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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 ％

21年3月期第1四半期 33,707 ― 901 ― 891 ― 538 ―
20年3月期第1四半期 30,282 10.6 589 38.6 575 37.8 329 12.1

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

21年3月期第1四半期 24.96 ―
20年3月期第1四半期 14.97 ―

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

21年3月期第1四半期 51,149 12,252 24.0 567.52
20年3月期 50,077 11,912 23.8 551.73

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  12,252百万円 20年3月期  11,912百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 12.00 12.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 12.00 12.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  

第２四半期連結累計期間の業績予想は、第１四半期の業績が好調であったことを受け、平成２０年５月１５日発表の予想を修正しております。通期の業績予想は、第２四
半期以降の業績見通しが不透明であるため修正しておりません。  

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2四半期連結累計期間 68,362 ― 1,538 ― 1,481 ― 859 ― 39.79
通期 139,938 8.0 2,509 0.4 2,381 △2.4 1,370 △0.1 62.75

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第１２号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
１４号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  22,207,000株 20年3月期  22,207,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  618,059株 20年3月期  616,584株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  21,589,316株 20年3月期第1四半期  22,005,036株
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定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期の売上高は337億7百万円で前年同期比34億24百万円、率で11.3％の増加となりました。売上高増加の

要因は、売上重量が15,100トン、5.7％増加したことと、平均販売単価がトン当たり6,000円ほどアップしたことであ

ります。

　売上総利益は19億75百万円で、前年同期比3億57百万円、率で22.1％増加しています。売上総利益率は5.86％となり、

前年同期を0.52％上回りました。営業利益は9億1百万円となり、前年同期比3億11百万円、52.8％の増加であります。

経常利益は8億91百万円で前年同期比3億15百万円、54.8％の増加です。第１四半期純利益は5億38百万円となり、前年

同期比2億9百万円、63.6％の増益となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期末の総資産は前連結会計年度末と比較して10億71百万円増加し、511億49百万円となりました。その主

な要因は、受取手形及び売掛金の増加4億18百万円、商品の増加7億17百万円、現金及び預金の減少1億15百万円であり

ます。

　負債は7億31百万円増加し388億97百万円となりましたが、その主な要因は、支払手形及び買掛金の増加1億47百万円、

短期借入金の増加1億円、長期借入金の増加7億円、未払法人税等の減少2億65百万円であります。

　純資産は3億39百万円増加し122億52百万円となりましたが、その主な要因は、利益剰余金の増加2億79百万円、その

他有価証券評価差額金の増加60百万円であります。その結果、自己資本比率は24.0％となり、前連結会計年度末と比

較して0.2％上昇しました。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　第２四半期連結累計期間の業績予想は、第１四半期の業績が好調であったことを受け、売上高は若干の増加予想で

すが、営業利益は3億28百万円、経常利益は3億30百万円、四半期純利益は1億97百万円それぞれ平成20年5月15日発表

の予想に対し、増加する予想に修正しております。

　一方、通期の業績予想は、第２四半期以降の販売数量、売上総利益率は第２四半期までの数字を確保することはか

なり難しい状況になることが予想されるため、平成20年5月15日発表のとおりであります。

　連結業績予想は、本資料の発表日現在における計画、見通しに基づく予想であり、多分に不確定な要素を含んでお

ります。実際の業績は、今後発生し得る様々な要因によって異なる可能性があります。

 

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

　該当事項はありません。

 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①一般債権の貸倒見積額の算定方法　

　　　　 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め　

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒倒見積額を算定しております。　

　　　 ②棚卸資産の評価方法

　       当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出については、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、

収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積もり、簿価切下げを行う方法によっております。

　

　　　 ③固定資産の減価償却費の算定方法

　　　　 固定資産の年度中の取得、売却及び除却の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく年間

償却予定額を期間按分して算定しております。

（株）カノークス（８０７６）　平成２１年３月期　第１四半期決算短信
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（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　　　 ②通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、先入先出法による原価法によっておりましたが、当

第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５

日）が適用されたことに伴い、先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）により算定しております。

これにより、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ 6,837千円減少し

ております。　

 

（株）カノークス（８０７６）　平成２１年３月期　第１四半期決算短信
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 797,522 912,627

受取手形及び売掛金 32,074,155 31,655,993

商品 9,439,847 8,722,296

その他 835,911 874,235

貸倒引当金 △122,611 △133,306

流動資産合計 43,024,825 42,031,845

固定資産   

有形固定資産 4,507,168 4,536,649

無形固定資産 71,611 75,689

投資その他の資産   

投資有価証券 3,197,449 3,098,758

その他 408,097 406,095

貸倒引当金 △70,251 △71,302

投資その他の資産合計 3,535,295 3,433,551

固定資産合計 8,114,075 8,045,890

繰延資産 10,776 －

資産合計 51,149,677 50,077,735

（株）カノークス　平成２１年３月期　第１四半期決算短信
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 21,133,035 20,985,077

短期借入金 10,900,000 10,800,000

1年内償還予定の社債 1,000,000 1,500,000

未払法人税等 307,472 572,526

賞与引当金 108,146 214,287

その他 351,553 275,143

流動負債合計 33,800,208 34,347,034

固定負債   

社債 2,500,000 2,000,000

長期借入金 700,000 －

その他 1,897,329 1,818,520

固定負債合計 5,097,329 3,818,520

負債合計 38,897,537 38,165,555

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,310,000 2,310,000

資本剰余金 1,802,600 1,802,600

利益剰余金 7,076,837 6,797,245

自己株式 △184,926 △184,449

株主資本合計 11,004,510 10,725,395

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,025,866 965,021

土地再評価差額金 221,763 221,763

評価・換算差額等合計 1,247,629 1,186,785

純資産合計 12,252,139 11,912,180

負債純資産合計 51,149,677 50,077,735

（株）カノークス　平成２１年３月期　第１四半期決算短信
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 33,707,914

売上原価 31,732,877

売上総利益 1,975,036

販売費及び一般管理費 1,073,779

営業利益 901,256

営業外収益  

受取利息 610

受取配当金 36,618

仕入割引 16,939

受取賃貸料 13,171

雑収入 5,504

営業外収益合計 72,844

営業外費用  

支払利息 44,160

売上割引 15,898

持分法による投資損失 2,453

賃貸費用 6,533

雑損失 14,020

営業外費用合計 83,066

経常利益 891,035

特別利益  

固定資産売却益 633

貸倒引当金戻入額 11,751

特別利益合計 12,384

特別損失  

固定資産除却損 63

特別損失合計 63

税金等調整前四半期純利益 903,355

法人税、住民税及び事業税 301,693

法人税等調整額 62,752

法人税等合計 364,445

四半期純利益 538,910

（株）カノークス　平成２１年３月期　第１四半期決算短信
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 903,355

減価償却費 40,107

社債発行費償却 264

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,747

前払年金費用の増減額（△は増加） △5,270

賞与引当金の増減額（△は減少） △106,141

受取利息及び受取配当金 △37,228

支払利息 44,160

持分法による投資損益（△は益） 2,453

固定資産売却損益（△は益） △633

固定資産除却損 63

売上債権の増減額（△は増加） △472,058

たな卸資産の増減額（△は増加） △717,551

仕入債務の増減額（△は減少） 147,958

その他 116,240

小計 △96,028

利息及び配当金の受取額 38,228

利息の支払額 △26,247

法人税等の支払額 △558,633

営業活動によるキャッシュ・フロー △642,680

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 △10,094

有形固定資産の売却による収入 2,320

無形固定資産の取得による支出 △12,915

貸付金の回収による収入 1,823

その他 △508

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,374

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） 100,000

長期借入れによる収入 700,000

社債の発行による収入 488,960

社債の償還による支出 △500,000

自己株式の純増減額（△は増加） △477

配当金の支払額 △241,534

財務活動によるキャッシュ・フロー 546,949

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △115,105

現金及び現金同等物の期首残高 912,627

現金及び現金同等物の四半期末残高 797,522

（株）カノークス　平成２１年３月期　第１四半期決算短信
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　　（４）継続企業の前提に関する注記

　　　該当事項はありません。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。

（株）カノークス（８０７６）　平成２１年３月期　第１四半期決算短信　
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年3月期
　第1四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 30,282

Ⅱ　売上原価 28,665

売上総利益 1,617

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,027

営業利益 589

Ⅳ　営業外収益 57

受取利息　 0

受取配当金　 18

仕入割引　 12

持分法による投資利益　 7

受取賃貸料　 14

雑収益　 4

Ⅴ　営業外費用 72

支払利息 35

売上割引　 14

支払保証料　 6

賃貸資産費用　 7

雑損失　 8

経常利益 575

Ⅵ　特別利益 1

固定資産売却益　 0

貸倒引当金繰戻益　 1

Ⅶ　特別損失 14

固定資産売・除却損　 0

退職給付費用　 14

税金等調整前四半期純利益 562

法人税、住民税及び事業税 157

法人税等調整額　 75

四半期純利益 329

（株）カノークス（８０７６）　平成２１年３月期　第１四半期決算短信
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