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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35期

第３四半期
連結累計期間

第36期
第３四半期
連結累計期間

第35期

会計期間
自平成24年10月１日
至平成25年６月30日

自平成25年10月１日
至平成26年６月30日

自平成24年10月１日
至平成25年９月30日

売上高（千円） 3,902,594 5,274,844 5,320,114

経常利益（千円） 208,177 486,108 296,175

四半期（当期）純利益（千円） 156,758 287,439 214,024

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
152,324 284,746 209,555

純資産額（千円） 717,275 1,508,732 1,167,922

総資産額（千円） 2,794,540 3,929,611 3,405,840

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
13.06 18.34 17.66

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ 16.43 14.83

自己資本比率（％） 25.7 38.4 34.3

　

回次
第35期

第３四半期
連結会計期間

第36期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自平成25年４月１日
至平成25年６月30日

自平成26年４月１日
至平成26年６月30日

１株当たり四半期純利益金額

（円）
2.52 5.37

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の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35期第３四半期連結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、潜在株式は存在

するものの、当社株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。

４．当社は平成25年９月13日に東京証券取引所マザーズ市場に上場しているため、第35期の潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額は、新規上場日から第35期連結会計年度末までの平均株価を期中平均株価とみなして

算定しております。

５．当社は平成25年５月27日付で普通株式１株につき20株の株式分割、平成26年４月１日付で普通株式１株につ

き５株の株式分割を行いましたが、第35期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期

（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。

　

２【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、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３四半期連結会計期間において、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、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

　

(1）業績の状況

当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、消費税率引き上げ前の駆け込み需要の反動として、４月以

降の冷え込みの懸念があったものの想定内の水準に収まり、緩やかな回復基調が続きました。また、政府の経済

政策及び日銀の金融緩和政策を背景に、企業業績も改善傾向が続きました。

このような状況の中、当社グループ（当社、連結子会社）は引き続き顧客数の増加を図るための施策を重点的

に実施することで、事業規模の拡大を図りました。一例として、顧客層の拡大を狙い、株式会社良品計画とキッ

チンの共同開発を行いました。デザイン性と顧客目線での使い勝手を重視した当社の商品開発スタイルに、無印

良品のテイストをプラスしたキッチンを開発し販売を開始いたしました。今後も特色ある商品開発を行い商品ラ

インナップを拡張し、お客様の家づくりの自由度を拡げるべく活動してまいります。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高5,274百万円（前年同四半期比35.2％増）、営業利

益493百万円（前年同四半期比126.9％増）、経常利益486百万円（前年同四半期比133.5％増）、四半期純利益

287百万円（前年同四半期比83.4％増）となりました。

なお、当社グループは建築資材のインターネット通信販売事業の単一セグメントであるため、セグメント別の

記載を省略しております。

 

(2）財政状態の分析

（資産）

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ523百万円増加し、3,929百万円と

なりました。その主な要因は、現金及び預金の増加211百万円、商品の増加143百万円、売掛金の増加90百万円に

よるものであります。

（負債）

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ182百万円増加し、2,420百万円と

なりました。その主な要因は、長期借入金の減少156百万円及び社債の減少69百万円があったものの、買掛金の

増加253百万円、未払法人税等の増加70百万円があったことによるものであります。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ340百万円増加し、1,508百万円

となりました。その主な要因は、利益剰余金の増加257百万円、資本金の増加42百万円、資本剰余金の増加42百

万円によるものであります。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(4）研究開発活動

該当事項はありません。

　

(5）主要な設備

当第３四半期累計期間において、平成26年６月17日書面による取締役会にて決議した業容拡大に向けた増床を

目的とした名古屋ショールーム移転計画に伴い、既存の設備を減損処理しております。
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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 48,000,000

計 48,000,000

　　

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26年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年８月11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 15,950,500 15,950,500
東京証券取引所

（マザーズ）

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式であり、単元株式

数は100株であります。

計 15,950,500 15,950,500 － －

　(注）「提出日現在発行数」欄には、平成26年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使に

より発行された株式数は含まれておりません。

　

　　 

（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（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26年４月１日～

平成26年６月30日
12,791,500 15,950,500 7,775 389,652 7,775 339,652

（注）１．平成26年２月13日開催の取締役会の決議により、平成26年４月１日付で普通株式１株につき５株の株式分割

を　　行いました。これにより、発行済株式総数は12,636,000株増加し、15,795,000株となっております。

２．新株予約権の行使により、発行済株式総数は155,500株増加し、15,950,500株となっております。

　

 

（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26年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

なお、平成26年４月１日付で株式分割（１：５）を行ったことを考慮し記載しております。

　

①【発行済株式】

　 平成26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） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 15,791,000 157,910 （注）

単元未満株式 　　　　4,000 － －

発行済株式総数 15,795,000 － －

総株主の議決権 － 157,910 －

　（注）権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。１単元の株式数　100株

　

②【自己株式等】

　 平成26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(％)

－ － － － － －

計 － － － － －

　

　

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 

（１）新任役員

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

就任年月日

代表取締

役社長
―　  山根　太郎 昭和58年７月15日生

平成20年４月 伊藤忠商事株式会社入社

平成26年４月 当社入社　商品部長

平成26年６月 当社代表取締役社長就任

（現任）

（注） 2,060,000
平成26年

６月12日

　　（注）任期は、就任の時から平成26年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

　

（２）退任役員

役名 職名 氏名 退任年月日

代表取締役社長 ― 谷口　亙 平成26年６月12日
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「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）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３四半期連結会計期間（平成26年４月１日から平

成26年６月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年10月１日から平成26年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,512,426 1,723,804

売掛金 292,229 383,086

商品 749,891 893,085

貯蔵品 2,552 16,923

繰延税金資産 27,231 34,219

その他 66,142 124,377

流動資産合計 2,650,473 3,175,496

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 416,679 359,636

土地 122,149 122,149

その他（純額） 39,981 44,830

有形固定資産合計 578,811 526,616

無形固定資産 49,154 47,533

投資その他の資産

繰延税金資産 11,964 18,962

その他 115,437 161,842

貸倒引当金 － △838

投資その他の資産合計 127,401 179,965

固定資産合計 755,367 754,115

資産合計 3,405,840 3,929,611

負債の部

流動負債

買掛金 212,268 465,769

短期借入金 30,000 30,000

1年内返済予定の長期借入金 316,331 335,136

1年内償還予定の社債 159,000 139,000

未払金 50,906 57,441

未払法人税等 68,234 138,947

前受金 191,415 226,890

賞与引当金 18,387 19,977

資産除去債務 － 5,775

その他 28,378 77,580

流動負債合計 1,074,921 1,496,517
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年６月30日)

固定負債

社債 258,500 189,000

長期借入金 825,596 668,894

繰延税金負債 242 －

資産除去債務 78,658 66,467

固定負債合計 1,162,996 924,361

負債合計 2,237,918 2,420,879

純資産の部

株主資本

資本金 346,707 389,652

資本剰余金 296,707 339,652

利益剰余金 528,775 786,388

株主資本合計 1,172,191 1,515,694

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △4,269 △6,961

その他の包括利益累計額合計 △4,269 △6,961

純資産合計 1,167,922 1,508,732

負債純資産合計 3,405,840 3,929,611
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成24年10月１日
　至　平成25年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年10月１日
　至　平成26年６月30日)

売上高 3,902,594 5,274,844

売上原価 2,647,919 3,490,249

売上総利益 1,254,675 1,784,594

販売費及び一般管理費 1,037,060 1,290,732

営業利益 217,614 493,861

営業外収益

受取利息 113 183

為替差益 15,346 2,583

物品売却益 709 1,741

その他 2,441 369

営業外収益合計 18,611 4,877

営業外費用

支払利息 10,774 10,765

支払手数料 15,274 1,863

株式公開費用 2,000 －

その他 － 2

営業外費用合計 28,048 12,631

経常利益 208,177 486,108

特別利益

固定資産売却益 17 768

受取保険金 86,151 －

保険解約返戻金 － 25,316

その他 － 1,341

特別利益合計 86,169 27,426

特別損失

固定資産売却損 － 109

減損損失 － 20,106

固定資産除却損 345 5,075

特別損失合計 345 25,291

税金等調整前四半期純利益 294,000 488,242

法人税、住民税及び事業税 118,888 215,040

法人税等調整額 18,354 △14,236

法人税等合計 137,242 200,803

少数株主損益調整前四半期純利益 156,758 287,439

四半期純利益 156,758 287,439
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成24年10月１日
　至　平成25年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年10月１日
　至　平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 156,758 287,439

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △4,433 △2,692

その他の包括利益合計 △4,433 △2,692

四半期包括利益 152,324 284,746

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 152,324 284,746

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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

連結累計期間に係る減価償却費（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３四半期連結累計期間
（自　平成24年10月１日
至　平成25年６月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成25年10月１日
至　平成26年６月30日）

減価償却費 65,136千円 69,790千円

 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成24年10月１日　至平成25年６月30日）
 

１．配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年12月21日
定時株主役会

普通株式 24,000 200  平成24年９月30日  平成24年12月25日 利益剰余金

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成25年10月１日　至平成26年６月30日）
 

1．配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年11月14日
取締役会

普通株式 29,826 10  平成25年９月30日  平成25年12月27日 利益剰余金

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

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３四半期連結累計期間（自　平成24年10月１日　至　平成25年６月30日）

　当社グループは建築資材のインターネット通信販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成25年10月１日　至　平成26年６月30日）

　当社グループは建築資材のインターネット通信販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。
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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、潜在株式調整後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３四半期連結累計期間
（自　平成24年10月１日
至　平成25年６月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成25年10月１日
至　平成26年６月30日）

（1）１株当たり四半期純利益金額 13円06銭 18円34銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益金額（千円） 156,758 287,439

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） 156,758 287,439

普通株式の期中平均株式数（株） 12,000,000 15,671,866

（2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金

額　
    － 16円43銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益調整額（千円）　 － －

普通株式増加額（株）　 － 1,827,321

（うち新株予約権（株））　 － (1,827,321)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

 

－

 

 

 

－

 

 

（注）1．前第３四半期連結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、潜在株式は存在す

るものの、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。

２．当社は平成25年５月27日付で普通株式１株につき20株の株式分割、平成26年４月１日付で普通株式１株に

つき５株の株式分割を行いましたが、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当

たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額を算定しております。

　　

　　

（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26年８月11日

株式会社サンワカンパニー

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 西原　健二　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 入山　友作　　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」に掲げられている株式会社サンワ

カンパニーの平成25年10月１日から平成26年９月30日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成26年４月１日

から平成26年６月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年10月１日から平成26年６月30日まで）に係る四半期

連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について

四半期レビューを行った。

　

四半期連結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連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

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連結財務諸表を

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連結財務諸表に対する

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、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社サンワカンパニー及び連結子会社の平成26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３四半期連結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。

２．四半期連結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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