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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】

提出会社の状況

回次 第77期 第78期 第79期 第80期 第81期

決算年月
平成21年
３月

平成22年
３月

平成23年
３月

平成24年
３月

平成25年
３月

売上高（千円） 10,389,3949,282,5889,540,70310,261,99010,204,993

経常利益（△は損失）（千円） △146,505 12,147 19,437 37,185 58,818

当期純利益（△は損失）（千円） △364,454 25,645 2,803 25,981 87,938

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ － － － －

資本金（千円） 703,310703,310703,310703,310703,310

発行済株式総数（株） 14,066,20814,066,20814,066,20814,066,20814,066,208

純資産額（千円） 638,944640,250668,591779,083963,766

総資産額（千円） 5,492,1995,446,8865,259,4385,837,1455,512,508

１株当たり純資産額（円） 45.50 45.60 47.63 55.51 68.67

１株当たり配当額（円）

（内１株当たり中間配当額）

0.00

(0.00)

0.00

(0.00)

0.00

(0.00)

0.00

(0.00)

0.00

(0.00)

１株当たり当期純利益（△は損失）

（円）
△25.94 1.83 0.20 1.85 6.27

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

（円）
－ － － － －

自己資本比率（％） 11.6 11.8 12.7 13.3 17.5

自己資本利益率（％） △47.0 4.0 0.4 3.6 10.1

株価収益率（倍） △1.0 27.9 190.0 29.7 8.0

配当性向（％） － － － － －

営業活動によるキャッシュ・フロー

（千円）
59,769 350,631△177,429378,576157,142

投資活動によるキャッシュ・フロー

（千円）
△3,767 △3,995 △16,850 △5,637 107,182

財務活動によるキャッシュ・フロー

（千円）
△209,934176,947△243,532△227,139△340,171

現金及び現金同等物の期末残高（千円） 344,189867,966430,154575,953501,151

従業員数

（外、平均臨時雇用者数）（人）

50

(5)

47

(4)

46

(4)

45

(2)

39

(7)

（注）１．当社は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。
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２【沿革】
年月 概要

昭和10年11月現兼松㈱の羊毛研究所として兵庫県揖保郡（現たつの市）揖保川町にて創業を開始。

昭和14年２月 兼松羊毛研究所を独立法人とし、兼松羊毛工業㈱となる。資本金250万円。

昭和17年２月 戦時中、国の企業整備要綱に基づき、兼松系と栗原系が合併、社名大同毛織㈱となる。資本金670万円。

昭和24年10月企業再建整備令により、兼松系と栗原系は分離、兼松系は兼松羊毛工業㈱として発足し、竜野工場、東京

支店、大阪営業所を傘下にする。資本金1,500万円。

昭和26年２月 株式を大阪証券取引所に上場。資本金１億円に増資。

昭和27年８月 資本金２億５千万円に増資。

昭和37年７月 資本金６億２千５百万円に増資。

昭和39年10月数度の増資の後、現在の資本金７億331万400円となる。

昭和58年１月 シロン㈱の毛皮部、宝飾部を吸収合併し、当社シロン事業部として発足。

昭和62年４月 紡績製造部門の竜野工場を分離し、100％出資子会社兼羊タツノ㈱を設立。

昭和62年８月 兼羊タツノ㈱へ紡績部門の営業を譲渡。

昭和62年10月兼松寝装㈱と合併し、当社寝装本部として発足。

昭和63年７月 シロン事業部、寝装本部の事業所を統合し本社を大阪市中央区瓦町に移転。

平成６年11月 中国に合弁会社「浙江正松紡織有限公司」を設立。

平成７年３月 東京支店を閉鎖。

平成７年12月 竜野工場（兼羊タツノ㈱）を閉鎖。

100％出資子会社㈱カネックスを設立。

平成11年10月兼松㈱よりリビング部門の営業譲渡を受け、当社第四事業部として発足。

東京営業所、広島営業所開設。

平成12年３月 中国の合弁会社「浙江正松紡織有限公司」の出資持分を譲渡撤退。

平成12年10月商号を兼松羊毛工業㈱からカネヨウ㈱へ変更。

平成13年１月 本社を大阪市中央区淡路町に移転。

平成13年９月 大和高田営業所開設。

平成14年４月 上海駐在員事務所開設。

平成15年６月 大和高田営業所閉鎖。

平成16年10月広島営業所閉鎖。

平成17年12月上海駐在員事務所閉鎖。

平成23年５月 本社を現在地に移転。

 

３【事業の内容】

　当社の企業集団は、子会社１社（㈱カネックス）、その他の関係会社１社（兼松㈱）で構成され、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、生活関連用品等の販売を主な事業内容としております。

　当社及び兼松㈱は、㈱カネックスに商品の保管と配送を一部委託しております。

　

　事業の系統図は次の通りであります。

得意先

↑　商品　

　当社

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、生活関連用品セグメント

↑　保管・配送

　子会社　㈱カネックス

↓　保管・配送

　その他の関係会社　兼松㈱
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４【関係会社の状況】

その他の関係会社

名称 住所 資本金
主要な事業
の内容

議決権の所有又は被
所有割合

関係内容 摘要

兼松株式会社 東京都港区 27,781,141千円 卸売業 被所有　30.9％ 役員の兼任 （注）

（注）　有価証券報告書の提出会社であります。

 

５【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

　 平成25年３月31日現在

従業員数 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与

39人（7人） 46.2才 16年5ヶ月 5,534千円

　

　セグメントの名称 　従業員数（人）

寝装用原料 5(1)　

寝装製品 9(2)　

リビング・インテリア用品 6(-)　

生地反物等繊維製品 4(1)　

生活関連用品 2(1)　

報告セグメント計　 26(5)　

その他 1(-)　

全社（共通） 12(2)　

　合計 39(7)　

（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を（　）外数で記載しております。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３. 全社（共通）として記載されている従業員は、管理部門に属しているものであります。

　

(2）労働組合の状況

　当社の組合は、カネヨウ労働組合を結成し、ゼンセン同盟に加盟し、会社とは正常な労使関係を維持しております。

　なお、組合員数は19名であります。

　

EDINET提出書類

カネヨウ株式会社(E00551)

有価証券報告書

 4/60



第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

当期における世界経済は米国でシェールガス革命や住宅市況改善等のフォローの風に伴いダウ平均が過去最高

値を更新するなど力強い回復を示す一方、このところ落ち着きを取り戻していた欧州の債務危機がイタリアの総選

挙ショックやキプロスの預金課税問題等で不透明感を増しています。足元の我が国経済は、昨年末の政権交代によ

り誕生した安倍政権が掲げる「金融緩和」「財政出動」「成長戦略」の「３本の矢」に象徴される「アベノミク

ス」効果で、円安・株高の流れができていますが、実体経済にどのように表れるか注目されるところです。　

「アベノミクス」以前の実体経済は、出口の見えないデフレと長引く消費不振からの脱却に苦慮してまいりまし

た。このような環境下、当社は前期に引き続き「収益力の最大化」を掲げ、「伝統的既存商権の拡充」「新規商権の

伸長」を基本戦略として推し進めてまいりました。

その結果

*羽毛取引での新規優良取引先の開拓と拡販

*優良取引先向けのカーペット販売の拡大

*ケット・敷パッドの新製品の開発と拡販

*手袋用ニット生地での新規市場の開拓と織物用原糸の新規販売と堅調な推移

*独自開発したエコ・防炎毛布の販売の堅調な推移と新規販路の開拓

等の成果を上げ、前年同期比増益に繋がりました。一方、原料相場の高騰と昨年末以降の円安等の要因により売上総

利益率は6.36%（前年同期比0.03ポイント増）と僅かな改善に止まりました。　

以上の結果、売上高は102億4百万円（前年同期比99.4%、56百万円の微減収）となりました。損益面では営業利益

は1億8百万円（前年同期比117.0%、15百万円の増益）、経常利益は58百万円（前年同期比158.2%、21百万円の増

益）、当期純利益は保有有価証券の一部売却益36百万円を特別利益に計上した結果、87百万円（前年同期比338.5%、

61百万円の増益）となりました。在庫金額は8億70百万円と（前年同期比38百万円の増加）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

　羽毛原料は大手優良取引先の開拓と拡販により、大幅に売上を伸長させることが出来ましたが、羽毛原料の大幅な

高騰と昨年末以降の円安などの要因により、売上総利益率を伸ばすことは出来ませんでした。 

　合繊原料は車両用、建材用などの用途開発に努めましたが、原料の高騰などで、売上を伸ばすことは出来ませんで

した。

　羊毛原料は高機能原料の開発に努めたことで、安定した利益を確保出来ました。

　前期好調であった節電対応製品用の素材は売上を伸長させることが出来ませんでした。

　その結果、当セグメントの売上高は36億46百万円（前年同期比4.2％増）、営業利益は１億19百万円(同8.3％減)と

なりました。

　引き続き、当社伝統の強みを活かし、優良取引先の開拓と拡販、機能素材取引の開発に努めていきます。　

②寝装製品

　冷感、冷涼などの機能製品取引が前期比減少したことと、毛布など冬物商品の不振もあり売上が減少しました。し

かし、素材を活かしたケット、敷きパットなど新製品の開発、エコマーク認定の防災毛布の拡販などで売上総利益率

は改善しました。

　その結果、当セグメントの売上高は18億68百万円（前年同期比16.9％減）、営業利益は61百万円(同0.9％増)とな

りました。

　引き続き、大手優良取引先への拡販に努め、健康関連商品、福祉関連商品の開発に努めます。

③リビング・インテリア用品

　カーペット、ラグの取引は、ヨーロッパ、東南アジアからの輸入品を中心に大手通信販売業者との取引を伸ばすこ

とが出来ました。 

　また大手優良卸業者の開拓に努めたことで、売上、利益ともに若干ですが伸長させることが出来ました。

　その結果、当セグメントの売上高は17億31百万円（前年同期比1.1％増）、営業利益は75百万円(同7.9％増)となり

ました。引き続き、大手優良取引先への拡販に努め、在庫リスクの少ない取引に注力することで 利益の伸長に努め

ます。
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④生地反物等繊維製品

　ニット素材は、引き続き当社発信のファッション性の高い素材を中心に堅調に推移しました。また手袋用ニット生

地での新規市場の開拓と織物用原糸の新規販売により売上を伸長することができました。 

　ヨーロッパを中心にした織物輸出の取引はユーロ安の影響を受け売上を伸ばすことは出来ませんでした。

　その結果、当セグメントの売上高は16億38百万円（前年同期比8.3％増）、営業利益は73百万円(同9.6％増)となり

ました。

　引き続き当社発信の付加価値の高い素材開発に注力し、手袋用生地の拡販、新規商材の定着に努めます。

⑤生活関連用品

　農業資材の防虫ネット、防草シートの取引は堅調に推移し、売上を伸ばすことが出来ました。 

　また産業用の梱包、包装資材の原料は堅調に推移しました。

　オフィス家具の取引は大幅に縮小しました。

　健康食品、生活雑貨品は若干ですが売上を伸長させることが出来ました。

　その結果、当セグメントの売上高は12億90百万円（前年同期比2.2％増）、営業利益は24百万円(同68.0％増)とな

りました。 

　引き続き農業資材の開発と拡販、新規商材の開発に努めます。　

(2）キャッシュ・フロー

 当期のキャッシュ・フローにつきましては、現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べて74百万円減少し、５億

１百万円となりました。当期のキャッシュ・フローの内訳は以下の通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

  当期において営業活動の結果獲得した資金は１億57百万円（前期は３億78百万円の獲得）となりました。これ

は主に、売上債権の減少によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当期において投資活動の結果獲得した資金は１億７百万円（前期は５百万円の使用）となりました。これは主

に、関係会社株式の売却による収入によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当期において財務活動の結果使用した資金は３億40百万円（前期は２億27百万円の使用）となりました。これは

主に、短期借入金の返済によるものであります。
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２【仕入及び販売の状況】

(1）仕入実績

　商品仕入実績をセグメントごとに示すと次の通りであります。

セグメントの名称
当事業年度

（自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日）

前年同期比（％）

寝装用原料（千円） 3,538,544 106.6

寝装製品（千円） 1,671,467 79.6

リビング・インテリア用品（千円） 1,586,584 97.8

生地反物等繊維製品（千円） 1,510,235 107.9

生活関連用品（千円） 1,265,243 105.0

報告セグメント計（千円） 9,572,075 99.2

その他（千円） 23,205 132.1

合計（千円） 9,595,281 99.3

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2）販売実績

　商品販売実績をセグメントごとに示すと次の通りであります。

セグメントの名称
当事業年度

（自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日）

前年同期比（％）

寝装用原料（千円） 3,646,693 104.2

寝装製品（千円） 1,868,878 83.1

リビング・インテリア用品（千円） 1,731,341 101.1

生地反物等繊維製品（千円） 1,638,698 108.3

生活関連用品（千円） 1,290,236 102.2

報告セグメント計（千円） 10,175,848 99.4

その他（千円） 29,145 114.0

合計（千円） 10,204,993 99.4

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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３【対処すべき課題】

　当社が対処すべき課題といたしましては、「強固で持続可能な収益基盤」を構築することがあげられます。平成２６

年３月期を最終年度とする中期経営計画（３カ年）により、攻めの姿勢を明確にし「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、提案型取引の積極的推進、持続可能な安定商権の構築、前期に芽の出た商権の大きな

成長、新たな商権・商材の開拓等を通して、「収益力の最大化」に繋げてまいります。

　攻めの姿勢を明確にする一方、リスク管理の一環として商品管理・与信管理・コンプライアンス管理を強化・徹底

いたします。同時に財務報告に係る内部統制の整備・充実を通して、強固なコーポレートガバナンスの構築に努めて

まいります。

　上記施策の実行により、繰越損失のでき得る限り早期の一掃に向け、全力を尽くして邁進する所存であります。

 

４【事業等のリスク】

　有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性

のある事項には、以下のようなものがあります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

１．為替相場の変動による影響

　当社の取扱商品には海外からの輸入商品が約30％程度含まれております。そのため当社は、為替相場の変動による

リスクに備えるため、常時為替予約等のヘッジ取引を行っております。しかしながら、急激な為替相場の変動リスク

を販売価格に転嫁できない場合、当社の財政状態及び業績は少なからず影響を受ける可能性があります。

　

２．季節変動に関する影響

　当社の主力取扱商品である寝装品、インテリア用品等は主に秋冬物商品であるため上半期の業績は相対的に低調

となる傾向があります。そのため秋冬物商談時期及び暖冬等の季節変動リスクによっては、業績に大きく影響を与

える可能性があります。

　

３．季節商品在庫に関する影響

　当社の主力商品である寝装・インテリア商品の中の季節商品等で販売価格に影響を受ける場合があり、これらを

処分した場合、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

　

５【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。

　

６【研究開発活動】

　特記すべき事項はありません。
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当社における財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析は、以下のとおりであります。 

　なお、文中における将来に関する事項につきましては、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

(1)重要な会計方針及び見積り

　当社の財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。当社の財

務諸表で採用する重要な会計方針は、「第５　経理の状況」の財務諸表の「重要な会計方針」に記載しているとお

りであります。

　当社は、税効果会計、貸倒引当金、投資その他の資産の評価等に関して、過去の実績や当該取引の状況に照らして、

合理的と考えられる見積り及び判断を行い、その結果を資産・負債の帳簿価額及び利益・費用の金額に反映して財

務諸表を作成しておりますが、実際の結果は見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があ

ります。

(2）当事業年度の経営成績及び財政状態の分析

①　経営成績

　当事業年度における経営成績の概況については、「１　業績等の概要　（1）業績」に記載のとおりであります。

②　財政状態

（流動資産）

　当事業年度末における流動資産の残高は、45億９百万円となり、前事業年度末と比較して、２億99百万円減少しま

した。主な減少要因は、売上債権の減少３億34百万円によるものであります。

（固定資産）

　当事業年度末における固定資産の残高は、10億２百万円となり、前事業年度末と比較して、25百万円減少しました。

主な減少要因は、有形固定資産の減価償却による減少11百万円、投資その他の資産の投資有価証券の減少11百万円

によるものであります。

（流動負債）

　当事業年度末における流動負債の残高は、42億３百万円となり、前事業年度末と比較して、４億51百万円減少しま

した。主な減少要因は、仕入債務の減少２億14百万円、短期借入金の減少３億20百万円によるものであります。

（固定負債）

　当事業年度末における固定負債の残高は、３億45百万円となり、前事業年度末と比較して、58百万円減少しました。

主な減少要因は長期借入金の減少60百万円によるものであります。

（純資産）

　当事業年度末における純資産の残高は、９億63百万円となり、前事業年度末と比較して、１億84百万円増加しまし

た。主な増加要因は、繰越利益剰余金の増加87百万円、その他有価証券評価差額金の増加43百万円、繰越ヘッジ損益

の増加53百万円によるものであります。

　これらの結果、当事業年度末の総資産は、前事業年度末に比べて３億24百万円減少し、55億12百万円となりました。

　

(3)経営成績に重要な影響を与える要因について

　「４　事業等のリスク」に記載のとおりであります。

(4）資本の財源及び資金の流動性についての分析

①キャッシュ・フローの状況

「１　業績等の概要　（2）キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。

②財務政策

　当社は現在、運転資金につきましては、借入により資金調達することとしております。売上債権及び在庫の圧縮等、

資金の効率を高め、財務基盤の健全化を進めていく方針であります。

　当社は、健全な財務状態及び営業活動によりキャッシュ・フローを生み出す能力があることにより、当社の成長を

維持するために将来必要となる資金を調達することが可能と考えております。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　記載すべき事項はありません。

　

２【主要な設備の状況】

　平成25年３月末における設備、投下資本額並びに従業員の配置状況は次の通りであります。

事業所名
（所在地）

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額
従業
員数

建物及び
構築物

機械
及び
装置

土地 リース
資産

その他 合計
面積 金額

㈱カネックス

（兵庫県

たつの市）

共通

(全社）
貸与設備

千円

88,734

千円

274

㎡

14,256.37

千円

458,765

千円

－

千円

826

千円

548,600

人

1

本社

（大阪市

中央区）

共通

（全社）

営業及び統

括業務設備
15,071－ － － 11,07282626,97035(5)

（注）１．兵庫県たつの市の事業所につきましては、子会社㈱カネックスに賃貸しております。

２．本社の建物につきましては賃借しております。

３．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

４．従業員数の（　）は、平均臨時雇用者数を外書しております。

　

３【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

該当事項はありません。

　

(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。　
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第４【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
事業年度末現在発行数（株）
（平成25年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年６月27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

権利内容に何ら限

定のない当社にお

いて標準となる株

式であり、単元株式

数は1,000株であり

ます。

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）

昭和62年10月１日 － 14,066,208 － 703,310 2,114 138,353

（注）  資本準備金の増加は100％子会社兼松寝装㈱との合併によるものであります。

　

（６）【所有者別状況】

　 平成25年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数1,000株）
単元未満
株式の状
況（株）

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等 個人その
他

計
個人以外 個人

株主数（人） 1 5 19 27 3 － 1,5191,574 -

所有株式数

（単元）
1 1,541 390 5,462 35 － 6,58414,01353,208

所有株式数の

割合（％）
0.01 11.00 2.78 38.98 0.25 － 46.98100.00    -

（注）１．自己株式31,396株のうち31単元については「個人その他」に、396株については「単元未満株式の状況」に

含めて記載しております。

２．上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が２単元含まれております。　
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（７）【大株主の状況】

　 平成25年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合（％）

兼松㈱ 神戸市中央区伊藤町１１９ 4,324 30.74

カネヨウ取引先持株会 大阪市中央区久太郎町４丁目１－３ 839 5.96

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７－１ 490 3.49

三井住友海上火災保険㈱ 東京都中央区新川２丁目27－２ 422 3.00

東京海上日動火災保険㈱ 東京都千代田区丸の内１丁目２－１ 421 3.00

ホクシン㈱ 大阪府岸和田市木材町17－２ 281 2.00

鈴木　淳 愛知県刈谷市 247 1.76

㈱オーノ 堺市南区原山台５丁目15－１ 238 1.69

青藤　伸浩 神戸市兵庫区 200 1.42

カネヨウ従業員持株会 大阪市中央区久太郎町４丁目１－３ 189 1.34

計 － 7,653 54.41

　

（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成25年３月31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　　　　　　　 31,000
－ －

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　　　　　　　 53,208 － －

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25年３月31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
31,000 － 31,000 0.22

計 － 31,000 － 31,000 0.22

　

（９）【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

　

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

　

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

　

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 928 42,802

当期間における取得自己株式 － －

（注）　当期間における取得自己株式には、平成25年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

取による株式は含まれておりません。

　

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ

た取得自己株式
－ － － －

その他 － － － －

保有自己株式数 31,396 － 31,396 －

（注）　当期間における保有自己株式には、平成25年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

取による株式は含まれておりません。

　

３【配当政策】

　当社は株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つと位置づけており、内部留保の充実を図りながら、経

営成績及び財政状態を勘案した成果配分として利益配分を行なうことが基本と考えております。

　当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

　これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

　当事業年度の配当につきましては、分配可能額がないため無配としております。

　当社は、「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めて

おります。

　

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第77期 第78期 第79期 第80期 第81期
決算年月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月

最高（円） 95 74 59 71 64

最低（円） 17 25 27 31 34

（注）　最高・最低株価は大阪証券取引所市場第二部における株価によっております。

　

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成24年10月 11月 12月 平成25年１月 ２月 ３月

最高（円） 47 47 49 64 61 57

最低（円） 38 41 45 47 48 48

（注）　最高・最低株価は大阪証券取引所市場第二部における株価によっております。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役社長

（代表取締役）
－ 川島　正博 昭和26年１月19日生

昭和50年４月兼松江商株式会社（現兼松株式会

社）入社

（注）３ 14

平成10年４月同社スポーツカジュアル部部長

平成11年10月兼松繊維株式会社へ転籍

平成14年６月同社取締役経営統括室室長

平成17年６月当社代表取締役社長就任

平成19年６月兼松繊維株式会社代表取締役社長就

任

平成21年３月同社取締役副会長就任

平成25年６月当社顧問就任

平成25年６月当社代表取締役社長就任（現）

常務取締役

職能担当

経営企画

室長　

山成　哲央　 昭和25年９月７日生　

昭和49年４月当社入社

（注）３

　
36　

平成４年８月 当社財経部副部長

平成８年７月 当社財経部部長

平成15年６月当社取締役就任財経部部長

平成19年４月当社取締役職能担当

平成25年６月

　

当社常務取締役職能担当（現）　

取締役 営業担当　 後藤　稔　　 昭和33年７月31日生　　

昭和56年４月

　

兼松寝装株式会社（現カネヨウ株式

会社）入社　

（注）３

　　
10　　

平成21年４月

　

当社マテリアル部部長　

平成23年４月

　

当社営業担当役員補佐兼マテリアル

部部長兼ホームアメニティ部部長

（現）

平成25年６月

　

当社取締役営業担当（現）　

取締役
営業担当　

　
川辺　保司　　　　

昭和31年４月７日生　　　

　

平成54年４月

　

兼松江商株式会社（現兼松株式会

社）入社　

（注）３

　　　　　　　　

　

10　　　　　　　　

平成11年７月

　

当社入社 第四事業部東京リビング部

部長　

平成21年10月

　

当社東京営業部部長　

平成23年４月

　

当社営業担当役員補佐兼東京営業部

部長（現）　

平成25年６月

　

当社取締役営業担当（現）　

取締役 － 村尾　哲朗 昭和27年４月３日生

昭和51年４月兼松江商株式会社（現兼松株式会

社）入社

（注）３ －

平成21年６月同社取締役就任　プラント部門担当

平成22年４月同社取締役鉄鋼・機械プラント部門、

人事総務担当

平成22年６月同社取締役機械・プラント部門、人事

総務担当

平成23年６月同社常務取締役就任機械・プラント

部、人事総務担当（現）

平成24年６月当社取締役就任（現）

常勤監査役 － 上原　正照 昭和29年１月25日生

昭和51年４月兼松江商株式会社（現兼松株式会

社）入社

（注）４ 3

平成12年５月兼松繊維株式会社転籍

平成15年４月同社岡山繊維部部長

平成17年10月同社審査部

平成20年２月当社入社業務管理部部長

平成21年６月当社監査役就任（現）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

監査役 － 岡本　司　 昭和27年10月10日生

昭和53年４月農林中央金庫入社

（注）４ －

平成10年７月同金庫新潟支店長

平成15年４月同金庫農業部長

平成18年６月同金庫業務監査部長兼主任業務監査

役

平成19年７月

平成23年７月

　

全国農業協同組合連合会　監事就任

株式会社農林中金総合研究所顧問

平成24年６月兼松株式会社監査役就任（現）

当社監査役就任（現）

監査役 － 平澤　裕康　 昭和34年12月17日生

昭和59年４月兼松江商株式会社（現兼松株式会

社）入社

（注）４ －

平成17年５月兼松欧州会社ロンドン本社食料部長

平成18年６月兼松欧州会社副社長

平成21年６月兼松食品株式会社代表取締役社長

平成24年７月兼松株式会社東京本社食品第一部部

長（現）

平成25年６月当社監査役就任（現）

計 73

（注）１．取締役村尾哲朗は、社外取締役であります。

２．監査役岡本司および平澤裕康は、社外監査役であります。

３．平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４．平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査役

１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

　氏名 生年月日 　略歴　
所有株式数

（千株）　

　米田　宏己 　昭和９年４月14日

昭和40年４月

　

昭和62年４月

　

平成11年６月

　

大阪弁護士会登録

米田総合法律事務所開業　

大阪弁護士会副会長

近畿弁護士連合会理事

日本弁護士連合会理事

現在に至る　

　－
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

①　企業統治の体制

・企業統治の体制の概要

　当社は、企業として適法性を確保し社会的責任を果たすとともに、企業価値を高め社会・市場から評価される企

業を目指すことを基本方針としております。そのためホームページを通じてのＩＲ活動、経営方針・経営上の重

要事項に対する意思決定の迅速化を図っております。

　当社の企業統治の体制の概要は以下のとおりであります。

取締役会

　取締役会は取締役５名で構成され、毎月１回定例及び必要に応じ適時開催し、経営方針等の重要事項に関す

る意思決定を行なっております。

　なお、当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。

　

監査役会

　当社は監査役制度を採用しております。監査役会は３名で構成され、１名は常勤監査役であり２名が社外監

査役であります。監査役は取締役会への出席を通じて取締役の業務執行を監査しております。

　

経営会議

　経営会議は取締役５名で構成され、毎週１回定例及び必要に応じ適時開催し、経営方針等の重要事項に関す

る意思決定を行なうと同時に、取締役会付議事項の審議を行なっております。

　

内部監査チーム

　内部監査チームは職能担当及び経営企画室を中心とし、案件毎にチームを構成し、定期的に社内各部門の監

査を実施し、改善・改良の指示をしております。

　

（会社の機関・内部統制の関係を分かりやすく示す図表）
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・企業統治の体制を採用する理由

　当社では、経営の基本方針その他重要事項を迅速に決定し、業務執行状況の指揮・指導にあたることを目的に、

会社の機関として取締役会のみならず経営会議を組織し、週１回以上開催しております。

　また、取締役の職務執行を監査する体制として、監査役制度を採用しております。監査役会は３名で構成され、１

名は常勤監査役であり２名が社外監査役であります。非常勤監査役２名を含む３名の監査役による監査は有効に

機能しており、社内および子会社監査を適時実施するとともに、取締役会の他、経営会議、その他重要会議または

委員会に出席しております。

　さらに、法令遵守の重要性を鑑み、コンプライアンス体制を整備し、同情報を得やすくするとともに、役員、従業

員が業務執行上常に遵法意識を持つことを推進しています。同時に顧問弁護士、公認会計士には適法性の観点か

ら経営、業務執行全般に対し適時必要なアドバイスを受けております。

　なお、会社と社外取締役、社外監査役、顧問弁護士、公認会計士との人的関係、資本関係または取引関係その他の

利害関係はありません。

　

・内部統制システムの整備の状況

　当社に内在するリスクを総合的に評価し、業務の有効性・効率性を追求するとともに財務報告の信頼性を確保

するため、内部統制委員会を設置し、内部統制システムを構築して参ります。

　体制の整備の状況は以下のとおりであります。

　情報管理につきましては、会計帳簿および、貸借対照表ならびに会社の基本的権利に関する契約および財産に関

する証書、その他これに準ずる文書の保管、保存および破棄に関する基準を定めております。また、会社の重要な

資産としての情報保全管理、個人情報保護などコンプライアンスとしての情報保全管理を目的として、社内ネッ

トワーク利用規定を定め情報セキュリティ強化も図っております。　

　業務上発生し得るリスクに対しては、職務権限規定ならびに組織・業務分掌規定に基づきそれぞれ担当部署を

定め、社内規定やガイドラインを制定、研修などを通じて周知徹底を図っております。また、必要に応じ社内横断

的な委員会を設置し、リスクのコントロールを行っています。

　ビジネスリスク極小化のため、職務権限規定に基づいた社内稟議体制を構築しており、投資リスクをコントロー

ルし、財務経理規定に基づき相場リスクを、審査法務規定に基づき信用リスクを、横断的委員会の一つである新規

商材取扱承認委員会に基づき商品リスクをそれぞれコントロールしております。

　コンプライアンスについては、企業の法令遵守の重要性に鑑み、コンプライアンス委員会を設置し、社内コンプ

ライアンス体制の強化を図っております。コンプライアンスマニュアルを整備し、経営トップから全従業員まで

に周知徹底しております。

　また、コンプライアンス委員会への情報集中を一段と強化し、直接報告・相談ができるホットライン制度も導入

しております。　

　会計記録の適正を期するとともに、業務が適正に遂行されているか監視するために、案件毎に内部監査チームを

構成し、内部監査を実施しております。

　

・リスク管理体制の整備の状況

　当社は、法令遵守とリスク管理の重要性を鑑み、コンプライアンス体制を整備し、「コンプライアンス委員会」

を設置するとともにコンプライアンスマニュアルを作成し、同情報を得やすくするとともに、役員、従業員が業務

執行上常に遵法意識を持つことを推進しております。また、クレーム、新商品等を含むリスクに関する情報を業務

管理部に集約し、重要な事項は業務管理部から取締役会に報告し、取締役会で対応を審議・決定することとして

おります。

　　

②　内部監査及び監査役監査の状況

　当社の内部監査及び監査役監査の組織は、内部監査チームと監査役会からなり、内部監査チームは長年にわたり

経理実務を経験している財経部部長兼任の職能担当及び経営企画室を中心とし、案件毎にチームを構成し、定期

的に社内各部門の監査を実施し、改善・改良の指示をしております。

　監査役会は３名で構成され、１名は常勤監査役であり２名が社外監査役であります。監査役は取締役会への出席

を通じて取締役の業務執行を監査しております。

　また、監査役は監査役会で定められた業務分担及び監査計画に基づいて、取締役会、経営会議等の重要会議に出

席するほか、重要な決裁書類を閲覧し、または業務に関する報告を受け監査を遂行しております。また、内部監査

チーム及び会計監査人の監査結果について報告を受け、連携を図っております。
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③　社外取締役及び社外監査役

　当社の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。　

　社外取締役及び社外監査役の企業統治に果す役割と機能については、経営監視に必要な独立性が確保できる

人材を登用し、業務執行を担う経営陣をその執行と法令順守について監視すことであります。　

　社外取締役村尾哲朗は、当社と人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役岡本司および平澤裕康は、当社と人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありませ

ん。

　社外取締役である村尾氏は、これまで培ってきた豊富なビジネス経験と高い見識を有しておりますことから、

有益な助言が得られるものと考え社外取締役として選任しております。

　また、社外監査役である岡本氏はこれまで培ってきたビジネス経験と高い見識を有しており、当社経営執行等

の適法性確保に監査機能を発揮していただくため社外監査役として選任しております。

　同氏は、大阪証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

　同じく、社外監査役である平澤氏はこれまで培ってきたビジネス経験と幅広い見識を有しており、当社経営執

行等の適法性確保に監査機能を発揮していただくため社外監査役として選任しております。

　社外監査役は定期的に開催される監査役会に出席するとともに、毎月開催される取締役会および臨時取締役

会にも出席するなど、経営の透明性確保と経営監視・監査の機能を高めるための活動を行っております。

　当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責

任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限

度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因と

なった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

　社外取締役および社外監査役が兼務している兼松株式会社は、当社株式を30.81%保有し、当社は同社の株式を

0.49%保有しております。また、当社は同社との間に仕入取引がありますが、当該取引が経営に与える影響は極

めて低く、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しております。

　当社において社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりません

が、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人

材を選任しております。

　

④　会計監査の状況

業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数

　

公認会計士の氏名等 所属する監査法人名

業務執行社員
坂井　俊介　

新日本有限責任監査法人
前川　英樹

注１．継続監査年数については、全員７年以内であるため、記載を省略しております。

　２．同監査法人は、すでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与す

る事のないよう措置をとっております。

　

監査業務に係る補助者の構成

　公認会計士５名　　その他６名

　　

⑤　自己株式の取得

　当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定

款に定めております。これは、資本政策の機動的な遂行を目的とするものであります。

　　

⑥　株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主

の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めておりま

す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的

とするものであります。
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⑦　役員報酬等

イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額
（千円）

対象となる
役員の員数
（人）基本報酬 退職慰労金　

取締役

（社外取締役を除く。）
27,347　 20,172 7,175　 4

監査役

（社外監査役を除く。）
11,117 9,612 1,505　 1

注）社外取締役及び社外監査役に対する報酬等の額はありません。

　

ロ．使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

総額（千円） 対象となる役員の員数（人） 内容

21,600 3 使用人としての給与であります。

　

ハ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

　当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関し、株主総会で限度額を決議しており、その範囲内で決

定しております。

　

⑧　株式の保有状況

イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

７銘柄　123,643千円

　

ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

　

（前事業年度）

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（千円）

保有目的

㈱三菱UFJフィナンシャルグループ 47,000 19,364取引関係強化

ホクシン㈱ 100,000 18,300グループ会社株式

㈱池田泉州ホールディングス 35,200 4,048取引関係強化

ダイワボウホールディングス㈱ 31,418 5,812取引関係強化

㈱千趣会 1,000 585取引関係強化

　

（当事業年度）　

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（千円）

保有目的

㈱三菱UFJフィナンシャルグループ 47,000 26,266取引関係強化

㈱池田泉州ホールディングス 7,040 3,731取引関係強化

ダイワボウホールディングス㈱ 33,692 5,727取引関係強化

㈱千趣会 1,000 769取引関係強化
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（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

前事業年度 当事業年度
監査証明業務に基づく報酬

（千円）
非監査業務に基づく報酬

（千円）
監査証明業務に基づく報酬

（千円）
非監査業務に基づく報酬

（千円）

15,000 － 15,000 －

　

②【その他重要な報酬の内容】

　該当事項ありません。

　

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

　当社が監査公認会計士等の非監査業務に対して支払っている報酬はありません。

　

④【監査報酬の決定方針】

　監査報酬の決定方針に関しましては、公認会計士の監査工数を基にした監査報酬の見積もりに対し、監査役会の

同意を得た上で決定しております。
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第５【経理の状況】
１．財務諸表の作成方法について

　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59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、事業年度（平成24年４月１日から平成25年３月31日ま

で）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

　

３．連結財務諸表について

　連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和51年大蔵省令第28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誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、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 0.2％

売上高基準 1.0％

利益基準 3.1％

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。

　

４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

　当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適

切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務

会計基準機構への加入、同機構や監査法人等による研修への参加、会計専門誌等による情報収集等を行っております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

　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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２【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 575,953 501,151

受取手形 ※1, ※4
 2,087,624

※1, ※4
 1,717,824

売掛金 1,253,261 1,289,006

商品 831,167 870,125

前払費用 15,095 14,454

短期貸付金 9,362 －

為替予約 21,480 105,844

その他 41,524 32,022

貸倒引当金 △26,665 △20,659

流動資産合計 4,808,804 4,509,770

固定資産

有形固定資産

建物 464,452 465,252

減価償却累計額 △355,154 △361,811

建物（純額） ※1
 109,297

※1
 103,441

構築物 24,859 24,859

減価償却累計額 △23,110 △23,349

構築物（純額） 1,748 1,509

機械及び装置 36,245 36,245

減価償却累計額 △35,871 △35,970

機械及び装置（純額） 373 274

車両運搬具 2,676 2,676

減価償却累計額 △2,440 △2,543

車両運搬具（純額） 236 132

工具、器具及び備品 21,184 19,757

減価償却累計額 △19,397 △18,177

工具、器具及び備品（純額） 1,787 1,580

土地 ※1, ※2
 458,765

※1, ※2
 458,765

リース資産 19,818 19,818

減価償却累計額 △4,781 △8,745

リース資産（純額） 15,036 11,072

有形固定資産合計 587,245 576,777

無形固定資産

ソフトウエア 2,157 1,644

電話加入権 3,395 3,395

無形固定資産合計 5,553 5,039
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（単位：千円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 135,299 123,643

関係会社株式 265,222 265,594

出資金 1,443 1,443

株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 732 362

破産更生債権等 43,813 42,940

長期前払費用 895 669

その他 32,071 29,154

貸倒引当金 △43,935 △42,887

投資その他の資産合計 435,541 420,920

固定資産合計 1,028,340 1,002,738

資産合計 5,837,145 5,512,508

負債の部

流動負債

支払手形 ※4
 2,210,460

※4
 2,014,957

買掛金 556,139 537,132

短期借入金 ※1
 1,520,000

※1
 1,200,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1
 145,053

※1
 189,844

リース債務 3,963 3,963

未払金 110,305 99,944

未払費用 8,204 7,572

未払法人税等 2,793 9,896

未払消費税等 26,781 34,626

繰延税金負債 7,935 39,101

預り金 7,848 15,359

1年内返還予定の預り保証金 42,061 40,066

賞与引当金 12,700 10,200

その他 － 523

流動負債合計 4,654,246 4,203,187

固定負債

長期借入金 ※1
 146,370

※1
 85,414

リース債務 11,072 7,109

繰延税金負債 1,512 284

再評価に係る繰延税金負債 ※2
 158,388

※2
 158,388

役員退職慰労引当金 31,963 40,643

その他 54,508 53,714

固定負債合計 403,815 345,554

負債合計 5,058,061 4,548,742
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（単位：千円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 703,310 703,310

資本剰余金

資本準備金 138,353 138,353

資本剰余金合計 138,353 138,353

利益剰余金

利益準備金 93,300 93,300

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △524,633 △436,695

利益剰余金合計 △431,333 △343,395

自己株式 △2,328 △2,371

株主資本合計 408,001 495,897

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 57,241 100,829

繰延ヘッジ損益 13,545 66,743

土地再評価差額金 ※2
 300,295

※2
 300,295

評価・換算差額等合計 371,082 467,868

純資産合計 779,083 963,766

負債純資産合計 5,837,145 5,512,508
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②【損益計算書】
（単位：千円）

前事業年度
(自　平成23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

当事業年度
(自　平成24年４月１日
　至　平成25年３月31日)

売上高 10,261,990 10,204,993

売上原価

商品期首たな卸高 778,501 831,167

当期商品仕入高 9,664,670 9,595,281

合計 10,443,172 10,426,448

商品期末たな卸高 831,167 870,125

商品売上原価 9,612,005 9,556,322

売上総利益 649,985 648,670

販売費及び一般管理費 ※2
 556,843

※2
 539,728

営業利益 93,141 108,942

営業外収益

受取利息 3,785 2,520

受取配当金 1,552 1,915

受取賃貸料 ※1
 15,600

※1
 15,600

その他 717 2,168

営業外収益合計 21,655 22,204

営業外費用

支払利息 59,419 57,317

賃貸収入原価 15,501 13,718

その他 2,690 1,291

営業外費用合計 77,611 72,328

経常利益 37,185 58,818

特別利益

投資有価証券売却益 － 3,300

関係会社株式売却益 － 33,400

特別利益合計 － 36,700

特別損失

本社移転費用 10,253 －

特別損失合計 10,253 －

税引前当期純利益 26,931 95,518

法人税、住民税及び事業税 950 7,580

法人税等調整額 － －

法人税等合計 950 7,580

当期純利益 25,981 87,938
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③【株主資本等変動計算書】
（単位：千円）

前事業年度
(自　平成23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

当事業年度
(自　平成24年４月１日
　至　平成25年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 703,310 703,310

当期末残高 703,310 703,310

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 138,353 138,353

当期末残高 138,353 138,353

資本剰余金合計

当期首残高 138,353 138,353

当期末残高 138,353 138,353

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 93,300 93,300

当期末残高 93,300 93,300

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 △550,615 △524,633

当期変動額

当期純利益 25,981 87,938

当期変動額合計 25,981 87,938

当期末残高 △524,633 △436,695

利益剰余金合計

当期首残高 △457,315 △431,333

当期変動額

当期純利益 25,981 87,938

当期変動額合計 25,981 87,938

当期末残高 △431,333 △343,395

自己株式

当期首残高 △2,288 △2,328

当期変動額

自己株式の取得 △40 △42

当期変動額合計 △40 △42

当期末残高 △2,328 △2,371

株主資本合計

当期首残高 382,059 408,001

当期変動額

当期純利益 25,981 87,938

自己株式の取得 △40 △42

当期変動額合計 25,941 87,895

当期末残高 408,001 495,897
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（単位：千円）

前事業年度
(自　平成23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

当事業年度
(自　平成24年４月１日
　至　平成25年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 7,878 57,241

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

49,363 43,588

当期変動額合計 49,363 43,588

当期末残高 57,241 100,829

繰延ヘッジ損益

当期首残高 5,452 13,545

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

8,092 53,198

当期変動額合計 8,092 53,198

当期末残高 13,545 66,743

土地再評価差額金

当期首残高 273,201 300,295

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

27,094 －

当期変動額合計 27,094 －

当期末残高 300,295 300,295

評価・換算差額等合計

当期首残高 286,532 371,082

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

84,549 96,786

当期変動額合計 84,549 96,786

当期末残高 371,082 467,868

純資産合計

当期首残高 668,591 779,083

当期変動額

当期純利益 25,981 87,938

自己株式の取得 △40 △42

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 84,549 96,786

当期変動額合計 110,491 184,682

当期末残高 779,083 963,766
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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23年４月１日
　至　平成24年３月31日)

当事業年度
(自　平成24年４月１日
　至　平成25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 26,931 95,518

減価償却費 12,838 11,431

無形固定資産償却費 1,411 933

長期前払費用償却額 386 398

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,081 △7,054

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,800 △2,500

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,610 8,680

移転費用 10,253 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △3,300

関係会社株式売却損益（△は益） － △33,400

受取利息及び受取配当金 △5,337 △4,435

支払利息 59,419 57,317

売上債権の増減額（△は増加） △408,236 334,054

破産更生債権等の増減額（△は増加） 73,386 872

たな卸資産の増減額（△は増加） △52,665 △38,958

仕入債務の増減額（△は減少） 708,413 △214,509

その他 △4,382 5,658

小計 434,910 210,706

利息及び配当金の受取額 5,366 4,464

利息の支払額 △60,750 △57,318

法人税等の支払額 △950 △710

営業活動によるキャッシュ・フロー 378,576 157,142

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △25,127 △963

投資有価証券の売却による収入 － 18,300

関係会社株式の売却による収入 － 72,400

長期貸付金の回収による収入 615 370

その他 18,875 17,075

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,637 107,182

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △230,000 △320,000

長期借入れによる収入 200,000 150,000

長期借入金の返済による支出 △193,414 △166,165

自己株式の取得による支出 △40 △42

その他 △3,685 △3,963

財務活動によるキャッシュ・フロー △227,139 △340,171

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 1,044

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 145,799 △74,802

現金及び現金同等物の期首残高 430,154 575,953

現金及び現金同等物の期末残高 ※1
 575,953

※1
 501,151
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

（1）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

（2）その他有価証券

時価のあるもの

　決算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）

時価のないもの

　移動平均法による原価法

２．デリバティブ等の評価基準及び評価方法

デリバティブ

時価法

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品

移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性低下に基づく簿価切り下げの方法）

４．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）

建物

定額法（主な耐用年数８年～45年）

（2）無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用してお

ります。

（3）リース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取

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によっております。

５．引当金の計上基準

（1）貸倒引当金

　債権の貸倒れ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。

（2）賞与引当金

　従業員の賞与金の支給に備えるため、賞与支給見込額を計上しております。

（3）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規定に基づく期末要支給額を計上しております。

６．ヘッジ会計の方法

（1）ヘッジ会計の方法

　為替予約取引は、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務について振当処理を行っております。

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）

　為替予約取引

（ヘッジ対象）

　輸出入取引により生じる外貨建金銭債権債務

（3）ヘッジ方針

　為替リスクの低減のため、対象債権債務及び成約高の範囲内でヘッジを行っております。

（4）ヘッジの有効性評価の方法

　為替予約は振当処理しております。

（5）その他リスク管理方法の内ヘッジ会計に係るもの

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額を定めた社内ルールに従い、資金担当部

門が決裁担当者の承認を得て行っております。
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７．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易

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取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。

８．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

消費税等の会計処理は、税抜き方式によっております。

　

（表示方法の変更）

　（貸借対照表）

前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「為替予約」は、資産の総額の100分の１を超えた

ため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表　

の組替えを行っております。 

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた63,005千円は、「為替予

約」21,480千円、「その他」41,524千円として組み替えております。
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（会計方針の変更）

（減価償却方法の変更）

　当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産について、改

正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

　これによる影響額は軽微であります。
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（貸借対照表関係）

※１　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は、次のとおりであります。

　
前事業年度

（平成24年３月31日）
当事業年度

（平成25年３月31日）

受取手形 1,024,717千円 870,335千円

建物（帳簿価額） 91,485 87,224

土地（帳簿価額） 458,765 458,765

計 1,574,968 1,416,324

　

　担保付債務は、次のとおりであります。

　
前事業年度

（平成24年３月31日）
当事業年度

（平成25年３月31日）

短期借入金 1,150,000千円 950,000千円

１年内返済予定の長期借入金 14,160 14,160

長期借入金 18,080 3,920

 

※２　「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律の一部を

　　　改正する法律」（平成13年３月31日改正）に基づき、事業用土地の再評価を行い、「土地再評価差額金」として　

　　　計上しております。

再評価の方法

　　「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定める固定資産税課

　　税標準額と第２条第５号に定める不動産鑑定士による鑑定評価額を勘案し算出しております。

再評価を行った年月日　平成14年３月31日

　

３　 受取手形割引高

　
前事業年度

（平成24年３月31日）
当事業年度

（平成25年３月31日）

受取手形割引高 30,745千円 6,298千円

　

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、次のとお

りであります。

　
前事業年度

（平成24年３月31日）
当事業年度

（平成25年３月31日）

銀行手形買取残高 20,734千円 6,298千円

　

※４　期末日満期手形

期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、当期の末日が金融機関

の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

　
前事業年度

（平成24年３月31日）
当事業年度

（平成25年３月31日）

受取手形 246,842千円 208,743千円

支払手形 169,008 179,711
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（損益計算書関係）

　※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。　　

　
前事業年度

（自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日）

当事業年度
（自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日）

受取賃貸料 　 15,600千円 　 15,600千円

　

　※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

　
前事業年度

（自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日）

当事業年度
（自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日）

役員報酬

給料・賞与

賞与引当金繰入額

役員退職慰労引当金繰入額

法定福利費

旅費通信費

交際費

賃借料

広告宣伝費

手数料

減価償却費

貸倒引当金繰入額　

諸税金

29,632千円　

288,395　

12,700　

8,610　

40,263　

42,359　

1,334　

37,169　

200　

15,967　

5,531　

4,754　

7,050　

29,784千円　

287,465　

10,200　

8,680　

40,077　

39,754　

1,646　

42,948　

950　

15,960　

5,768　

△7,054　

7,669　

　　

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　 当事業年度期首株式数
（株）

当事業年度増加株式数
（株）

当事業年度減少株式数
（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式 　 　 　 　

普通株式 14,066,208　 －　 －　 14,066,208　

合計 14,066,208　 －　 －　 14,066,208　

自己株式 　 　 　 　

普通株式 29,664　 804　 －　 30,468　

合計 29,664　 804　 －　 30,468　

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加804株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

　

当事業年度（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　 当事業年度期首株式数
（株）

当事業年度増加株式数
（株）

当事業年度減少株式数
（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式 　 　 　 　

普通株式 14,066,208　 －　 －　 14,066,208　

合計 14,066,208　 －　 －　 14,066,208　

自己株式 　 　 　 　

普通株式 30,468　 928　 －　 31,396　

合計 30,468　 928　 －　 31,396　

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加928株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

※１ 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

　
　
　

前事業年度
（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

当事業年度
（自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日）

現金及び預金勘定 575,953千円 501,151千円

現金及び現金同等物 575,953　 501,151　

　

（リース取引関係）

１．ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①　リース資産の内容

（ア）有形固定資産

　主として、ホストコンピュータ及びコンピュータ端末機（「工具、器具及び備品」）であります。

（イ）無形固定資産

　ソフトウェアであります。

②　リース資産の減価償却の方法

　重要な会計方針「４．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
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（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針　

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により運転資金を調達

しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない

方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク　

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

投資有価証券及び関係会社株式は主にその他有価証券であり、市場価格の変動リスクに晒されています。

営業債務である支払手形及び買掛金はそのほとんどが６ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建て

のものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用してヘッジしておりま

す。　

借入金の使途は運転資金であり、金利の変動リスクに晒されております。

デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先

物為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効

性評価の方法等については、前述の重要な会計方針「６.ヘッジ会計の方法」をご参照ください。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　営業債権については、審査法務規定に従い、業務管理部が取引先の状況を定期的にモニタリングし、取

引先ごとに残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図ってお

ります。

　デリバティブ取引については、取引相手先を高格付けを有する金融機関に限定しているため、信用リス

クはほとんどないと認識しております。　

②　市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　外貨建ての営業債権債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対して、原則として先

物為替予約を利用してヘッジしております。

　投資有価証券及び関係会社株式については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把

握し、保有状況を継続的に見直しております。　

　デリバティブの執行・管理については内部管理規定に従い、実需の範囲で行うこととしております。

③　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行出来なくなるリスク）の管理

　各部署からの報告に基づき財経部が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維

持などにより流動性リスクを管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用

することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」における

デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示

すものではありません。　
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２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握すること

が極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２.参照）。

　

前事業年度（平成24年３月31日）

　 貸借対照表計上額

（千円）　
時価（千円） 差額（千円）

(1)現金及び預金 575,953 575,953 －　

(2)受取手形 　 　 　

貸借対照表計上額 2,087,624 　 　

貸倒引当金　 △13,564 　 　

貸倒引当金控除後金額　 2,074,060 2,074,060 －　

(3)売掛金 　 　 　

貸借対照表計上額 1,253,261 　 　

貸倒引当金　 △12,812 　 　

貸倒引当金控除後金額 1,240,449 1,240,449 －　

(4)投資有価証券 48,109 48,109 －　

(5)関係会社株式 255,222 255,222 －　

　資産計　 4,193,794 4,193,794 －　

(1)支払手形 2,210,460 2,210,460 －　

(2)買掛金 556,139 556,139 －　

(3)短期借入金 1,520,000 1,520,000 －　

(4)１年内返済予定の長期借入金　 145,053 145,221 △168

(5)長期借入金 146,370 146,808 △438

　負債計 4,578,022 4,578,629 △606

 デリバティブ取引(*) 21,480 21,480 －　

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる

項目については（　）で表示しております。

　

EDINET提出書類

カネヨウ株式会社(E00551)

有価証券報告書

37/60



当事業年度（平成25年３月31日）

　 貸借対照表計上額

（千円）　
時価（千円） 差額（千円）

(1)現金及び預金 501,151 501,151 －　

(2)受取手形 　 　 　

貸借対照表計上額 1,717,824 　 　

貸倒引当金　 △4,915 　 　

貸倒引当金控除後金額　 1,712,908 1,712,908 －　

(3)売掛金 　 　 　

貸借対照表計上額 1,289,006 　 　

貸倒引当金　 △15,654 　 　

貸倒引当金控除後金額 1,273,352 1,273,352 －　

(4)投資有価証券 36,453 36,453 －　

(5)関係会社株式 255,594 255,594 －　

　資産計　 3,779,460 3,779,460 －　

(1)支払手形 2,014,957 2,014,957 －　

(2)買掛金 537,132 537,132 －　

(3)短期借入金 1,200,000 1,200,000 －　

(4)１年内返済予定の長期借入金　 189,844 190,164 △320

(5)長期借入金 85,414 85,667 △253

　負債計 4,027,348 4,027,922 △574

 デリバティブ取引(*) 105,844 105,844 －　

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる

項目については（　）で表示しております。

　

（注）１.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

  資　産　

(1)現金及び預金、(2)受取手形、(3)売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。

(4)投資有価証券、(5)関係会社株式

これらの時価については、取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事

項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。　

　負　債　

(1)支払手形、(2)買掛金、(3)短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。　

(4)１年内返済予定の長期借入金、(5)長期借入金

これらの時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在

価値により算定しております。

　デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
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 　　　２.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　（単位：千円）

　区分
前事業年度

（平成24年３月31日）　
当事業年度

（平成25年３月31日）　

　非上場株式 　 　

　　その他有価証券 87,190 87,190

　　子会社株式 10,000 10,000

これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時

価を把握することがきわめて困難と認められることから「(4)投資有価証券、(5)関係会社株式」に

は含めておりません。

　

 　　　３.金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度（平成24年３月31日）

　
１年以内

（千円）　

１年超

５年以内

（千円）

５年超

10年以内

（千円）

10年超　　

（千円）

現金及び預金 574,641 －　 －　 －　

受取手形 2,087,624 －　 －　 －　

売掛金 1,253,261 －　 －　 －　

合計 3,915,527 －　 －　 －　

　

当事業年度（平成25年３月31日）

　
１年以内

（千円）　

１年超

５年以内

（千円）

５年超

10年以内

（千円）

10年超　　

（千円）

現金及び預金 499,690 －　 －　 －　

受取手形 1,717,824 －　 －　 －　

売掛金 1,289,006 －　 －　 －　

合計 3,506,521 －　 －　 －　

　

 　　　４.短期借入金及び長期借入金の決算日後の返済予定額

前事業年度（平成24年３月31日）

　
１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

短期借入金 1,520,000 － － － － －

長期借入金 145,053131,140 15,230 － － －

合計 1,665,053131,140 15,230 － － －

　

当事業年度（平成25年３月31日）

　
１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

短期借入金 1,200,000 － － － － －

長期借入金 189,844 73,934 11,480 － － －

合計　 1,389,84473,934 11,480 － － －
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（有価証券関係）

前事業年度（平成24年３月31日現在）

１．子会社株式及び関連会社株式

子会社及び関連会社株式（貸借対照表計上額　子会社株式10,000千円）は、市場価格がなく、時価を把握す

ることが極めて困難と認められることから、記載しておりません。　

　

２．その他有価証券

　 種類
貸借対照表計上額
（千円）

取得原価（千円） 差額（千円）

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの

株式 299,283 239,448 59,834

小計 299,283 239,448 59,834

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの

株式 4,048 5,129 △1,081

小計 4,048 5,129 △1,081

合計 303,331 244,577 58,753

（注）　非上場株式（貸借対照表計上額　87,190千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難

と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っ

ております。

　

当事業年度（平成25年３月31日現在）

１．子会社株式及び関連会社株式

子会社及び関連会社株式（貸借対照表計上額　子会社株式10,000千円）は、市場価格がなく、時価を把握する

ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。　

　

２．その他有価証券

　 種類
貸借対照表計上額
（千円）

取得原価（千円） 差額（千円）

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの

株式 288,316 185,804 102,512

小計 288,316 185,804 102,512

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの

株式 3,731 5,129 △1,397

小計 3,731 5,129 △1,397

合計 292,047 190,933 101,114

（注）　非上場株式（貸借対照表計上額　87,190千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難

と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っ

ております。

　

３．売却したその他有価証券

種類 売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

株式 54,000 36,700 －

合計 54,000 36,700 －

　

EDINET提出書類

カネヨウ株式会社(E00551)

有価証券報告書

40/60



（デリバティブ取引関係）

１．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

通貨関連

前事業年度（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）

ヘッジ会計の

方法
　取引の種類 　主なヘッジ対象

契約額等

（千円）　

契約額等の

うち１年超

（千円）　

時価

（千円）　

　  為替予約取引 　 　 　 　

原則的処理方法

　　

　売建

　　ユーロ

　外貨建

　予定取引

 

15,217

 

－

 

67

    計 　 15,217 － 67

　買建

　　米ドル

　　ユーロ

　

　外貨建

　予定取引　

　

713,077

26,481

　

－

－

　

19,260

2,152

　　計 　 739,558 － 21,412

為替予約等の振当

処理　

　買建

　　米ドル

　　ユーロ　

　

　支払手形　

　支払手形

　

1,103,944

112,035

　

－

－

　

－

－

　　計  1,215,979 － －

　（注）時価の算定方法

原則的処理によるものは、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。為替予約

等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている支払手形と一体として処理されているため、その

時価は、当該支払手形の時価に含めて記載しております。

　

当事業年度（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

ヘッジ会計の

方法
　取引の種類 　主なヘッジ対象

契約額等

（千円）　

契約額等の

うち１年超

（千円）　

時価

（千円）　

　  為替予約取引 　 　 　 　

原則的処理方法

　　

　売建

　

　　ユーロ

　

　外貨建

　予定取引

　

 19,067

14,260

　

 －

－

　

 △3,528

445

    計 　 33,327 － △3,082

　買建

　　米ドル

　　ユーロ

　

　外貨建

　予定取引　

　

1,855,712

111,466

　

－

－

　

103,117

5,810

　　計 　 1,967,178 － 108,927

為替予約等の振当

処理　

　買建

　　米ドル

　　ユーロ　

　

　支払手形　

　支払手形

　

1,100,573

65,135

　

－

－

　

－

－

　　計  1,165,708 － －

　（注）時価の算定方法

原則的処理によるものは、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。為替予約

等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている支払手形と一体として処理されているため、その

時価は、当該支払手形の時価に含めて記載しております。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、平成17年１月より確定拠出型年金制度へ移行しております。

　

２．退職給付費用に関する事項

　
　
　

前事業年度
（自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日）

当事業年度
（自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日）

確定拠出型年金への掛金支払額（千円） 8,573 8,518

　

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　
前事業年度

（平成24年３月31日）　
　
　

当事業年度
（平成25年３月31日）　

繰延税金資産 　 　 　 　 　

貸倒引当金 5,000千円 　 14,219千円

賞与引当金 4,691 　 　 3,768 　

役員退職慰労引当金 11,037　 　 14,034　

未払事業税 674 　 　 1,225 　

未払リベート 3,898 　 　 8,255 　

資産除去債務 255 　 　 510 　

有価証券評価損 84,041　 　 69,509　

その他投資評価損 863 　 　 － 　

出資金評価損 3,100 　 　 3,100 　

棚卸資産評価損 9,122 　 　 4,254 　

未払事業所税 271 　 　 227 　

繰越欠損金 252,044　 　 125,098　

計 375,001　 　 244,203　

評価性引当額 △375,001　 　 △244,203　

繰延税金資産計 － 　 　 － 　

繰延税金負債 　 　 　 　 　

その他有価証券評価差額金 1,512 　 　 284 　

繰延ヘッジ利益 7,935 　 　 39,101　

繰延税金負債計 9,448 　 　 39,385　

　

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

　
前事業年度

（平成24年３月31日）　
　
　

当事業年度
（平成25年３月31日）　

法定実効税率 40.4　%　 　 36.9　%　

（調整） 　　 　 　　

交際費等の損金不算入 2.0 　 　 0.6 　

住民税均等割 3.5 　 　 0.7 　

評価性引当額の増減 △43.5 　 　 △30.0 　

その他 1.1 　 　 0.0 　

税効果会計適用後の法人税等の負担率 3.5 　 　 7.9 　
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（持分法損益等）

（前事業年度）（自平成23年４月１日　至平成24年３月31日）

　該当事項はありません。

　

（当事業年度）（自平成24年４月１日　至平成25年３月31日）

　該当事項はありません。

　

（資産除去債務関係）

　該当事項はありません。　

　　

（賃貸等不動産関係）

（前事業年度）（自平成23年４月１日　至平成24年３月31日）

　当社では兵庫県において、賃貸用の建物（土地を含む）を有しております。平成24年３月期における当該賃貸

不動産に関する賃貸損益は98千円（賃貸収益は営業外収益に、主な賃貸費用は営業外費用に計上）でありま

す。

　また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当事業年度増減額及び時価は、次のとおりであります。

　貸借対照表計上額（千円） 　当事業年度末の時価

（千円）　当事業年度期首残高 　当事業年度増減 　当事業年度末残高

　552,248 　△248 　551,999 　510,000 

（注）１．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

２．当事業年度増減額のうち、主な増加額は建物の改修6,264千円であり、主な減少は減価償却費（6,512千

円）であります。

３．当事業年度末の時価は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額であります。但し、第

三者からの取得時から一定の評価額や適切に市場価額を反映していると考えられる指標に重要な変動が

生じていない場合は、当該評価額や指標を用いて調整した金額によっております。

　

（当事業年度）（自平成24年４月１日　至平成25年３月31日）

　当社では兵庫県において、賃貸用の建物（土地を含む）を有しております。平成25年３月期における当該賃貸

不動産に関する賃貸損益は1,881千円（賃貸収益は営業外収益に、主な賃貸費用は営業外費用に計上）であり

ます。

　また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当事業年度増減額及び時価は、次のとおりであります。

　貸借対照表計上額（千円） 　当事業年度末の時価

（千円）　当事業年度期首残高 　当事業年度増減 　当事業年度末残高

　551,999 　△4,500 　547,499 　510,000 

（注）１．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

２．当事業年度増減額のうち、主な増加額は建物の改修800千円であり、主な減少は減価償却費（5,300千

円）であります。

３．当事業年度末の時価は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額であります。但し、第

三者からの取得時から一定の評価額や適切に市場価額を反映していると考えられる指標に重要な変動が

生じていない場合は、当該評価額や指標を用いて調整した金額によっております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前事業年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日）

１．報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであり

ます。

当社は、本社及び営業所の各係ごとに、取り扱う商品について包括的な戦略を立案し、事業活動を展開

しております。

したがって、当社は、各係を基礎とした商品別のセグメントから構成されており、「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」及び「生活関連用品」の５

つを報告セグメントとしております。

「寝装用原料」は、羽毛、羊毛、合繊原料等布団用原料を取り扱っております。「寝装製品」は、羽毛ふ

とん、羊毛ふとん、合繊ふとん等重寝具及び毛布、タオルケット等寝装品全般を取り扱っております。

「リビング・インテリア用品」は、輸入カーペット他インテリアに関するさまざまな製品を取り扱っ

ております。「生地反物等繊維製品」は、寝装用及びアパレル用ニット生地を取り扱っております。

「生活関連用品」は、暮らしに役立つ様々な商品を取り扱っております。　

　

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」の記載と同一であります。　

　セグメント間の内部売上高又は振替高は市場実勢価格に基づいております。

　

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目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

 

3,499,506

2,249,747

　

1,712,014

　

 

1,513,189
 1,261,957

 

10,236,415
25,57410,261,990

セグメント

間の内部売

上高又は振

替高

100,58717,090　 139　  716 331  118,865178 119,044

計 3,600,094
2,266,837

　

1,712,154

　

 

1,513,906
 1,262,289

 

10,355,281
25,75310,381,034

セグメント利

益又は損失

（△）

 130,32261,24169,937　  66,793 14,608 342,904△5,699337,205

セグメント資

産　
1,659,028901,456764,734527,512320,4434,173,17613,4894,186,665

その他の項目　

　　　
 　 　 　 　 　 　 　 　

減価償却費 －　 － － － － － － －

有形固定資

産及び無形

固定資産の

増加額

－ － － － － － － －

（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。　
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４．報告セグメント合計額と財務諸表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）

売上高

報告セグメント計 10,355,281

「その他」の区分の売上高 25,753

セグメント間取引消去 △119,044

財務諸表の売上高 10,261,990

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 （単位：千円）

利益

報告セグメント計 342,904

「その他」の区分の利益 △5,699

全社費用（注） △244,063

財務諸表の営業利益 93,141

（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。

　 （単位：千円）

資産
報告セグメント計 4,173,176
「その他」の区分の資産 13,489
全社資産（注） 1,650,480
財務諸表の資産合計 5,837,145

（注）全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、土地、有価証券等であります。

　 （単位：千円）

その他の項目 報告セグメント計 その他 調整額 財務諸表計上額
減価償却費 － － 14,249 14,249
有形固定資産及び無形固定
資産の増加額

－ － 42,856 42,856

（注）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社等の設備投資額であります。
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Ⅱ　当事業年度（自平成24年４月１日  至平成25年３月31日）

１．報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであり

ます。

当社は、本社及び営業所の各係ごとに、取り扱う商品について包括的な戦略を立案し、事業活動を展開

しております。

したがって、当社は、各係を基礎とした商品別のセグメントから構成されており、「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」及び「生活関連用品」の５

つを報告セグメントとしております。

「寝装用原料」は、羽毛、羊毛、合繊原料等布団用原料を取り扱っております。「寝装製品」は、羽毛ふ

とん、羊毛ふとん、合繊ふとん等重寝具及び毛布、タオルケット等寝装品全般を取り扱っております。

「リビング・インテリア用品」は、輸入カーペット他インテリアに関するさまざまな製品を取り扱っ

ております。「生地反物等繊維製品」は、寝装用及びアパレル用ニット生地を取り扱っております。

「生活関連用品」は、暮らしに役立つ様々な商品を取り扱っております。　

　

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」の記載と同一であります。　

　セグメント間の内部売上高又は振替高は市場実勢価格に基づいております。

　

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目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

 

3,646,693

1,868,878

　

1,731,341

　

 

1,638,698
 1,290,236

 

10,175,848
29,14510,204,993

セグメント

間の内部売

上高又は振

替高

86,54036,741　 105　  1,494 1,104 125,98530 126,016

計 3,733,233
1,905,620

　

1,731,447

　

 

1,640,192
 1,291,340

 

10,301,833
29,17510,331,009

セグメント利

益又は損失

（△）

 119,44761,81175,453　  73,183 24,535 354,431△11,451342,979

セグメント資

産　
1,606,375646,658718,734554,584347,3563,873,70812,1563,885,864

その他の項目　

　　　
 　 　 　 　 　 　 　 　

減価償却費 －　 － － － － － － －

有形固定資

産及び無形

固定資産の

増加額

－ － － － － － － －

（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。　
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４．報告セグメント合計額と財務諸表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）

売上高

報告セグメント計 10,301,833

「その他」の区分の売上高 29,175

セグメント間取引消去 △126,016

財務諸表の売上高 10,204,993

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 （単位：千円）

利益

報告セグメント計 354,431

「その他」の区分の利益 △11,451

全社費用（注） △234,037

財務諸表の営業利益 108,942

（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。

　 （単位：千円）

資産
報告セグメント計 3,873,708
「その他」の区分の資産 12,156
全社資産（注） 1,626,643
財務諸表の資産合計 5,512,508

（注）全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、土地、有価証券等であります。

　 （単位：千円）

その他の項目 報告セグメント計 その他 調整額 財務諸表計上額
減価償却費 － － 12,365 12,365
有形固定資産及び無形固定
資産の増加額

－ － 1,383 1,383

（注）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社等の設備投資額であります。　
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【関連情報】

前事業年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日）

１. 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報として、同様の情報が開示されているため、記載を省略しております。　

２. 地域ごとの情報

(1)売上高　

本邦の外部顧客への売上高の金額が、損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略して

おります。　

(2)有形固定資産　

本邦以外に所在している有形固定資産が無いため、記載を省略しております。　

３. 主要な顧客ごとの情報

損益計算書の売上高の10％以上を占める顧客が存在しないため記載を省略しております。

　

当事業年度（自平成24年４月１日  至平成25年３月31日）

１. 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報として、同様の情報が開示されているため、記載を省略しております。　

２. 地域ごとの情報

(1)売上高　

本邦の外部顧客への売上高の金額が、損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略して

おります。　

(2)有形固定資産　

本邦以外に所在している有形固定資産が無いため、記載を省略しております。　

３. 主要な顧客ごとの情報

損益計算書の売上高の10％以上を占める顧客が存在しないため記載を省略しております。

　

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前事業年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日）

　該当事項はありません。　　

　

当事業年度（自平成24年４月１日  至平成25年３月31日）

　該当事項はありません。　　

　

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前事業年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日）

　該当事項はありません。　

　

当事業年度（自平成24年４月１日  至平成25年３月31日）

　該当事項はありません。　

　

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前事業年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日）

　該当事項はありません。　

　

当事業年度（自平成24年４月１日  至平成25年３月31日）

　該当事項はありません。　
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【関連当事者情報】

　関連当事者との取引

財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等　

前事業年度（自平成23年４月１日　至平成24年３月31日）

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又は
出資金

事業の内容又は
職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関連当事者と
の関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社 ㈱カネックス
兵庫県

たつの市

(千円)

10,000

物流センターの

管理運営・不動

産の賃貸管理

（所有）

直接 100％

有形固定資産

の賃貸、商品

の保管・配送

役員の兼任　

賃貸収入
(千円)

15,600
－ －

（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件ないし取引条件の決定方針等

上記の取引については、市場価格、総原価を勘案し、毎期価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定してお

ります。

　

当事業年度（自平成24年４月１日　至平成25年３月31日）

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又は
出資金

事業の内容又は
職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関連当事者と
の関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社 ㈱カネックス
兵庫県

たつの市

(千円)

10,000

物流センターの

管理運営・不動

産の賃貸管理

（所有）

直接 100％

有形固定資産

の賃貸、商品

の保管・配送

役員の兼任　

賃貸収入
(千円)

15,600
－ －

（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件ないし取引条件の決定方針等

上記の取引については、市場価格、総原価を勘案し、毎期価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定してお

ります。

　

（１株当たり情報）

　
前事業年度

（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

当事業年度
（自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日）

１株当たり純資産額 55.51円 68.67円

１株当たり当期純利益金額 1.85円 6.27円

（注）１．潜在株式調整後１株当たり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。

　　　２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前事業年度

（自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日）

当事業年度
（自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日）

１株当たり当期純利益金額 　 　

当期純利益（千円） 25,981 87,938

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） 25,981 87,938

期中平均株式数（株） 14,036,389 14,035,404

　

EDINET提出書類

カネヨウ株式会社(E00551)

有価証券報告書

49/60



⑤【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 株式数（株） 貸借対照表計上額（千円）

（投資有価証券）

（その他有価証券）
　 　

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャルグループ 47,000 26,226

ダイワボウホールディングス㈱ 33,692 5,727

㈱千趣会 1,000 769

㈱池田泉州ホールディングス 7,040 3,731

蔭山㈱ 30,000 86,190

その他（２銘柄） 60 1,000

計 118,792 123,643

　

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
（千円）

当期償却額
（千円）

差引当期末
残高
（千円）

有形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

建物 464,452 800 － 465,252361,8116,656103,441

構築物 24,859 － － 24,85923,349 239 1,509

機械及び装置 36,245 － － 36,24535,970 98 274

車両運搬具 2,676 － － 2,676 2,543 103 132

工具、器具及び備品 21,184 163 1,590 19,75718,177 369 1,580

土地 458,765 － － 458,765 － － 458,765

リース資産 19,818 － － 19,818 8,745 3,963 11,072

有形固定資産計 1,028,002963 1,5901,027,375450,59811,431576,777

無形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

ソフトウェア 15,599 420 2,300 13,72012,076 933 1,644

電話加入権 3,395 － － 3,395 － － 3,395

無形固定資産計 18,995 420 2,300 17,11512,076 933 5,039

長期前払費用 2,251 172 1,057 1,366 696 398 669

繰延資産 － － － － － － －
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【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 1,520,0001,200,000 2.1 －

１年以内に返済予定の長期借入金 145,053 189,844 2.0 －

１年以内に返済予定のリース債務　　 3,963 3,963 － －　

長期借入金（１年以内に返済予定の

ものを除く。）
146,370 85,414 1.8 平成26年～27年

リース債務（１年以内に返済予定の

ものを除く。）
11,072 7,109 － 平成26年～28年　

その他有利子負債 1,333,2431,255,133 1.4 －

合計 3,159,7022,741,464 － －

（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

　　　２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸

借対照表に計上しているため、記載しておりません。

　　　３．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以

下のとおりであります。

　
１年超２年以内

（百万円）　

２年超３年以内

（百万円）　

３年超４年以内

（百万円）　

４年超５年以内

（百万円）　

長期借入金 　73,934 11,480　 －　 －　

リース債務 3,493　 3,337　 278　 －　

　

【引当金明細表】

区分
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金　（注） 70,600 16,964 － 24,018 63,546

賞与引当金 12,700 10,200 12,700 － 10,200

役員退職慰労引当金 31,963 8,680 － － 40,643

（注）　貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び回収不能額の見直し等に

よる取崩額であります。

　

【資産除去債務明細表】

　該当事項はありません。
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

１）現金及び預金

区分 金額（千円）

現金 1,461

預金 　

当座預金 421,929

普通預金 7,761

通知預金 30,000

定期預金 40,000

小計 499,690

合計 501,151

　

２）受取手形

相手先別内訳

相手先 金額（千円）

モリリン㈱ 174,211

三共生興アパレルファッション㈱ 134,584

㈲ダイテック 115,787

田村駒㈱ 84,677

西川産業㈱ 70,251

その他 1,138,311

合計 1,717,824

　

期日別内訳

期日別 金額（千円）

平成25年４月 545,165

５月 396,142

６月 495,979

７月 220,342

８月 60,193

９月以降 －

合計 1,717,824
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３）売掛金

相手先別内訳

相手先 金額（千円）

西川産業㈱ 67,144

フランスベッド㈱ 60,531

モリリン㈱ 49,685

㈱ベルーナ 39,557

㈱ディノス 33,844

その他 1,038,242

合計 1,289,006

　

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
（千円）

当期発生高
（千円）

当期回収高
（千円）

当期末残高
（千円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
(C)

×100
(A)＋(B)

(A)＋(D)

２

(B)

365

1,253,26110,688,65110,652,9061,289,006 89.2 43

（注）　上記金額には消費税等が含まれております。

　

４）商品

品名 金額（千円）

寝装品 100,066

インテリア用品 198,991

寝装原料 279,186

産業用資材 109,848

ニット反物 152,969

その他 29,061

合計 870,125

　

②　固定資産

１）関係会社株式

銘柄 金額（千円）

兼松㈱ 255,594

㈱カネックス 10,000

合計 265,594
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③　流動負債

１）支払手形

相手先別内訳

相手先 金額（千円）

日本敷物製造㈱ 76,759

㈱オーノ 43,044

和繊工業㈱ 39,265

佐藤繊維㈱ 36,986

吉田房織物㈱ 36,935

その他 1,781,965

合計 2,014,957

　

期日別内訳

期日別 金額（千円）

平成25年４月 842,495

５月 363,108

６月 390,021

７月 307,638

８月 99,501

９月以降 12,191

合計 2,014,957

　

２）買掛金

相手先別内訳

相手先 金額（千円）

東レ㈱ 48,240

東洋紡㈱ 28,991

日本敷物製造㈱ 23,101

日本クリニック㈱ 22,185

日祥㈱ 19,503

その他 395,109

合計 537,132
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（３）【その他】

当事業年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当事業年度

売上高（千円） 2,237,325 4,743,856 7,813,287 10,204,993

税引前四半期（当期）純利益

金額（千円）
6,127 19,457 63,809 95,518

四半期（当期）純利益金額

（千円）
3,727 16,057 57,279 87,938

１株当たり四半期（当期）純

利益金額（円）
0.27 1.14 4.08 6.27

　

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益金額

（円）
0.27 0.87 2.93 2.18
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日
９月30日

３月31日

１単元の株式数 1,000株

単元未満株式の買取り 　

取扱場所

（特別口座）

大阪市中央区伏見町３丁目６番３号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社大阪支店代行部

株主名簿管理人

（特別口座）

東京都千代田区丸の内１丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所 －

買取手数料 無料

公告の掲載方法 電子公告（ホームページアドレス　http://www.kaneyo-net.co.jp/koukoku/）（注）１．

株主に対する特典 なし

（注）１．事故、その他やむを得ない事由により掲載出来ない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。

２．当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得

を請求する権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式又は募集新株予約券の割り当てをうける権利

を有しておりません。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。　

　

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書の提出日までの間に次の書類を提出しております。

　

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第80期）（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）平成24年６月28日近畿財務局長に提出

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

平成24年６月28日近畿財務局長に提出

(3) 四半期報告書及び確認書　

（第81期第１四半期）（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）平成24年８月10日近畿財務局長に提出

（第81期第２四半期）（自　平成24年７月１日　至　平成24年９月30日）平成24年11月14日近畿財務局長に提出

（第81期第３四半期）（自　平成24年10月１日　至　平成24年12月31日）平成25年２月14日近畿財務局長に提出

(4) 臨時報告書

平成24年６月29日近畿財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく

臨時報告書であります。

平成25年４月４日近畿財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号（財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に

著しい影響を与える事象の発生）に基づく臨時報告書であります。　
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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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　 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 　

　
平成25年６月27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

　

　

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるカネヨウ株式会社の平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの第８１期事業年度の財務諸表、すなわち、

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細

表について監査を行った。

　

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企業会計の基準に準拠して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監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ

き監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法

人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸

表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し

て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、

監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、カネヨウ株

式会社の平成２５年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、カネヨウ株

式会社の平成２５年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

EDINET提出書類

カネヨウ株式会社(E00551)

有価証券報告書

59/60



＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、カネヨウ株式会社の平成２５

年３月３１日現在の内部統制報告書について監査を行った。

　

内部統制報告書に対する経営者の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係

る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

　

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内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表

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財務報告に係る内部統制の監査の基準に

準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを

求めている。

　内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に

基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果につ

いて経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

　当監査法人は、カネヨウ株式会社が平成２５年３月３１日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記

の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財

務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

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、監査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、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管しております。

２．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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