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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 71,156 ― 1,912 ― 1,860 ― 1,103 ―
20年3月期第2四半期 61,186 7.7 1,228 18.1 1,196 18.4 686 12.5

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2四半期 51.12 ―
20年3月期第2四半期 31.21 ―

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2四半期 52,645 12,578 23.9 582.63
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2四半期  12,578百万円 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

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。  

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2四半期  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2四半期  618,484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2四半期  21,588,916株 20年3月期第2四半期  22,003,839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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、前期から続く米国サブプライムローン問題に端を発した世界景

気の減速による輸出全体の増勢鈍化と金融不安の影響を受け、企業収益は次第に悪化してまいりました。また、企業

収益の低下に伴う民間設備投資の減少とガソリン価格を筆頭とした諸物価の値上がり等により個人消費も落ち込み、

景気の減速感が広がったところ、第２四半期末に米国大手金融機関破綻のニュースが伝わり、一挙に混沌とした状況

になってまいりました。 

 鉄鋼業界におきましては、自動車や造船向けが好調で、新興国需要も旺盛だったことから、国内粗鋼生産は前年同

期に比較して2.8％増の6,150万トンと過去最高の水準となりました。 

 また、鉄鋼価格は世界的な鉄鋼原材料の値上がりを受け、期初より上昇を続けてまいりましたが、第２四半期末に

鉄スクラップ価格が急落し始めると一転弱含みの状況となりました。 

 こうした状況下、当社グループでは第５次２ヵ年経営計画の「今起こせ 知恵と努力で 熱い風 次の挑戦  

１２３０」をスローガンとして、提案型営業を全社的に展開するとともに、従来の取引先へのシェアアップに意欲的

に取り組む一方、積極果敢に新規優良顧客への開拓に邁進してまいりました。また、営業の地域連携では東京、名古

屋、大阪、九州と全国を４ブロックに分割した４母店を中心に在庫の有効活用、営業情報の共有化をはかってまいり

ました。 

 さらに、管理面におきましては、内部統制システムの有効な運用に努め、併せてコンプライアンスの社内教育にも

徹底してまいりました。 

 以上の結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は711億56百万円と前年同四半期に比較して

16.3％の増収、営業利益は19億12百万円と前年同四半期に比較して55.7％の増益、経常利益は18億60百万円と同じく

55.4％の増益、四半期純利益は11億3百万円と同じく60.7％の増益を達成することができました。 

 なお、前年同四半期比は参考として記載しております。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末の総資産は前連結会計年度末と比較して25億68百万円増加し、526億45百万円となりました。その

主な要因は、受取手形及び売掛金の増加5億56百万円、商品の増加23億62百万円、投資有価証券の減少2億91百万円で

あります。 

 負債は19億2百万円増加し400億67百万円となりましたが、その主な要因は、支払手形及び買掛金の増加18億92百万

円、長期借入金の増加10億円、未払法人税等の増加2億20百万円、短期借入金の減少11億円であります。 

 純資産は6億65百万円増加し125億78百万円となりましたが、その主な要因は、利益剰余金の増加8億44百万円、そ

の他有価証券評価差額金の減少1億77百万円であります。その結果、自己資本比率は23.9％となり、前連結会計年度

末と比較して0.1％上昇しました。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の見通しにつきましては、当第２四半期末に発生した米国発金融危機はすぐ欧州に飛び火し、一挙に世界的金

融危機となり、この影響がわが国の実体経済にも大きく及んでくることは確実であります。鉄鋼業界におきまして

も、世界経済の減速による輸出の鈍化は、外需の伸びを追い風に成長してきた国内企業の目算を狂わし、これにより

鉄鋼需要は後退し、増産を続けてきた高炉メーカーも生産調整をせざるを得ない状況となることが予想されます。 

 このような状況下、景況の後退が当社グループの業績に及ぼす影響は予測しがたいほど不透明でありますので、通

期の業績予想は平成20年5月15日発表のとおりであります。 

  

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 

 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２四半期決算短信
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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、当第２四半期連結累計期間の売上総利益、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11,563千円減少しております。  

（株）カノークス（８０７６）　平成２１年３月期　第２四半期決算短信
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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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 966,845 912,627

受取手形及び売掛金 32,212,841 31,655,993

商品 11,085,295 8,722,296

その他 780,743 874,235

貸倒引当金 △124,145 △133,306

流動資産合計 44,921,579 42,031,845

固定資産   

有形固定資産 4,477,430 4,536,649

無形固定資産 67,765 75,689

投資その他の資産   

投資有価証券 2,807,706 3,098,758

その他 408,405 406,095

貸倒引当金 △69,509 △71,302

投資その他の資産合計 3,146,602 3,433,551

固定資産合計 7,691,799 8,045,890

繰延資産 32,371 －

資産合計 52,645,751 50,077,735

（株）カノークス（８０７６）　平成２１年３月期　第２四半期決算短信
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 22,877,793 20,985,077

短期借入金 9,700,000 10,800,000

1年内償還予定の社債 － 1,500,000

未払法人税等 793,205 572,526

賞与引当金 208,222 214,287

その他 251,346 275,143

流動負債合計 33,830,567 34,347,034

固定負債   

社債 3,500,000 2,000,000

長期借入金 1,000,000 －

その他 1,737,092 1,818,520

固定負債合計 6,237,092 3,818,520

負債合計 40,067,659 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 1,802,601 1,802,600

利益剰余金 7,641,632 6,797,245

自己株式 △185,047 △184,449

株主資本合計 11,569,185 10,725,395

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 787,142 965,021

土地再評価差額金 221,763 221,763

評価・換算差額等合計 1,008,905 1,186,785

純資産合計 12,578,091 11,912,180

負債純資産合計 52,645,751 50,077,735
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 71,156,351

売上原価 67,109,791

売上総利益 4,046,560

販売費及び一般管理費 2,134,302

営業利益 1,912,257

営業外収益  

受取利息 1,662

受取配当金 37,353

仕入割引 35,184

持分法による投資利益 5,115

受取賃貸料 26,079

雑収入 8,830

営業外収益合計 114,225

営業外費用  

支払利息 91,719

売上割引 33,319

賃貸費用 13,102

雑損失 28,130

営業外費用合計 166,272

経常利益 1,860,211

特別利益  

固定資産売却益 743

貸倒引当金戻入額 10,963

特別利益合計 11,707

特別損失  

固定資産除却損 312

減損損失 2,958

特別損失合計 3,271

税金等調整前四半期純利益 1,868,646

法人税、住民税及び事業税 777,992

法人税等調整額 △13,051

法人税等合計 764,941

四半期純利益 1,103,705

（株）カノークス（８０７６）　平成２１年３月期　第２四半期決算短信
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 1,868,646

減価償却費 80,353

減損損失 2,958

社債発行費償却 736

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10,955

前払年金費用の増減額（△は増加） △11,089

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,065

受取利息及び受取配当金 △39,015

支払利息 91,719

持分法による投資損益（△は益） △5,115

固定資産売却損益（△は益） △743

固定資産除却損 312

売上債権の増減額（△は増加） △451,853

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,362,999

仕入債務の増減額（△は減少） 1,892,716

その他 30,445

小計 1,080,051

利息及び配当金の受取額 40,095

利息の支払額 △85,163

法人税等の支払額 △558,801

営業活動によるキャッシュ・フロー 476,182

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 △19,152

有形固定資産の売却による収入 2,723

無形固定資産の取得による支出 △12,915

投資有価証券の取得による支出 △3,575

貸付けによる支出 △1,000

貸付金の回収による収入 2,674

その他 1,857

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,388

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） △1,100,000

長期借入れによる収入 1,000,000

社債の発行による収入 1,466,893

社債の償還による支出 △1,500,000

自己株式の純増減額（△は増加） △597

配当金の支払額 △258,872

財務活動によるキャッシュ・フロー △392,576

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 54,218

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 966,845
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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２四半期決算短信
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日） 

区分 金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   61,186 100.0 

Ⅱ 売上原価   57,924 94.7 

売上総利益   3,262 5.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   2,034 3.3 

営業利益   1,228 2.0 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 1     

２．受取配当金 35     

３．仕入割引 25     

４．持分法による投資利益  7     

５．受取賃貸料  29     

６．雑収益  8 108 0.2 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 74     

２．売上割引 29     

３．支払保証料  3     

４．賃貸資産費用  15     

５．雑損失 16 139 0.2 

経常利益   1,196 2.0 

Ⅵ 特別利益       

１．固定資産売却益 0     

２．貸倒引当金繰戻益 1 1 0.0 

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産売・除却損 0     

２．退職給付費用 26 27 0.1 

税金等調整前中間純利益   1,171 1.9 

法人税、住民税及び事業
税 

468     

法人税等調整額 16 484 0.8 

中間純利益   686 1.1 
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(2）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純利益 1,171 

減価償却費  85 

社債発行費償却額  5 

貸倒引当金の減少額  △1 

前払年金費用の増加額  △68 

賞与引当金の増加額  11 

受取利息及び受取配当金  △37 

支払利息  74 

持分法による投資利益  △7 

固定資産売却益  △0 

固定資産売・除却損  0 

売上債権の減少額  188 

たな卸資産の増加額  △1,244 

仕入債務の増加額  424 

その他  △126 

小計 475 

利息及び配当金の受取額  38 

利息の支払額  △81 

法人税等の支払額  △449 

営業活動によるキャッシュ・フロー △17 

Ⅱ 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  △11 

有形固定資産の売却による収入  3 

無形固定資産の取得による支出  △2 

投資有価証券の取得による支出  △3 

投資有価証券の売却による収入  0 

長期貸付金の貸付による支出  △10 

長期貸付金の回収による収入  7 

その他  △9 

投資活動によるキャッシュ・フロー △26 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の純増減額  △1 

配当金の支払額  △264 

財務活動によるキャッシュ・フロー △265 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △309 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,607 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,298 
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