
平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

平成26年2月7日

（百万円未満切捨て）

上場会社名カネヨウ株式会社 上場取引所 東
コード番号3209 URL http://www.kaneyo-net.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 川島 正博
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役職能担当 （氏名） 山成 哲央 TEL 06-6243-6500
四半期報告書提出予定日 平成26年2月14日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1. 平成26年3月期第3四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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3四半期 8,260 5.7 84 △16.6 49 △22.7 87 53.5
25年3月期第3四半期 7,813 △1.8 101 34.1 63 76.3 57 125.3

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3四半期 6.26 ―
25年3月期第3四半期 4.08 ―

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3四半期 6,472 1,091 16.9 77.80
25年3月期 5,512 963 17.5 68.67
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 1,091百万円 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 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
＊業績予想の修正につきましては、本日（平成26年２月７日）に公表いたしました「関係会社株式売却益（特別利益）の計上及び業績予想の修正に関するお知
らせ」をご覧ください。 

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

通期 10,100 △1.0 95 △12.8 40 △32.0 100 13.7 7.11



(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
②①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3Q 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3Q 31,852 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3Q 14,034,766 株 25年3月期3Q 14,035,578 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。



○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………………………… 2

（１）経営成績に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2

（２）財政状態に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………………………… 2

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 …………………………………………………………………………… 2

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ……………………………………………………………… 2

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ……………………………………………………… 2

３．継続企業の前提に関する重要事象等 ………………………………………………………………………………… 2

４．四半期財務諸表 ………………………………………………………………………………………………………… 3

（１）四半期貸借対照表 ………………………………………………………………………………………………… 3

（２）四半期損益計算書 ………………………………………………………………………………………………… 4

第３四半期累計期間 ……………………………………………………………………………………………… 4

（３）四半期財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………………………… 5

（継続企業の前提に関する注記） ………………………………………………………………………………… 5

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ………………………………………………………… 5

カネヨウ㈱(3209) 
平成26年３月期　第3四半期決算短信（非連結）

1



（１）経営成績に関する説明

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、アベノミクスの追い風を受け円安と株高が進展した結果、輸出と

個人消費などの後押しを受けながら緩やかな回復がみられました。

しかしながら円安による輸入品価格の上昇や消費税増税による消費低迷への懸念など、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「収益力の最大化」を掲げ、各営業部ともに基本戦略を推進してきましたが、原料

価格が依然として高い水準にあることと円安による採算の悪化で利益面での苦戦を強いられました。

以上の結果、売上高は82億60百万円（昨年同期比105.7％）、営業利益は84百万円（同83.4％）、経常利益は49

百万円（同77.3％）と増収減益となりましたが、保有関係会社株式の一部売却益41百万円を特別利益に計上した結

果、四半期純利益は87百万円（前年同期比153.5%、30百万円の増益）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第３四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９億59百万円増加し、64

億72百万円となりました。増加の主因は、羽毛原料の商量増加により商品在庫が６億34百万円増加したためであ

ります。 

（負債）

当第３四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８億31百万円増加し、53

億80百万円となりました。増加の主因は、借入金が短期長期あわせて６億97百万円増加したためであります。

（純資産）

当第３四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１億28百万円増加し、

10億91百万円となりました。増加の主因は、繰延ヘッジ利益が17百万円減少したものの、当第３四半期純利益87

百万円の計上及び、その他有価証券評価差額金が57百万円増加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

平成26年３月期の業績予想につきましては、本日（平成26年２月７日）に公表いたしました「関係会社株式売

却益（特別利益）の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

なお、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

的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性がありま

す。

（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３四半期会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 501,151 516,133

受取手形及び売掛金 3,006,831 3,256,892

商品 870,125 1,504,348

その他 152,320 192,932

貸倒引当金 △20,659 △28,245

流動資産合計 4,509,770 5,442,061

固定資産

有形固定資産 576,777 579,559

無形固定資産 5,039 4,895

投資その他の資産 420,920 445,603

固定資産合計 1,002,738 1,030,059

資産合計 5,512,508 6,472,120

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,552,090 2,672,469

短期借入金 1,389,844 1,860,112

未払法人税等 9,896 1,182

賞与引当金 10,200 6,300

その他 241,157 286,304

流動負債合計 4,203,187 4,826,367

固定負債

長期借入金 85,414 313,000

役員退職慰労引当金 40,643 －

その他 219,496 240,896

固定負債合計 345,554 553,896

負債合計 4,548,742 5,380,263

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 △255,485

自己株式 △2,371 △2,411

株主資本合計 495,897 583,766

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 100,829 158,354

繰延ヘッジ損益 66,743 49,439

土地再評価差額金 300,295 300,295

評価・換算差額等合計 467,868 508,089

純資産合計 963,766 1,091,856

負債純資産合計 5,512,508 6,472,120
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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24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

売上高 7,813,287 8,260,136

売上原価 7,301,043 7,756,760

売上総利益 512,243 503,376

販売費及び一般管理費 410,646 418,666

営業利益 101,597 84,709

営業外収益

受取利息 1,960 1,204

受取配当金 1,905 4,807

受取賃貸料 11,700 11,700

その他 222 1,768

営業外収益合計 15,787 19,480

営業外費用

支払利息 42,458 42,054

賃貸収入原価 10,254 10,149

その他 862 2,676

営業外費用合計 53,574 54,880

経常利益 63,809 49,309

特別利益

関係会社株式売却益 － 41,300

特別利益合計 － 41,300

税引前四半期純利益 63,809 90,609

法人税、住民税及び事業税 6,530 2,700

法人税等調整額 － －

法人税等合計 6,530 2,700

四半期純利益 57,279 87,909
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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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