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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】

連結経営指標等

　

回次
第60期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第61期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第60期

会計期間

自　平成21年
　　　１月１日
至　平成21年
　　　３月31日

自　平成22年
　　　１月１日
至　平成22年
　　　３月31日

自　平成21年
　　　１月１日
至　平成21年
　　　12月31日

売上高 (千円) 5,178,1354,758,50520,710,859

経常利益 (千円) 501,930 254,9641,367,647

四半期(当期)純利益 (千円) 287,905 134,296 763,719

純資産額 (千円) 9,786,78810,175,31910,140,053

総資産額 (千円) 14,836,22615,705,62415,552,877

１株当たり純資産額 (円) 530.67 551.88 549.96

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 15.61 7.28 41.42

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 (％) 66.0 64.8 65.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 512,229 326,9301,691,933

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △85,248△344,232△ 513,288

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △92,814 △93,773△ 249,831

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 1,064,6321,548,2041,659,280

従業員数 (名) 438 456 459

(注) １　「売上高」には、消費税等は含まれておりません。

２　「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、潜在株式がないため記載しておりませ

ん。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当企業集団(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業

の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成22年３月31日現在

従業員数(名)
456
(160)

(注) １　従業員数は就業人員であります。

２　(　)内は当第１四半期連結会計期間の平均臨時従業員数であります。

　

(2) 提出会社の状況

　 平成22年３月31日現在

従業員数(名)
415
(133)

(注) １　従業員数は就業人員であります。

２　(　)内は当第１四半期会計期間の平均臨時従業員数であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

菓子食品事業 4,938,137 88.6

合計 4,938,137 88.6

(注) １　金額は、生産者販売価格によっております。
２　金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注実績

受注生産は行っていないため、該当事項はありません。

　

(3) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

菓子食品事業 4,758,505 91.9

合計 4,758,505 91.9

(注) １　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。
２　金額には、消費税等は含まれておりません。

相手先

前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

三菱商事(株) 5,032,292 97.2 4,656,27297.9

　

２ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結会計期間において、事業等のリスクについて重要な変更等はありません。

　

３ 【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または締結等はありません。
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４ 【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) 経営成績の分析

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、景気下振れリスクを抱えながらも緩やかな回復基

調にあり、前年割れが続く百貨店・スーパー・コンビニの売上にも底入れ感の兆しが出てきていると言

われております。しかしながら、雇用・所得環境は依然として厳しく、先行き不安を払拭できない消費者

の生活防衛意識と節約志向は根強く、個人消費は低迷した状況が続いております。

このような厳しい経営環境の中、当企業集団はチャネル・エリア毎にきめ細かな販促活動を展開し、主

力既存品と新製品の売上拡大に努めましたが、当第１四半期連結会計期間においても売上前年割れの基

調が続き、コスト削減に努めましたが減収減益となる厳しい経営成績となりました。

売上につきましては消費低迷が続く中、グルメキャンディ、グミキャンディ、素材菓子の売上は略前年

並みに推移しましたが、主力製品であるのど飴群の売上が前年同期比減少しました。この結果、当第１四

半期連結会計期間売上高は前年同期比４億19百万円（8.1％）減収の47億58百万円となりました。

利益につきましては、売上高の減少と、砂糖類を除く主要原材料価格は前年同期比低下しましたが、生

産高の減少が労務費率・製造経費率を押し上げる等製造コストのアップにより、売上総利益は前年同期

比３億２百万円（11.8％）減益の22億58百万円となりました。販売費及び一般管理費は、売上高の減少に

伴う販売経費と、コスト削減対策による配送費の減少及び一般管理費の抑制により前年同期比55百万円

（2.7％）減少の19億99百万円となりました。

以上の結果、営業利益は前年同期比２億47百万円（48.8％）減益の２億59百万円、経常利益は前年同期

比２億46百万円（49.2％）減益の２億54百万円、四半期純利益は前年同期比１億53百万円（53.4％）減

益の１億34百万円となりました。

　

(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ１億52百万円（1.0％）増加し157

億５百万円となりました。

これは主に有形固定資産が７億97百万円増加しましたが、現金及び預金が１億11百万円、売上債権が４

億42百万円、その他流動資産が１億10百万円減少したことによるものです。

負債の部は、前連結会計年度末に比べ１億17百万円（2.2％）増加し55億30百万円となりました。

これは主に未払金が６億84百万円増加しましたが、仕入債務が１億６百万円、未払費用が１億13百万

円、未払法人税等が３億５百万円減少したことによるものです。

純資産の部は、前連結会計年度末に比べ35百万円（0.3％）増加し101億75百万円となりました。

これは主に四半期純利益１億34百万円による増加と、配当金１億10百万円の支払によるものです。

　

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ１億11百万円

減少し15億48百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、３億26百万円（前年同期比１億85百万円減少）の収入となり

ました。

これは主に税金等調整前四半期純利益２億52百万円、減価償却費１億94百万円、売上債権の減少４億42

百万円により資金が増加しましたが、一方、仕入債務の減少１億６百万円、法人税等の支払３億16百万円

により資金が減少したことによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、３億44百万円（前年同期比２億58百万円増加）の支出となり

ました。

これは主に有形固定資産の取得による支出３億23百万円によるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、93百万円（前年同期比０百万円増加）の支出となりました。
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これは主に配当金の支払85百万円によるものです。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当企業集団(当社及び当社の連結子会社)が事業上及び財務上の

対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

　

(5) 研究開発活動

当第１四半期連結会計期間における研究開発費の総額は、87百万円であります。

なお、当第１四半期連結会計期間において、当企業集団の研究開発活動の状況に重要な変更はありませ

ん。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間における主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画していた重要な設備の新設、除却等につ

いて重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【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 50,000,000

計 50,000,000

　

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22年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年５月14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 19,544,50519,544,505
東京証券取引所
市場第二部

単元株式数1,000株

計 19,544,50519,544,505― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。
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(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【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
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成22年３月31日 ― 19,544,505 ― 2,864,249 ― 2,141,805

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握して

おりません。
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(6) 【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ず、記載

することができませんので、直前の基準日である平成21年12月31日の株主名簿により記載しておりま

す。

① 【発行済株式】

平成21年12月31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

1,106,000
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

18,320,000
18,320 ―

単元未満株式
普通株式

118,505
― ―

発行済株式総数 19,544,505 ― ―

総株主の議決権 ― 18,320 ―

(注) 「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己保有株式677株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成21年12月31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)
カンロ株式会社

東京都中野区新井２丁目
１０－１１

1,106,000― 1,106,0005.65

計 ― 1,106,000― 1,106,0005.65

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成22年
　１月 ２月 ３月

最高(円) 415 410 416

最低(円) 402 400 396

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
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３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５ 【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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前第１四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平成21年３月31日まで）は、改正前の四半期連

結財務諸表規則に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成22年１月１日から平成22年３月31日まで）及

び当第１四半期連結累計期間（平成22年１月１日から平成22年３月31日まで）は、改正後の四半期連結財

務諸表規則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、前第１四半期連結累計期間（平成21年１月

１日から平成21年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、監査法人トーマツにより四半期レ

ビューを受け、当第１四半期連結会計期間（平成22年１月１日から平成22年３月31日まで）及び当第１四

半期連結累計期間（平成22年１月１日から平成22年３月31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―マツにより四半期レビューを受けております。

　なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により平成21年７月１日をもって有限責任監査法人

トーマツとなりました。
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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)

当第１四半期
連結会計期間末

(平成22年３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12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,618,204 1,729,280

受取手形及び売掛金 4,252,104 4,694,865

商品及び製品 421,254 438,968

仕掛品 36,210 2,591

原材料及び貯蔵品 125,872 131,947

その他 255,318 366,284

流動資産合計 6,708,965 7,363,938

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 5,995,923 5,991,177

減価償却累計額 △3,819,956 △3,773,802

建物及び構築物（純額） 2,175,966 2,217,375

機械装置及び運搬具 9,759,836 9,765,552

減価償却累計額 △7,048,600 △6,969,358

機械装置及び運搬具（純額） 2,711,236 2,796,194

土地 1,987,222 1,987,222

建設仮勘定 1,067,479 159,738

その他 792,437 761,939

減価償却累計額 △612,448 △597,745

その他（純額） 179,988 164,193

有形固定資産合計 8,121,893 7,324,723

無形固定資産 83,590 69,997

投資その他の資産

投資有価証券 311,299 291,081

その他 479,875 503,135

投資その他の資産合計 791,175 794,217

固定資産合計 8,996,658 8,188,938

資産合計 15,705,624 15,552,877
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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３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12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,469,320 1,576,148

未払金 1,281,430 597,152

未払費用 1,108,383 1,221,941

未払法人税等 29,332 334,852

賞与引当金 211,180 234,301

役員賞与引当金 10,000 40,000

その他 175,567 143,685

流動負債合計 4,285,215 4,148,081

固定負債

退職給付引当金 1,002,749 971,023

役員退職慰労引当金 182,940 251,230

その他 59,400 42,487

固定負債合計 1,245,089 1,264,741

負債合計 5,530,304 5,412,823

純資産の部

株主資本

資本金 2,864,249 2,864,249

資本剰余金 2,642,796 2,642,676

利益剰余金 4,948,233 4,924,563

自己株式 △298,117 △297,836

株主資本合計 10,157,161 10,133,653

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 18,157 6,400

評価・換算差額等合計 18,157 6,400

純資産合計 10,175,319 10,140,053

負債純資産合計 15,705,624 15,552,877
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(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１月１日
　至　平成21年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年３月31日)

売上高 5,178,135 4,758,505

売上原価 2,616,489 2,499,547

売上総利益 2,561,645 2,258,957

販売費及び一般管理費 ※1
 2,054,432

※1
 1,999,214

営業利益 507,212 259,742

営業外収益

受取利息 639 452

受取配当金 282 287

技術指導料収入 951 898

その他 2,071 4,062

営業外収益合計 3,945 5,701

営業外費用

支払利息 － 608

退職給付費用 7,873 7,873

その他 1,353 1,997

営業外費用合計 9,227 10,479

経常利益 501,930 254,964

特別損失

固定資産除却損 1,634 2,056

特別損失合計 1,634 2,056

税金等調整前四半期純利益 500,296 252,907

法人税、住民税及び事業税 127,200 23,300

法人税等調整額 85,190 95,311

法人税等合計 212,390 118,611

四半期純利益 287,905 134,296
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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１月１日
　至　平成21年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年３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 500,296 252,907

減価償却費 188,684 194,458

賞与引当金の増減額（△は減少） △24,770 △23,121

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △31,500 △30,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20,153 31,725

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,530 △68,290

受取利息及び受取配当金 △922 △740

支払利息 － 608

固定資産除却損 1,634 2,056

売上債権の増減額（△は増加） 443,665 442,761

たな卸資産の増減額（△は増加） △200,044 △9,830

仕入債務の増減額（△は減少） 10,065 △106,827

確定拠出年金移行に伴う未払金の減少額 △64,499 －

その他 △88,367 △41,998

小計 749,863 643,709

利息及び配当金の受取額 887 709

利息の支払額 － △608

法人税等の支払額 △238,521 △316,879

営業活動によるキャッシュ・フロー 512,229 326,930

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 10,044 －

有形固定資産の取得による支出 △93,522 △323,708

無形固定資産の取得による支出 △2,490 △19,790

その他 719 △734

投資活動によるキャッシュ・フロー △85,248 △344,232

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △7,331 △7,812

自己株式の純取得額 △238 △161

配当金の支払額 △85,245 △85,799

財務活動によるキャッシュ・フロー △92,814 △93,773

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 334,165 △111,075

現金及び現金同等物の期首残高 730,466 1,659,280

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 1,064,632

※1
 1,548,204
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【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】

当第１四半期連結累計期間（自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日）

該当事項はありません。

　

【簡便な会計処理】

当第１四半期連結累計期間（自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日）

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第１四半期連結累計期間（自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日）

該当事項はありません。

　

　

　

EDINET提出書類

カンロ株式会社(E00378)

四半期報告書

17/25



【注記事項】

(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

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

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日 
  至　平成22年３月31日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

運賃・保管料 317,480千円

代理店手数料 646,360千円

広告宣伝費 142,588千円

給料及び手当・賞与 258,842千円

賞与引当金繰入額 101,140千円

役員賞与引当金繰入額 10,000千円

退職給付費用 28,783千円

役員退職慰労引当金繰入額 9,670千円

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

運賃・保管料 290,437千円

代理店手数料 590,755千円

広告宣伝費 153,410千円

給料及び手当・賞与 252,854千円

賞与引当金繰入額 102,020千円

役員賞与引当金繰入額 10,000千円

退職給付費用 29,169千円

役員退職慰労引当金繰入額 7,210千円

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

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

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日 
　至　平成22年３月31日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連　　　

　　　　　　　　結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

現金及び預金 1,134,632千円

預入期間が３か月超の定期預金 △70,000千円

現金及び現金同等物 1,064,632千円

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連　　　

　　　　　　　　結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

現金及び預金 1,618,204千円

預入期間が３か月超の定期預金 △70,000千円

現金及び現金同等物 1,548,204千円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末（平成22年３月31日）及び当第１四半期連結累計期間(自　平成22年１月１日

　至　平成22年３月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

（平成22年３月31日）

普通株式(株) 19,544,505

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

（平成22年３月31日）

普通株式(株) 1,107,094

　

　

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

　
４　配当に関する事項

　(1) 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22年３月30日
定時株主総会

普通株式 110,626 6.00平成21年12月31日 平成22年３月31日 利益剰余金

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

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

間(自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日)

当社及び当社の連結子会社の事業は「菓子食品事業」であり、事業の種類別セグメント情報の記載を省

略しております。

　

【所在地別セグメント情報】

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

間(自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日)

在外連結子会社及び在外支店が無いため、該当事項はありません。

　

【海外売上高】

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

間(自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日)

前連結会計年度末
(平成21年12月31日)

　 　

１株当たり純資産額 551.88円
　

　 　

１株当たり純資産額 549.96円
　

　

２　１株当たり四半期純利益金額

　

第１四半期連結累計期間

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

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日 
  至　平成22年３月31日)

１株当たり四半期純利益金額 15.61円１株当たり四半期純利益金額 7.28円

(注)　１　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、潜在株式がないため、記載しておりません。

２　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

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

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益 (千円) 287,905 134,296

普通株主に帰属しない金額 (千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益 (千円) 287,905 134,296

普通株式の期中平均株式数 (千株) 18,442 18,438

　

(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】

該当事項はありません。
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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２１年５月１日

カ　ン　ロ　株　式　会　社

　　取　締　役　会 　御　中

　

監査法人　ト ー マ ツ

　

指定社員
業務執行社員

　
公認会計士　　安　　原　　清　　一　

　

指定社員
業務執行社員

　
公認会計士　　田　　村　　　　　剛　　　　

　

　

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」に掲げられているカ

ンロ株式会社の平成２１年１月１日から平成２１年１２月３１日までの連結会計年度の第１四半期連結累計

期間(平成２１年１月１日から平成２１年３月３１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、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを

行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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により行われており、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限定された手続により行わ

れた。

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、カンロ株式会社及び連結子会社の平成２１年

３月３１日現在の財政状態並びに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及びキャッシュ

・フローの状況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。

　

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。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

　

平成２２年５月６日

カ　ン　ロ　株　式　会　社

　　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　　安　　原　　清　　一　　

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　
公認会計士　　田　　村　　　　　剛　　

　

　

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」に掲げられているカ

ンロ株式会社の平成２２年１月１日から平成２２年１２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２２年１月１日から平成２２年３月３１日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成２２年１月

１日から平成２２年３月３１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

連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連

結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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により行われており、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限定された手続により行わ

れた。

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、カンロ株式会社及び連結子会社の平成２２年

３月３１日現在の財政状態並びに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及びキャッシュ

・フローの状況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。

　

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。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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