
  

１．平成23年3月期第１四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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（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 ％ 

23年3月期第１四半期  26,363  17.0  363  －  352  －  398  －

22年3月期第１四半期  22,526  △33.2  △45  －  △99  －  △78  －

  
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 

23年3月期第１四半期  18  48  －  －

22年3月期第１四半期  △3  63  －  －

  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 

23年3月期第１四半期  45,469  12,514  27.5  579  84

22年3月期  45,723  12,532  27.4  580  69

（参考）自己資本 23年3月期第１四半期 12,514百万円 22年3月期 12,532百万円

  
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 

22年3月期  －  －  － － － － 10 00  10  00

23年3月期  －  －

23年3月期（予想）  － － － － 10 00  10  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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（累計）  50,524  4.1  599  171.0  542  298.5  471  503.8  21  82

通期  105,198  0.9  1,353  31.4  1,238  32.1  846  73.7  39  20



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．2「その他」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：無 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  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きの対象外であり、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に対する四半期レビュー手続きを実施中です。  

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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、2ページ「連結業績予想に関する定性的

情報」をご参照ください。   

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期１Ｑ 22,207,000株 22年3月期 22,207,000株

②  期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 624,303株 22年3月期 624,253株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 21,582,710株 22年3月期１Ｑ 21,584,636株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、慢性的な国内需要不足、長期化したデフレ経済のもと中国な

どの新興国の成長を背景にした輸出の伸びに支えられ、緩やかな回復を続けました。また、個人消費はエコカーに

対する購入支援策の延長等により耐久消費財を中心に持ち直し傾向が続きました。 

 鉄鋼業界におきましては、当第１四半期連結会計期間の粗鋼生産量は2,806万トンと前年同期と比較して47.0％

増となり、前年同月比で８ヶ月連続の増加となりました。 

 こうした状況下、当社グループの第１四半期連結会計期間の売上高は、263億63百万円と前年同四半期と比較し

て17.0％の増収、営業利益３億63百万円、経常利益３億52百万円、四半期純利益３億98百万円となりました。  

  

（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２億53百万円減少し、454億69百万円となりました。そ

の主な要因は、受取手形及び売掛金の増加５億78百万円、商品の増加４億97百万円、現金及び預金の減少７億59百

万円、有形固定資産の減少２億87百万円、投資有価証券の減少３億37百万円であります。 

 負債は２億35百万円減少し、329億55百万円となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛金の増加２億37

百万円、長期借入金の増加２億円、短期借入金の減少２億円、賞与引当金の減少89百万円、繰延税金負債の減少90

百万円、その他流動負債の減少２億23百万円であります。 

 純資産は18百万円減少し、125億14百万円となりました。その主な要因は、利益剰余金の増加１億82百万円、そ

の他有価証券評価差額金の減少２億１百万円であります。その結果、自己資本比率は27.5％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、エコカー補助金が打ち切りとなる９月までは自動車販売は堅調に推移するものと

予想される一方、建材部門では鋼材値上げを受け入れる需要の力強さはなく、市況は弱含みであることから売上価

格へのヘッジが大きな懸念材料となっております。 

 このような中、当社グループにおける業績予想は平成22年７月２日の修正発表のとおり、第２四半期連結累計期

間で売上高505億24百万円、営業利益５億99百万円、経常利益５億42百万円、四半期純利益４億71百万円であり、

通期で売上高1,051億98百万円、営業利益13億53百万円、経常利益12億38百万円、当期純利益８億46百万円であり

ます。   

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 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。   

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 表示方法の変更 

 （四半期連結損益計算書）  

   「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の

適用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しておりま

す。   

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。   

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,327,098 5,086,844

受取手形及び売掛金 26,722,282 26,143,837

商品 7,524,485 7,026,673

その他 244,191 170,876

貸倒引当金 △110,000 △107,379

流動資産合計 38,708,057 38,320,852

固定資産   

有形固定資産 4,030,897 4,318,585

無形固定資産 144,865 152,417

投資その他の資産   

投資有価証券 2,181,932 2,519,802

その他 494,789 501,679

貸倒引当金 △114,856 △114,977

投資その他の資産合計 2,561,866 2,906,504

固定資産合計 6,737,629 7,377,507

繰延資産 24,095 25,276

資産合計 45,469,781 45,723,636
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 17,695,995 17,458,886

短期借入金 8,500,000 8,700,000

1年内償還予定の社債 2,000,000 2,000,000

未払法人税等 5,803 69,980

賞与引当金 84,550 174,464

その他 336,534 560,062

流動負債合計 28,622,883 28,963,393

固定負債   

社債 1,500,000 1,500,000

長期借入金 1,200,000 1,000,000

その他 1,632,368 1,727,375

固定負債合計 4,332,368 4,227,375

負債合計 32,955,251 33,190,769

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 7,566,231 7,383,357

自己株式 △185,841 △185,831

株主資本合計 11,492,990 11,310,126

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 404,780 605,980

土地再評価差額金 616,759 616,759

評価・換算差額等合計 1,021,540 1,222,740

純資産合計 12,514,530 12,532,867

負債純資産合計 45,469,781 45,723,636

㈱カノークス（８０７６）　平成２３年３月期　第１四半期決算短信

4



（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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 22,526,123 26,363,133

売上原価 21,659,843 25,059,639

売上総利益 866,280 1,303,493

販売費及び一般管理費 911,879 940,036

営業利益又は営業損失（△） △45,599 363,457

営業外収益   

受取利息 636 516

受取配当金 17,313 18,083

仕入割引 9,896 9,783

持分法による投資利益 － 2,993

受取賃貸料 13,905 11,882

雑収入 10,937 7,848

営業外収益合計 52,689 51,108

営業外費用   

支払利息 49,570 34,334

売上割引 11,091 13,811

持分法による投資損失 29,505 －

賃貸費用 7,462 7,287

雑損失 8,587 6,783

営業外費用合計 106,217 62,216

経常利益又は経常損失（△） △99,127 352,349

特別利益   

固定資産売却益 68 61,981

特別利益合計 68 61,981

特別損失   

固定資産売却損 100 －

固定資産除却損 363 564

ゴルフ会員権評価損 5,273 581

退職給付費用 240 －

事務所移転費用 － 3,880

特別損失合計 5,978 5,026

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△105,038 409,304

法人税、住民税及び事業税 1,834 4,131

法人税等調整額 △28,570 6,277

法人税等合計 △26,736 10,408

少数株主損益調整前四半期純利益 － 398,895

四半期純利益又は四半期純損失（△） △78,302 398,895
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△105,038 409,304

減価償却費 37,257 38,946

社債発行費償却 1,182 1,181

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,784 2,499

前払年金費用の増減額（△は増加） 943 7,031

賞与引当金の増減額（△は減少） △85,709 △89,914

受取利息及び受取配当金 △17,950 △18,600

支払利息 49,570 34,334

持分法による投資損益（△は益） 29,505 △2,993

固定資産売却損益（△は益） 32 △61,981

固定資産除却損 363 564

ゴルフ会員権評価損 5,273 581

売上債権の増減額（△は増加） △393,968 △578,444

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,825,933 △497,812

仕入債務の増減額（△は減少） △2,393,130 237,108

その他 252,878 △287,943

小計 1,204,357 △806,138

利息及び配当金の受取額 18,410 23,059

利息の支払額 △34,808 △36,147

法人税等の支払額 △182,389 △57,546

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,005,570 △876,772

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 △25,758 △53,123

有形固定資産の売却による収入 489 383,613

投資有価証券の取得による支出 △1,484 △1,656

貸付金の回収による収入 1,821 2,055

その他 780 △6,139

投資活動によるキャッシュ・フロー △24,152 324,749

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） △5,100,000 △200,000

長期借入れによる収入 － 200,000

リース債務の返済による支出 － △6,093

自己株式の純増減額（△は増加） △279 △9

配当金の支払額 △201,548 △201,619

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,301,827 △207,722

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,320,409 △759,745

現金及び現金同等物の期首残高 7,396,908 5,043,844

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,076,499 4,284,098
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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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