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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 104,387 ― 2,191 ― 2,124 ― 1,216 ―
20年3月期第3四半期 95,169 7.7 1,842 9.6 1,800 9.4 1,040 5.6

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3四半期 56.36 ―
20年3月期第3四半期 47.46 ―

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3四半期 57,556 12,280 21.3 568.90
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3四半期  12,280百万円 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  有  

詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。  

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 125,754 △3.0 2,044 △18.2 1,858 △23.9 1,040 △24.2 48.17

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、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。  

(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3四半期  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3四半期  619,923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3四半期  21,588,516株 20年3月期第3四半期  21,911,798株
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   当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、9月の米国大手証券会社破綻を契機とした未曾有の世界的金融

危機の影響を大きく受け、急激な円高と株安の進行で国内企業の業績が急速に悪化する中、雇用や設備の過剰感か

ら製造業を中心とした非正規社員のリストラ等、バブル経済崩壊以上の景気の後退局面を迎えました。 

 鉄鋼業界におきましては、9月以降の景気後退による鋼材需要の減少に歯止めが掛からない中、鉄鋼メーカーは月

を追う毎に減産幅を拡大してまいりました。 

 こうした状況下、当社グループの業績は、第２四半期までは順調に推移してまいりましたが、第３四半期に入っ

て鋼材価格の下落、鋼材需要の減少により苦戦を強いられました。 

 以上の結果、第２四半期までの好業績もあって、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は1,043億87

百万円と前年同四半期に比較して9.7％の増収、営業利益は21億91百万円と前年同四半期に比較して18.9％の増益、

経常利益は21億24百万円と同じく18.0％の増益、四半期純利益は12億16百万円と同じく17.0％の増益となりまし

た。 

  なお、前年同四半期比は参考として記載しております。 

  

当第３四半期末の総資産は前連結会計年度末と比較して、74億79百万円増加し、575億56百万円となりました。そ

の主な要因は、現金及び預金の増加45億55百万円、商品の増加33億72百万円、その他流動資産の増加11億56百万

円、売上債権の減少5億70百万円、投資有価証券の減少10億16百万円であります。 

負債は71億10百万円増加し、452億75百万円となりましたが、その主な要因は、仕入債務の増加48億20百万円、短

期借入金の増加9億円、長期借入金の増加10億円、その他流動負債の増加11億11百万円、未払法人税等の減少2億51

百万円であります。 

純資産は3億68百万円増加し、122億80百万円となりましたが、その主な要因は、利益剰余金の増加9億57百万円、

その他有価証券評価差額金の減少5億87百万円であります。その結果、自己資本比率は21.3％となり、前連結会計年

度末と比較して2.5％低下しました。  

  

  

  第２四半期までは順調に推移していましたわが国経済も、秋口以降の金融危機の深刻化を背景とした世界経済悪

化により一転して景気下降局面に突入しました。こうした状況下、企業収益の大幅な減少、雇用・所得環境の悪化

などによる一層の景気後退が懸念され、経済環境は当面、厳しさを増すものと予想されます。 

 鉄鋼業界におきましても、自動車産業をはじめとした各製造業の減産を受け、鉄鋼メーカーは大幅な減産を余儀

なくされています。 

 このような中、当社グループの業績は、第３四半期累計までは計画どおり推移してきましたが、第４四半期では

一転して厳しい業績が予想されますので、通期の業績予想を売上高1,257億54百万円、営業利益20億44百万円、経常

利益18億58百万円、当期純利益10億40百万円に修正しております。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

   

 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。 

  

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

（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 

（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、
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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３四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80,312千円減少しております。  
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 5,467,839 912,627

受取手形及び売掛金 31,085,688 31,655,993

商品 12,094,745 8,722,296

その他 2,031,002 874,235

貸倒引当金 △131,813 △133,306

流動資産合計 50,547,462 42,031,845

固定資産   

有形固定資産 4,455,834 4,536,649

無形固定資産 64,050 75,689

投資その他の資産   

投資有価証券 2,082,267 3,098,758

その他 487,576 406,095

貸倒引当金 △111,478 △71,302

投資その他の資産合計 2,458,365 3,433,551

固定資産合計 6,978,250 8,045,890

繰延資産 31,189 －

資産合計 57,556,902 50,077,735
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 25,805,956 20,985,077

短期借入金 11,700,000 10,800,000

1年内償還予定の社債 － 1,500,000

未払法人税等 321,237 572,526

賞与引当金 104,958 214,287

その他 1,386,952 275,143

流動負債合計 39,319,104 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 1,456,840 1,818,520

固定負債合計 5,956,840 3,818,520

負債合計 45,275,945 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 7,754,630 6,797,245

自己株式 △185,297 △184,449

株主資本合計 11,681,932 10,725,395

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 377,261 965,021

土地再評価差額金 221,763 221,763

評価・換算差額等合計 599,024 1,186,785

純資産合計 12,280,956 11,912,180

負債純資産合計 57,556,902 50,077,735
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（２）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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 104,387,958

売上原価 99,004,799

売上総利益 5,383,158

販売費及び一般管理費 3,191,745

営業利益 2,191,413

営業外収益  

受取利息 2,271

受取配当金 73,214

仕入割引 57,438

受取賃貸料 39,128

雑収入 14,589

営業外収益合計 186,642

営業外費用  

支払利息 138,409

売上割引 51,834

持分法による投資損失 4,042

賃貸費用 19,680

雑損失 40,024

営業外費用合計 253,990

経常利益 2,124,065

特別利益  

固定資産売却益 1,130

特別利益合計 1,130

特別損失  

固定資産除却損 666

減損損失 2,958

投資有価証券評価損 27,659

ゴルフ会員権評価損 300

特別損失合計 31,583

税金等調整前四半期純利益 2,093,611

法人税、住民税及び事業税 820,521

法人税等調整額 56,359

法人税等合計 876,880

四半期純利益 1,216,731

㈱カノークス（８０７６）　平成２１年３月期　第３四半期決算短信

6



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 2,093,611

減価償却費 118,882

減損損失 2,958

社債発行費償却 1,918

貸倒引当金の増減額（△は減少） 38,682

前払年金費用の増減額（△は増加） △52,191

賞与引当金の増減額（△は減少） △109,329

受取利息及び受取配当金 △75,485

支払利息 138,409

持分法による投資損益（△は益） 4,042

固定資産売却損益（△は益） △1,130

固定資産除却損 666

投資有価証券評価損益（△は益） 27,659

ゴルフ会員権評価損 300

売上債権の増減額（△は増加） △603,567

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,372,449

仕入債務の増減額（△は減少） 4,820,879

その他 1,066,725

小計 4,100,580

利息及び配当金の受取額 76,565

利息の支払額 △126,682

法人税等の支払額 △1,072,891

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,977,572

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 △20,551

有形固定資産の売却による収入 3,387

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 △5,333

貸付けによる支出 △1,000

貸付金の回収による収入 4,671

その他 2,481

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,260

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） 900,000

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） △876

配当金の支払額 △259,117

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,606,900

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,555,212

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 5,467,839
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）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 

 該当事項はありません。 

  

㈱カノークス（８０７６）　平成２１年３月期　第３四半期決算短信

8



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表 

四半期連結損益計算書 

 前第３四半期連結累計期間（平成19年4月1日～平成19年12月31日） 

  

科目 

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成19年 4月 1日 

  至 平成19年12月31日） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  95,169

Ⅱ 売上原価  90,209

売上総利益  4,960

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,118

営業利益  1,842

Ⅳ 営業外収益  174

 受取利息   2

 受取配当金  51

 仕入割引  38

 持分法による投資利益  23

 受取賃貸料  43

 雑収益  15

Ⅴ 営業外費用  216

 支払利息  116

 売上割引  44

 支払保証料  5

 賃貸資産費用  23

 雑損失  26

経常利益  1,800

Ⅵ 特別利益  3

 固定資産売却益  1

 貸倒引当金繰戻益  2

Ⅶ 特別損失  31

 固定資産売・除却損      0

 退職給付費用  30

税金等調整前四半期純利益  1,772

 法人税、住民税及び事業税  682

法人税等調整額  49

四半期純利益  1,040
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