
【表紙】
 

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成29年８月10日

【四半期会計期間】 第90期第１四半期（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

【会社名】 株式会社カノークス

【英訳名】 ＣＡＮＯＸ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　木下　幹夫

【本店の所在の場所】 名古屋市西区那古野一丁目１番12号

【電話番号】 (052)564-3511（代表）

【事務連絡者氏名】 経理部次長　花田　寛之

【最寄りの連絡場所】 名古屋市西区那古野一丁目１番12号

【電話番号】 (052)564-3511（代表）

【事務連絡者氏名】 経理部次長　花田　寛之

【縦覧に供する場所】 株式会社カノークス東京支社

（東京都中央区日本橋本町三丁目６番２号）

株式会社カノークス関西支店

（大阪市中央区本町二丁目１番６号）

株式会社名古屋証券取引所

（名古屋市中区栄三丁目８番20号）

 

EDINET提出書類

株式会社カノークス(E02561)

四半期報告書

 1/12



第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第89期

第１四半期連結
累計期間

第90期
第１四半期連結

累計期間
第89期

会計期間
自平成28年４月１日
至平成28年６月30日

自平成29年４月１日
至平成29年６月30日

自平成28年４月１日
至平成29年３月31日

売上高 （百万円） 24,691 28,242 106,330

経常利益 （百万円） 388 461 1,944

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（百万円） 267 310 1,454

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 84 430 1,639

純資産額 （百万円） 19,613 21,202 21,007

総資産額 （百万円） 50,025 55,264 53,956

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 25.05 29.05 136.16

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 39.2 38.4 38.9

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

 

２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）業績の状況

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、個人消費の緩やかな持ち直しや設備投資の回復が起因し、

総じて緩やかな回復基調が続く状況となりました。

　当社グループを取り巻く環境では、わが国の粗鋼生産量は2,608万トンと前年同期比で0.5％減となりました

が、国内自動車販売台数は前年同期比11.8％増となりました。

　このような状況下、当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は282億42百万円（前年同期比14.4％

増）、営業利益は４億４百万円（同15.6％増）、経常利益は４億61百万円（同18.9％増）、親会社株主に帰属す

る四半期純利益は３億10百万円（同16.0％増）であり、増収増益となりました。
 
　当社グループのセグメントの業績については、「第４　経理の状況　１．四半期連結財務諸表　注記事項」の

とおり鉄鋼販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

（２）経営方針・経営戦略等

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更は

ありません。

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（４）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 19,443,000

計 19,443,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成29年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年８月10日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 11,103,500 11,103,500
　名古屋証券取引所

　　 市場第二部

単元株式数

100株

計 11,103,500 11,103,500 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成29年４月１日～

平成29年６月30日
－ 11,103,500 － 2,310 － 1,802

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成29年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

 

①【発行済株式】

平成29年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 　－ － －

議決権制限株式（自己株式等） 　－ － －

議決権制限株式（その他） 　－ 　－ －

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）

普通株式     413,100

（相互保有株式）

普通株式      29,700

－ 単元株式数100株

完全議決権株式（その他） 普通株式  10,642,900 106,429 同上

単元未満株式 普通株式      17,800 － －

発行済株式総数 11,103,500 － －

総株主の議決権 － 106,429 －

 

②【自己株式等】

平成29年６月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己保有株式）

株式会社カノークス

名古屋市西区那古野

１丁目１番12号
413,100 － 413,100 3.72

（相互保有株式）

石川技研工業株式会社

石川県白山市出合島町

1272番地１
29,700 － 29,700 0.27

計 － 442,800 － 442,800 3.99

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成29年４月１日から平

成29年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,442,991 7,249,775

受取手形及び売掛金 21,473,902 21,603,485

電子記録債権 6,511,845 7,630,333

商品 8,089,602 9,015,738

その他 140,398 183,668

貸倒引当金 △2,799 △2,924

流動資産合計 44,655,940 45,680,077

固定資産   

有形固定資産 3,859,699 4,051,190

無形固定資産 77,310 32,687

投資その他の資産   

投資有価証券 5,169,742 5,324,863

その他 179,583 163,102

貸倒引当金 △18,985 △18,705

投資その他の資産合計 5,330,341 5,469,260

固定資産合計 9,267,350 9,553,138

繰延資産 33,364 31,670

資産合計 53,956,656 55,264,886

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,146,952 16,571,275

電子記録債務 2,138,208 2,240,473

短期借入金 8,300,000 8,300,000

未払法人税等 395,695 125,330

賞与引当金 198,726 110,326

その他 494,149 397,312

流動負債合計 26,673,732 27,744,718

固定負債   

社債 3,500,000 3,500,000

長期借入金 1,000,000 1,000,000

その他 1,775,375 1,817,733

固定負債合計 6,275,375 6,317,733

負債合計 32,949,107 34,062,451

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,310,000 2,310,000

資本剰余金 1,802,656 1,802,656

利益剰余金 14,118,350 14,193,454

自己株式 △246,510 △246,529

株主資本合計 17,984,496 18,059,581

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,416,298 2,523,937

土地再評価差額金 799,759 799,759

退職給付に係る調整累計額 △193,005 △180,843

その他の包括利益累計額合計 3,023,052 3,142,853

純資産合計 21,007,548 21,202,434

負債純資産合計 53,956,656 55,264,886
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（２）【四半期連結損益及び包括利益計算書】

【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28年４月１日
　至　平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

売上高 24,691,409 28,242,891

売上原価 23,322,871 26,741,329

売上総利益 1,368,538 1,501,561

販売費及び一般管理費 1,018,818 1,097,268

営業利益 349,719 404,293

営業外収益   

受取利息 187 212

受取配当金 63,651 63,986

仕入割引 5,616 7,098

持分法による投資利益 2,038 2,526

受取賃貸料 9,622 11,920

雑収入 13,352 9,527

営業外収益合計 94,468 95,271

営業外費用   

支払利息 11,891 11,202

売上割引 14,883 15,602

賃貸費用 7,482 6,896

雑損失 21,705 4,370

営業外費用合計 55,962 38,071

経常利益 388,225 461,492

税金等調整前四半期純利益 388,225 461,492

法人税、住民税及び事業税 80,485 119,930

法人税等調整額 40,238 31,271

法人税等合計 120,724 151,201

四半期純利益 267,501 310,291

（内訳）   

親会社株主に帰属する四半期純利益 267,501 310,291

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △188,764 107,163

退職給付に係る調整額 6,724 12,161

持分法適用会社に対する持分相当額 △521 475

その他の包括利益合計 △182,560 119,801

四半期包括利益 84,940 430,092

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 84,940 430,092

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日）

減価償却費 32,755千円 35,328千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

　配当金支払額

　　（決議）
株式の
種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年５月19日

取締役会
普通株式 192,436 18 平成28年３月31日 平成28年６月８日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

　配当金支払額

　　（決議）
株式の
種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年５月19日

取締役会
普通株式 235,187 22 平成29年３月31日 平成29年６月13日 利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

　当社グループは、鉄鋼販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 25円５銭 29円５銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（千円）
267,501 310,291

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益金額（千円）
267,501 310,291

普通株式の期中平均株式数（株） 10,680,464 10,680,033

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２【その他】

平成29年５月19日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

(１）配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　 　235,187千円

(２）１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　22円

(３）支払請求の効力発生日及び支払開始日　　　平成29年６月13日

 
（注）　平成29年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 
 

  平成29年８月９日

株式会社カノークス   

　取締役会　御中   
 
 
 

有限責任監査法人トーマツ

 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 早 川 英 孝　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 後 藤 泰 彦　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社カノー
クスの平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成29年４月１日から平
成29年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）に係る四半期連結財
務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益及び包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行っ
た。
 
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する
結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
て四半期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 
監査人の結論
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社カノークス及び連結子会社の平成29年６月30日現在の財政状
態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重
要な点において認められなかった。
 
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以　上
 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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