
平成22年3月期 第3四半期決算短信 

平成22年2月2日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 カノークス 上場取引所 名 
コード番号 8076 URL http://www.canox.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 杉田弘生
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役総務部長 （氏名） 谷村瞬 TEL 052-564-3523
四半期報告書提出予定日 平成22年2月12日
配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 76,211 △27.0 562 △74.3 467 △78.0 272 △77.6
21年3月期第3四半期 104,387 ― 2,191 ― 2,124 ― 1,216 ―

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

22年3月期第3四半期 12.63 ―
21年3月期第3四半期 56.36 ―

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

22年3月期第3四半期 47,026 12,251 26.1 567.63
21年3月期 46,480 12,028 25.9 557.22

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  12,251百万円 21年3月期  12,028百万円

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  
平成２２年３月期の予想配当額は未定であります。（※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項欄参照） 

1株当たり配当金
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

21年3月期 ― ― ― 10.00 10.00
22年3月期 ― ― ―
22年3月期 

（予想）
― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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 100,870 △19.5 634 △67.3 519 △71.0 285 △70.6 13.20
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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。 

(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） 

(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。 
  なお、業績予想に関する事項につきましては、３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。 
２．平成２２年３月期の予想配当額につきましては、今後の業績動向を見極めつつ検討することとしており、現時点では未定であります。今後開示が可能 
  となった時点で速やかにお知らせいたします。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 22,207,000株 21年3月期  22,207,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  624,203株 21年3月期  621,123株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 21,583,618株 21年3月期第3四半期 21,588,516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、政府の景気浮揚策並びに中国を中心とした新興国への輸出によ

り、一部製造業では回復傾向が見られるようになりましたが、全体としては、設備投資の抑制、雇用情勢の悪化、個

人消費の冷え込みにより依然として厳しい状況で推移いたしました。 

   鉄鋼業界におきましては、第２四半期より自動車や輸出向け需要が持ち直してきたものの建設需要の低迷が続き、

当期の国内粗鋼生産量は6,994万トンと前年同期に比較して20.4％の減少となりました。 

   こうした厳しい状況下、当社グループは、不良債権発生の未然防止に傾注する一方、総力をあげて売上高の確保に

邁進し、更に徹底した経費節減に努めてまいりました。 

   しかしながら、鋼材需要の減少と鋼材単価の下落が大きく影響し、売上高は、762億11百万円(前年同期比27.0％

減)となり、利益面では、経常利益は４億67百万円(前年同期比78.0％減)、四半期純利益は２億72百万円(前年同期比

77．6％減)と減収、減益となりました。  

  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末と比較して、５億45百万円増加し、470億26百万円とな

りました。その主な要因は、現金及び預金の減少19億76百万円、商品の減少48億18百万円がありましたが、受取手形

及び売掛金が74億92百万円増加したことによるものであります。 

 負債は３億23百万円増加し、347億75百万円となりました。その主な要因は、短期借入金の減少58億円がある一

方、支払手形及び買掛金が58億52百万円、その他流動負債が３億62百万円増加したことによるものであります。 

 純資産は２億22百万円増加し、122億51百万円となりました。その主な要因は、利益剰余金の増加56百万円、その

他有価証券評価差額金の増加１億59百万円であります。その結果、自己資本比率は26.1％となり、前連結会計年度末

と比較して0.2％上昇しました。   

  

 今後の見通しにつきましては、国内景気は 悪期は脱したものの、輸出の回復と政府の景気刺激策による影響が大

きく、政府の景気対策及び為替相場の動向により全く予断を許さない状況が続くものと思われます。 

 このような状況下ではありますが、当社グループの主要販売先である自動車業界の生産が当初の予想を上回って回

復していることから、平成21年10月28日に通期連結業績予想を売上高1,008億70百万円、営業利益６億34百万円、経

常利益５億19百万円、当期純利益２億85百万円に修正いたしました。 

 当社グループの通期連結業績予想につきましては、想定内の範囲で推移しており、業績予想数値の変更はありませ

ん。   

  

 該当事項はありません。   

  

 簡便な会計処理  

  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。   

  

 該当事項はありません。    

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
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,420,578 7,396,908

受取手形及び売掛金 27,575,588 20,083,481

商品 6,498,803 11,316,997

その他 301,301 745,183

貸倒引当金 △113,562 △142,616

流動資産合計 39,682,709 39,399,955

固定資産   

有形固定資産 4,480,440 4,543,149

無形固定資産 159,987 60,970

投資その他の資産   

投資有価証券 2,299,043 2,042,147

その他 493,046 506,058

貸倒引当金 △115,114 △101,713

投資その他の資産合計 2,676,975 2,446,492

固定資産合計 7,317,402 7,050,612

繰延資産 26,459 30,006

資産合計 47,026,571 46,480,574
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 19,231,428 13,379,166

短期借入金 8,700,000 14,500,000

1年内償還予定の社債 1,000,000 －

未払法人税等 7,851 202,974

賞与引当金 83,209 172,215

その他 580,676 218,301

流動負債合計 29,603,165 28,472,658

固定負債   

社債 2,500,000 3,500,000

長期借入金 1,000,000 1,000,000

その他 1,672,374 1,479,856

固定負債合計 5,172,374 5,979,856

負債合計 34,775,540 34,452,515

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 7,563,405 7,506,955

自己株式 △185,823 △185,350

株主資本合計 11,490,182 11,434,204

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 531,281 372,091

土地再評価差額金 229,567 221,763

評価・換算差額等合計 760,849 593,854

純資産合計 12,251,031 12,028,059

負債純資産合計 47,026,571 46,480,574
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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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 104,387,958 76,211,995

売上原価 99,004,799 72,895,705

売上総利益 5,383,158 3,316,290

販売費及び一般管理費 3,191,745 2,753,748

営業利益 2,191,413 562,541

営業外収益   

受取利息 2,271 2,284

受取配当金 73,214 27,457

仕入割引 57,438 31,363

受取賃貸料 39,128 41,924

雑収入 14,589 21,471

営業外収益合計 186,642 124,501

営業外費用   

支払利息 138,409 127,955

売上割引 51,834 37,835

持分法による投資損失 4,042 8,437

賃貸費用 19,680 23,735

雑損失 40,024 21,561

営業外費用合計 253,990 219,524

経常利益 2,124,065 467,517

特別利益   

固定資産売却益 1,130 456

貸倒引当金戻入額 － 13,409

特別利益合計 1,130 13,865

特別損失   

固定資産売却損 － 111

固定資産除却損 666 476

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 11,311

退職給付費用 － 240

特別損失合計 31,583 12,140

税金等調整前四半期純利益 2,093,611 469,243

法人税、住民税及び事業税 820,521 151,880

法人税等調整額 56,359 44,858

法人税等合計 876,880 196,739

四半期純利益 1,216,731 272,504
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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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 2,093,611 469,243

減価償却費 118,882 116,015

減損損失 2,958 －

社債発行費償却 1,918 3,547

貸倒引当金の増減額（△は減少） 38,682 △15,652

前払年金費用の増減額（△は増加） △52,191 16,050

賞与引当金の増減額（△は減少） △109,329 △89,006

受取利息及び受取配当金 △75,485 △29,741

支払利息 138,409 127,955

持分法による投資損益（△は益） 4,042 8,437

固定資産売却損益（△は益） △1,130 △344

固定資産除却損 666 476

投資有価証券評価損益（△は益） 27,659 －

ゴルフ会員権評価損 300 11,311

売上債権の増減額（△は増加） △603,567 △7,000,377

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,372,449 4,818,194

仕入債務の増減額（△は減少） 4,820,879 5,852,261

その他 1,066,725 351,452

小計 4,100,580 4,639,823

利息及び配当金の受取額 76,565 30,281

利息の支払額 △126,682 △110,779

法人税等の支払額 △1,072,891 △513,925

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,977,572 4,045,399

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △500,000

有形固定資産の取得による支出 △20,551 △38,126

有形固定資産の売却による収入 3,387 1,775

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 △4,782

貸付けによる支出 △1,000 △6,800

貸付金の回収による収入 4,671 7,641

その他 2,481 2,581

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,260 △537,709

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 △5,800,000

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 －

リース債務の返済による支出 － △10,228

自己株式の純増減額（△は増加） △876 △473

配当金の支払額 △259,117 △216,317

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,606,900 △6,027,019

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,555,212 △2,519,329

現金及び現金同等物の期首残高 912,627 7,396,908

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,467,839 4,877,578
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 該当事項はありません。 

  

 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
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