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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81期
第１四半期
累計期間

第82期
第１四半期
累計期間

第81期

会計期間
自平成24年４月１日
至平成24年６月30日

自平成25年４月１日
至平成25年６月30日

自平成24年４月１日
至平成25年３月31日

売上高（千円） 2,237,325 2,142,840 10,204,993

経常利益（△は損失）（千円） 6,127 △15,862 58,818

四半期（当期）純利益（△は損失）（千円） 3,727 △16,612 87,938

持分法を適用した場合の投資利益（千円） － － －

資本金（千円） 703,310 703,310 703,310

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

純資産額（千円） 735,383 952,662 963,766

総資産額（千円） 5,329,824 5,292,168 5,512,508

１株当たり四半期（当期）純利益金額（△は

損失）（円）
0.27 △1.18 6.27

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（％） 13.8 18.0 17.5

（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．第81期第１四半期累計期間および第81期の潜在株式調整後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。また、第82期第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、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１四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）が営む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１四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１四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。
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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１四半期累計期間におけるわが国経済は、政府による経済対策や日本銀行の金融緩和等を背景に、円安の進
行や株価の上昇、個人消費の持ち直しなど、景気回復の兆しが見られたものの、企業収益・雇用情勢は依然として
厳しく、世界経済は欧州の財政問題の継続に加えて、新興国経済停滞等の景気下振れの懸念材料を残したまま推
移しました。 
　このような環境下、当社は中期経営計画の基本戦略「伝統的既存商権の拡充」と「新規商権の伸長」による
「収益力の最大化」に注力し、羽毛を中心とした寝装用原料が好調に推移し売上高、利益共に当初予想を上回り
ましたが、全体としては好調だった前年同期には及びませんでした。
　この結果、当第１四半期累計期間の業績は売上高21億42百万円（前年同期比4.2％減）、営業利益は△４百万円
（前年同期17百万円、前年同期比22百万円の減少）、経常利益は△15百万円（前年同期６百万円、同21百万円の減
少）、四半期純利益△16百万円（前年同期３百万円、同20百万円の減少）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
　羽毛原料は前期に引き続き大手優良メーカーとの取引拡大で、売上を大きく伸ばすことが出来ました。羊毛原
料、合繊原料は円安による海外調達コストの増加で、利益を確保することが出来ませんでした。その結果、売上高
は６億40百万円（前年同期比8.6％増）、営業利益は21百万円（同62.6％増）となりました。
②寝装製品　
　寝装製品は、天候不順により春夏用冷感、涼感製品の取引が減少、防炎毛布も当初の予想を下回り、利益を確保す
ることができませんでした。市況が悪い中で商品的にはガーゼケットは順調に出荷されましたが、従来の主力商
品であった綿毛布は昨年を下回りました。その結果、売上高は３億94百万円（前年同期比16.1％減）、営業利益は
６百万円（同52.4％減）となりました。
③リビング・インテリア用品
　春夏商材を含め通販向け取引は全般的に動きが不調でした。マットレスの芯材が納品遅延で売上が伸びません
でした。ムートン関連は計画比売上は伸びましたが、円安と原皮価格上昇で利益率が落ち、計画達成が出来ません
でした。その結果、売上高は３億58百万円（前年同期比3.7％減）、営業利益は６百万円（同14.7％減）となりま
した。
④生地反物等繊維製品
　ニット素材は、原料相場高、円安によるコストアップの影響で利益を確保することが出来ませんでした。欧州向
け織物輸出は、欧州経済不振もユーロ安の影響で、採算が向上し売上を伸ばすことが出来ました。その結果売上高
は４億37百万円（前年同期比10.2％増）、営業利益は20百万円（同12.6％減）となりました。
⑤生活関連用品
　農業資材の防虫ネット、防草シート、根切りネッ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。健康
食品はカキ肉エキスを中心に販売が増え、若干ですが売上を伸ばすことが出来ました。その結果、売上高は３億５
百万円（前年同期比24.0％減）、営業利益は11百万円（同7.4％増）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１四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１四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。
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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１四半期会計期間末現在
発行数（株）
（平成25年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年８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
東京証券取引所

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25年４月１日～

平成25年６月30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１四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１四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出来ないため、記載す

ることができませんので、直前の基準日である平成25年３月31日の株主名簿により記載しております。

①【発行済株式】 

 平成25年６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　 　　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６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
大阪市央区久太郎町４丁

目１番３号
31,000 － 31,000 0.22

計 － 31,000 － 31,000 0.22

　

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１四半期会計期間（平成25年４月１日から平成25年

６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30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 0.9％

利益基準 11.2％

利益剰余金基準 0.1％

※　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。また、利益基準による割合は当第１四半期累計期間において一時的に増加したものであり、重要性は

ないものと認識しております。　
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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25年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 501,151 321,553

受取手形及び売掛金 ※3
 3,006,831

※3
 2,685,620

商品 870,125 1,077,262

その他 152,320 246,276

貸倒引当金 △20,659 △23,591

流動資産合計 4,509,770 4,307,120

固定資産

有形固定資産 576,777 582,115

無形固定資産 5,039 4,822

投資その他の資産 ※2
 420,920

※2
 398,109

固定資産合計 1,002,738 985,048

資産合計 5,512,508 5,292,168

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※3
 2,552,090

※3
 2,383,522

短期借入金 1,389,844 1,407,912

未払法人税等 9,896 1,000

賞与引当金 10,200 4,200

その他 241,157 248,568

流動負債合計 4,203,187 4,045,202

固定負債

長期借入金 85,414 61,758

役員退職慰労引当金 40,643 －

その他 219,496 232,545

固定負債合計 345,554 294,303

負債合計 4,548,742 4,339,505

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 △343,395 △360,007

自己株式 △2,371 △2,371

株主資本合計 495,897 479,285

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 100,829 78,037

繰延ヘッジ損益 66,743 95,044

土地再評価差額金 300,295 300,295

評価・換算差額等合計 467,868 473,377

純資産合計 963,766 952,662

負債純資産合計 5,512,508 5,292,168
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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24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

売上高 2,237,325 2,142,840

売上原価 2,091,423 2,001,654

売上総利益 145,902 141,185

販売費及び一般管理費 128,165 145,973

営業利益又は営業損失（△） 17,736 △4,787

営業外収益

受取利息 535 255

受取配当金 1,487 1,214

受取賃貸料 3,900 3,900

その他 154 0

営業外収益合計 6,077 5,370

営業外費用

支払利息 13,882 12,865

賃貸収入原価 3,418 3,383

その他 386 195

営業外費用合計 17,687 16,444

経常利益又は経常損失（△） 6,127 △15,862

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 6,127 △15,862

法人税、住民税及び事業税 2,400 750

法人税等調整額 － －

法人税等合計 2,400 750

四半期純利益又は四半期純損失（△） 3,727 △16,612
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【注記事項】

（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）

　該当事項はありません。

　

（四半期貸借対照表関係）

１．受取手形割引高

 
前事業年度

（平成25年３月31日）
当第１四半期会計期間
（平成25年６月30日）

受取手形割引高 6,298千円 48,145千円

　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、前事

業年度6,298千円、当第１四半期会計期間48,145千円であります。

　

※２．資産の額から直接控除している貸倒引当金の額

 
前事業年度

（平成25年３月31日）
当第１四半期会計期間
（平成25年６月30日）

投資その他の資産 42,887千円 42,209千円

　

※３．四半期会計期間末日満期手形

　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をしております。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。

 
前事業年度

（平成25年３月31日）
当第１四半期会計期間
（平成25年６月30日）

受取手形 208,743千円 166,603千円

支払手形 179,711千円 105,101千円

　

　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四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１四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１四半期累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

　 　 　

減価償却費 　3,191 千円 　3,184 千円 
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30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
 590,044

470,286

　

372,572

　
 397,247 401,357 2,231,5085,8162,237,325

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

 6,6396,247　 61　  707  54  13,709 18 13,728

計  596,683
476,534

　

372,633

　
 397,954 401,411 2,245,2185,8352,251,053

セグメント利益

又は損失（△）
 13,42614,162　 7,163　  23,908 10,337 68,999△2,550 66,448

（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 68,999 　

「その他」の区分の損失（△） △2,550 　

全社費用（注） △48,711 　

四半期損益計算書の営業利益 17,736 　

（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１四半期累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年６月30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
 640,809

394,691

　

358,905

　
 437,913 305,010 2,137,3305,5102,142,840

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

 14,379963　 －　  1,586 6,165 23,095 － 23,095

計  655,189
395,654

　

358,905

　
 439,500 311,176 2,160,4255,5102,165,936

セグメント利益  21,8266,745　 6,113　  20,897 11,102 66,685526 67,212

（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 66,685 　

「その他」の区分の利益 526 　

全社費用（注） △72,000 　

四半期損益計算書の営業損失 △4,787 　

（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又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

１株当たり四半期純利益（△は損失）金額 0円27銭 △1円18銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益（△は損失）金額（千円） 3,727 △16,612

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（△は損失）金額

（千円）
3,727 △16,612

普通株式の期中平均株式数（株） 14,035,740 14,034,812

（注）　前第１四半期累計期間の潜在株式調整後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。また、当第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１

株当たり四半期純損失金額であり、また、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25年８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 上田　　美穂　　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２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの第８２期事業年度の第１四半期会計期間（平成２５年４月１

日から平成２５年６月３０日まで）及び第１四半期累計期間（平成２５年４月１日から平成２５年６月３０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２５年６月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了

する第１四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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