素材はシーズンを終えましたが、同じく成果をあげていた大手優良

取引先への寝装用原料の販売拡大、欧州を中心とした織物輸出も引き続き堅調に推移し、新たに防炎とエコマーク

の認定を受けた防災商品としての備蓄用防炎毛布等も売上を伸ばし前年同期比増収へと繋がりました。

以上の結果、売上高は79億52百万円（前年同期73億４百万円）と増収となり、当初予想を上回ることとなりまし

た。利益面でも営業利益は75百万円（前年同期44百万円）、経常利益は36百万円（前年同期６百万円）、昨年５月

に本社事務所を移転したことに伴う費用10百万円を特別損失に計上したものの、四半期純利益でも25百万円（前

年同期９百万円）とそれぞれ増益となりました。

　
セグメントの業績は、次のとおりであります。
①寝装用原料
　優良客先との取引伸長により、売上高は26億95百万円（前年同期比15.1％増）、営業利益は１億2百万円（前年
同期比32.2％増）となりました。
②寝装製品　
　提案型商品、輸入製品の伸長により、売上高は17億41百万円（前年同期比9.2％増）、営業利益は51百万円（前年
同期比6.7％増）となりました。
③リビング・インテリア用品
　大手通販会社との取引伸長により売上高は13億38百万円（前年同期比8.0％増）、営業利益は52百万円（前年同
期比1.7％増）となりました。
④生地反物等繊維製品
　輸出取引の伸長により売上高は11億82百万円（前年同期比29.9％増）、営業利益は53百万円（前年同期比
28.7％増）となりました。
⑤生活関連用品
　前期において大きく伸長した運送用資材の受注減少より売上高は９億76百万円（前年同期比18.3％減）、営業
利益は11百万円（前年同期比63.3％減）となりました。
⑥その他
　その他の売上高は18百万円（前年同期比17.6％減）、営業損失は４百万円（前年同期は12百万円の損失）とな
りました。

　
(2）事業上及び財務上の対処すべき課題
　当第３四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題
はありません。　

　
(3）研究開発活動
　該当事項はありません。　

　
(4）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し
　当第３四半期累計期間において経営成績に重要な影響を与える要因に重要な変更はありません。

　
(5）主要な設備
　当社は平成23年５月16日に本社移転を行いました。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 20,000,000

計 20,000,000

　

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現在
発行数（株）
（平成23年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年２月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 14,066,208 14,066,208
大阪証券取引所市場

第二部

単元株式数

1000株

計 14,066,208 14,066,208 － －

　

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成23年10月１日～

平成23年12月31日
－ 14,066,208 － 703,310 － 138,353

　

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成23年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】 

 平成23年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式　 　　29,000
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　 13,982,000 13,982 －

単元未満株式 普通株式　　　 55,208 － －

発行済株式総数 14,066,208 － －

総株主の議決権 － 13,982 －

（注）　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式2,000株が含まれております。ま

た、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数２個が含まれております。

　

②【自己株式等】 

 平成23年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

カネヨウ株式会社
大阪市中央区久太郎町４

丁目１－３
29,000 － 29,000 0.21

計 － 29,000 － 29,000 0.21

　

　

２【役員の状況】

  該当事項はありません。
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第４【経理の状況】
１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（平成23年10月１日から平成23年

12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）の四半期財務諸表につい

て、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

　「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項により、

当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政

状態・経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、

四半期連結財務諸表は作成しておりません。

　なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

資産基準 0.1％

売上高基準 0.8％

利益基準 2.9％

利益剰余金基準 0.9％

※　会社間項目の消去後の数値により算出しております。

なお、利益基準を適用するにあたり、事業年度ごとに損益の額が著しく変動しているため、最近５年間の平均を用い

ております。 
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 430,154 364,685

受取手形及び売掛金 2,932,649 ※3
 3,818,827

商品 778,501 951,214

その他 83,411 80,249

貸倒引当金 △19,011 △30,568

流動資産合計 4,205,704 5,184,407

固定資産

有形固定資産 562,194 590,356

無形固定資産 5,921 5,573

投資その他の資産 ※1
 485,617

※1
 363,862

固定資産合計 1,053,733 959,792

資産合計 5,259,438 6,144,200

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,058,185 ※3
 2,736,646

短期借入金 1,905,264 2,038,384

未払法人税等 3,082 1,434

賞与引当金 10,900 5,750

その他 217,178 312,616

流動負債合計 4,194,610 5,094,830

固定負債

長期借入金 129,573 101,030

役員退職慰労引当金 23,353 29,793

その他 243,309 232,027

固定負債合計 396,235 362,850

負債合計 4,590,846 5,457,681

純資産の部

株主資本

資本金 703,310 703,310

資本剰余金 138,353 138,353

利益剰余金 △457,315 △431,889

自己株式 △2,288 △2,288

株主資本合計 382,059 407,485

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 7,878 △18,496

繰延ヘッジ損益 5,452 △2,766

土地再評価差額金 273,201 300,295

評価・換算差額等合計 286,532 279,033

純資産合計 668,591 686,518

負債純資産合計 5,259,438 6,144,200
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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22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

売上高 7,304,492 7,952,796

売上原価 6,815,321 7,447,796

売上総利益 489,171 504,999

販売費及び一般管理費 444,506 429,208

営業利益 44,665 75,790

営業外収益

受取利息 1,557 1,237

受取配当金 1,537 1,545

受取賃貸料 13,860 11,700

その他 0 317

営業外収益合計 16,954 14,800

営業外費用

支払利息 41,893 42,496

賃貸収入原価 12,804 11,554

その他 208 346

営業外費用合計 54,905 54,396

経常利益 6,713 36,194

特別利益

貸倒引当金戻入額 3,563 －

特別利益合計 3,563 －

特別損失

本社移転費用 － 10,018

特別損失合計 － 10,018

税引前四半期純利益 10,277 26,175

法人税、住民税及び事業税 750 750

法人税等調整額 － －

法人税等合計 750 750

四半期純利益 9,527 25,425
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【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第３四半期累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

　該当事項はありません。

　

【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

　第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

　

（法人税率の変更等による影響）

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114

号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年

法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ及び復

興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実

効税率は従来の40.43％から、平成24年４月１日に開始する事業年度から平成26年４月１日に開始する事業年度に解消が

見込まれる一時差異等については36.94％に、平成27年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等

については34.53％となります。この税率変更により、再評価に係る繰延税金負債が27百万円減少し、土地再評価差額金が

同額増加しております。

　

【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

前事業年度
（平成23年３月31日）

当第３四半期会計期間
（平成23年12月31日）

*１．資産の額から直接控除している貸倒引当金の額 *１．資産の額から直接控除している貸倒引当金の額

　　　 投資その他の資産　　　　　　　 　　49,508千円 　　　 投資その他の資産　　　　　 　　　　48,507千円

 ２．受取手形割引高                       29,048千円  ２．受取手形割引高                       30,855千円

　　 なお、受取手形割引高に含まれる輸出貿易信用状取引に

おける銀行間決済未済の銀行手形買取残高は、29,048

千円であります。

     なお、受取手形割引高に含まれる輸出貿易信用状取引

における銀行間決済未済の銀行手形買取残高は、

30,855千円であります。

― *３．四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理しております。

　　 なお、当四半期会計期間末日が金融機関の休日であった

ため、次の四半期会計期間末日満期手形が四半期会計

期間末日残高に含まれております。

　

　 　　 受取手形                　　　      101,308千円

　      支払手形             　　　          75,427千円

　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　

　当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期間に係る

減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

　
　
　

前第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）

当第３四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

　 千円　 千円　

減価償却費   9,120 　11,052 
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（持分法損益等）

　該当事項はありません。

　

（企業結合等関係）

当第３四半期累計期間（自平成23年４月１日　至平成23年12月31日）

　該当事項はありません。

　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第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）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 （単位：千円）

 

報告セグメント
その他
（注）

合計
寝装用原料 寝装製品

リビング・
インテリア
用品

生地反
物等繊
維製品

生活関連用
品

計

売上高  　 　      

外部顧客へ

の売上高

 

2,343,052

1,595,386

　

1,238,678

　
 910,034

 

1,195,109

 

7,282,259
22,2327,304,492

セグメント
間の内部売
上高又は振
替高

 82,4774,231　 221　  579  172  87,681 316 87,997

計
 

2,425,529

1,599,617

　

1,238,899

　
 910,613

 

1,195,281

 

7,369,941
22,5487,392,490

セグメント利

益又は損失

（△）

 77,44148,052　 51,567　  41,732 30,062 248,855△12,082236,772

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、インターネットショップ

事業等を含んでおります。　　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円） 　

利益 金額 　

報告セグメント計 248,855 　

「その他」の区分の損失（△） △12,082 　

全社費用（注） △192,107 　

四半期損益計算書の営業利益 44,665 　

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。　　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。　
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Ⅱ　当第３四半期累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31日）　

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 （単位：千円）

 

報告セグメント
その他
（注）

合計
寝装用原料 寝装製品

リビング・
インテリア
用品

生地反物
等繊維製
品

生活関連用
品

計

売上高  　 　      

外部顧客へ

の売上高

 

2,695,702

1,741,789

　

1,338,292

　

 

1,182,112
 976,587 7,934,48418,3117,952,796

セグメント
間の内部売
上高又は振
替高

 93,27915,154　 44　  594  319 109,392155 109,547

計
 

2,788,981

1,756,944

　

1,338,337

　

 

1,182,706
 976,906 8,043,87718,4668,062,344

セグメント利

益又は損失

（△）

 102,38551,260　 52,455　  53,728 11,041 270,871△4,122266,749

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、インターネットショップ

事業等を含んでおります。　　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円） 　

利益 金額 　

報告セグメント計 270,871 　

「その他」の区分の損失（△） △4,122 　

全社費用（注） △190,958 　

四半期損益計算書の営業利益 75,790 　

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。　　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。　
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第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）

当第３四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 0円68銭 1円81銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 9,527 25,425

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 9,527 25,425

普通株式の期中平均株式数（株） 14,039,803 14,036,544

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

　

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

　 

平成24年２月14日

カネヨウ株式会社

取締役会　　御中
新日本有限責任監査法人

　 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 坂井    俊介　　印

 

　
指定有限責任社員

業務執行社員
　 公認会計士 前川　　英樹　　印

 

　

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているカネヨウ株式会

社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの第80期事業年度の第３四半期会計期間（平成23年10月１日から平成

23年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月３１日まで）に係る四半期財務諸表、

すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半

期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、カネヨウ株式会社の平成23年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する

第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

　 

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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