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1.  平成26年3月期第1四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年6月30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 ％

26年3月期第1四半期 2,142 △4.2 △4 ― △15 ― △16 ―
25年3月期第1四半期 2,237 9.0 17 ― 6 ― 3 ―

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

26年3月期第1四半期 △1.18 ―
25年3月期第1四半期 0.27 ―

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

26年3月期第1四半期 5,292 952 18.0 67.88
25年3月期 5,512 963 17.5 68.67
（参考） 自己資本 26年3月期第1四半期 952百万円 25年3月期 963百万円

2.  配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 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

25年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成26年 3月期の業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 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

第2四半期(累計) 4,600 △3.0 12 △70.0 △15 ― △16 ― △1.14
通期 10,100 △1.0 95 △12.8 40 △31.9 35 △60.2 2.49



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(3) 発行済株式数（普通株式）

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q 14,066,208 株 25年3月期 14,066,208 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 31,396 株 25年3月期 31,396 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 14,034,812 株 25年3月期1Q 14,035,740 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きの対象外であり、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が実施中です。

※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と判断する一定の前提に基づいており、その達成を
当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は、様々な要因によって異なる可能性があります。なお業績予想に関する事項は添付資料
2ページ「1.当四半期決算に関する定性的情報（3）業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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（１）経営成績に関する説明

当第１四半期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 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。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第１四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末の55億12百万円に比し、２億20百万円減少し、

52億92百万円となりました。減少の主因は、季節的な要因による商量の減少に伴い、受取手形及び売掛金の売

上債権が３億21百万円減少したためであります。

（負債）

当第１四半期会計期間末における負債合計は、前事業年度末の45億48百万円に比し、２億９百万円減少し、

43億39百万円となりました。減少の主因は、売上債権の減少と同様に季節的な要因による商量の減少に伴い、

支払手形及び買掛金の仕入債務が１億68百万円減少したためであります。

（純資産）

当第１四半期会計期間末における純資産合計は、前事業年度末の９億63百万円に比し、11百万円減少し、９

億52百万円となりました。減少の主因は、その他有価証券評価差額金が22百万円減少したためであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第1四半期の業績につきましては、売上、利益ともに当初予想を上回って推移しておりますが、原料の高騰や円

安基調の為替相場等先行き不安な要素もありますので、現時点においては平成25年５月10日の「平成25年３月期

決算短信」で公表いたしました第2四半期累計期間及び通期の業績予想は変更しておりません。

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

該当事項はありません。

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期財務諸表
（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 3,006,831 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 420,920 398,109

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 2,552,090 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

カネヨウ㈱(3209) 
平成26年３月期　第１四半期決算短信（非連結）

3



（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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該当事項はありません。

該当事項はありません。

（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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