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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３四半期連結
累計期間

第61期
第３四半期連結
累計期間

第60期
第３四半期連結
会計期間

第61期
第３四半期連結
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
    ９月30日

自 平成22年 
　 １月１日 
至 平成22年 
   ９月30日

自 平成21年 
   ７月１日 
至 平成21年 
   ９月30日

自 平成22年 
   ７月１日 
至 平成22年 
   ９月30日

自 平成21年 
   １月１日 
至 平成21年 
   12月31日

売上高 (千円) 15,032,13714,213,6644,440,0394,255,96620,710,859

経常利益又は
経常損失(△)

(千円) 824,900 582,712 73,229 △13,7391,367,647

四半期(当期)純利益
又は四半期純損失(△)

(千円) 461,322 307,362 26,544 △30,317 763,719

純資産額 (千円) ― ― 9,840,26910,207,84310,140,053

総資産額 (千円) ― ― 14,536,76116,179,04915,552,877

１株当たり純資産額 (円) ― ― 533.69 553.67 549.96

１株当たり四半期
(当期)純利益金額又は
四半期純損失金額(△)

(円) 25.02 16.67 1.44 △1.64 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 (％) ― ― 67.7 63.1 65.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 1,472,2071,199,570 ― ― 1,691,933

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △338,054△2,189,143 ― ― △513,288

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △227,212 765,600 ― ― △249,831

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 1,637,4071,435,3071,659,280

従業員数 (名) ― ― 459 467 459

(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３四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３四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９月30日現在

従業員数(名)
467
(150)

(注) １　従業員数は就業人員であります。

２　(　)内は当第３四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９月30日現在

従業員数(名)
427
(121)

(注) １　従業員数は就業人員であります。

２　(　)内は当第３四半期会計期間の平均臨時従業員数であります。

　

　

　

EDINET提出書類

カンロ株式会社(E00378)

四半期報告書

 3/27



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３四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 4,272,642 89.2

合計 4,272,642 89.2

(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３四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 4,255,966 95.9

合計 4,255,966 95.9

(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３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

三菱商事(株) 4,274,517 96.3 4,131,72197.1

　

　

２ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、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等はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四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３四半期におけるわが国経済は緩やかな回復基調にありましたが、ここにきての急激な円高やデ

フレの進行による景気の下振れ懸念など、政府による金融緩和策等の経済政策も関連各国の足並みが揃

わず、先行きへの不透明感は益々強まっております。

菓子業界におきましては、原材料価格は比較的落ち着きを取り戻しているものの依然として高値で推

移しており、また、雇用・所得環境の影響による個人消費の冷え込みに加えて今夏の猛暑が大きく影響す

るなど、メーカーの経営環境は厳しさを増す状況にあります。

このような厳しい経営環境の下、当企業集団は、経営基盤強化のため主力ブランド商品の売上拡大、優

位性のある新製品開発のための新製法製造ラインの導入、既存製造ラインの改造による生産効率の向上

等、収益力の強化に向け全社一丸となって取り組んで参りました。

しかしながら、当第３四半期のキャンディ売上高は、グルメキャンディ群は前年同期比増加しました

が、のど飴群及びグミ群が前年同期比減少したことにより第２四半期に引き続き前年同期実績を下回る

厳しい結果となりました。また、素材菓子の売上高は、梅製品群が堅調に推移したことにより前年同期実

績を上回ることとなりました。

以上の結果、第３四半期の売上高は、前年同期比１億84百万円（4.1％）減収の42億55百万円となりま

した。

当第３四半期における利益面につきましては、売上総利益は売上高の減少とこれに伴う生産高の減少

による原価率の上昇を主因に前年同期比２億24百万円（11.1％）減益の17億91百万円となりました。一

方、販売費及び一般管理費は、売上高の減少に伴う販売経費・配送費の減少と広告宣伝費や一般管理費の

抑制により前年同期比１億35百万円（7.0％）減少の18億円となりました。

以上の結果、当第３四半期においては営業損失９百万円（前年同期営業利益79百万円）、経常損失13百

万円（前年同期経常利益73百万円）、四半期純損失30百万円（前年同期四半期純利益26百万円）となり

ました。

　

(2) 財政状態の分析

当第３四半期末の総資産は、前期末に比べ６億26百万円（4.0％）増加し161億79百万円となりました。

これは主に売上債権が12億29百万円減少しましたが、朝日工場建設などによる建設仮勘定の増加11億

61百万円を含み有形固定資産が19億34百万円増加したことによるものです。

負債の部は、前期末に比べ５億58百万円（10.3％）増加し59億71百万円となりました。

これは主に朝日工場建設のため借入金が10億円増加しましたが、未払費用及び未払法人税等が６億23

百万円減少したことによるものです。

純資産の部は、前期末に比べ67百万円（0.7％）増加し102億７百万円となりました。

これは主に四半期純利益３億７百万円による増加と、配当金２億21百万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３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、第２四半期連結会計期間末に比べ２億

23百万円減少し14億35百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、57百万円（前年同期比１億77百万円減少）の収入となりまし

た。

これは主に減価償却費２億25百万円、賞与引当金の増加２億７百万円、売上債権の減少６億43百万円に

より資金が増加しましたが、一方、仕入債務の減少１億12百万円、法人税等の支払額３億11百万円、未払費
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用等のその他の減少５億39百万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、11億73百万円（前年同期比11億87百万円増加）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11億74百万円によるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、８億92百万円（前年同期比９億94百万円増加）の収入となり

ました。

これは主に朝日工場建設のため借入金の増加10億円により資金が増加しましたが、配当金の支払94百

万円により資金が減少したものです。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四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３四半期連結会計期間における研究開発費の総額は、81百万円であります。

　なお、当第３四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３四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

①当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画していた重要な設備の新設、除却

等についての重要な変更はありません。

②当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画していた重要な設備の新設のう

ち、完了したものは以下のとおりです。

会社名
事業所名
(所在地)

事業の種類別
セグメントの
名称

設備の内容
取得金額
（千円）

完了年月

カンロ（株）

ひかり工場
（山口県光市）

菓子食品事業
キャンディ製
造設備

662,233平成22年９月

松本工場
（長野県松本市）

菓子食品事業
キャンディ製
造設備

155,094平成22年８月

(注)　１　金額には消費税等は含まれておりません。

２　生産能力に関しては、品質の向上を図ることを主目的とするため、生産能力の増加は殆どありませ

ん。

③当第３四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、除却等の計画はありません。
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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３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年11月12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。

　

(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。
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(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
(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９月30日 ― 19,544,505 ― 2,864,249 ― 2,141,805

　

　

(6) 【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３四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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(7) 【議決権の状況】

当第３四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22年６月30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22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

1,107,000
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

18,321,000
18,321 ―

単元未満株式
普通株式

116,505
― ―

発行済株式総数 19,544,505 ― ―

総株主の議決権 ― 18,321 ―

(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692株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成22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)
カンロ株式会社

東京都中野区新井２丁目
１０－１１

1,107,000― 1,107,0005.66

計 ― 1,107,000― 1,107,0005.66

　

　

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 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 415 410 416 415 411 410 403 402 410

最低(円) 402 400 396 402 396 398 395 396 399

(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、役員の異動は次のとおりで

あります。

(1) 役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

専務取締役　
（生産本部長兼
　ひかり工場長）

専務取締役　
（生産本部長）

加籐　公敬 平成22年７月１日

取締役　
（営業本部副本部長）

取締役　
（ひかり工場長）

西村　一之 平成22年７月１日
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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３四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び前第３四半期連結

累計期間(平成21年１月１日から平成21年９月30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３四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第３四半期連結累計期間

(平成22年１月１日から平成22年９月30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３四半期連結会計期間(平成21年７月１

日から平成21年９月30日まで)及び前第３四半期連結累計期間(平成21年１月１日から平成21年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日

まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成22年１月１日から平成22年９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り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)

当第３四半期
連結会計期間末

(平成22年９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21年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,505,307 1,729,280

受取手形及び売掛金 3,465,167 4,694,865

商品及び製品 436,159 438,968

仕掛品 43,127 2,591

原材料及び貯蔵品 175,246 131,947

その他 478,952 366,284

流動資産合計 6,103,960 7,363,938

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 6,133,428 5,991,177

減価償却累計額 △3,898,550 △3,773,802

建物及び構築物（純額） 2,234,878 2,217,375

機械装置及び運搬具 10,634,800 9,765,552

減価償却累計額 △7,168,996 △6,969,358

機械装置及び運搬具（純額） 3,465,804 2,796,194

土地 1,987,222 1,987,222

建設仮勘定 1,321,699 159,738

その他 897,736 761,939

減価償却累計額 △648,391 △597,745

その他（純額） 249,345 164,193

有形固定資産合計 9,258,950 7,324,723

無形固定資産 73,536 69,997

投資その他の資産

投資有価証券 262,124 291,081

その他 480,476 503,135

投資その他の資産合計 742,601 794,217

固定資産合計 10,075,088 8,188,938

資産合計 16,179,049 15,552,877
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(単位：千円)

当第３四半期
連結会計期間末

(平成22年９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21年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,407,870 1,576,148

短期借入金 1,000,000 －

未払金 812,644 597,152

未払費用 900,781 1,221,941

未払法人税等 32,122 334,852

賞与引当金 337,935 234,301

役員賞与引当金 30,000 40,000

その他 79,760 143,685

流動負債合計 4,601,115 4,148,081

固定負債

退職給付引当金 1,060,326 971,023

役員退職慰労引当金 199,560 251,230

その他 110,204 42,487

固定負債合計 1,370,091 1,264,741

負債合計 5,971,206 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 5,010,678 4,924,563

自己株式 △298,395 △297,836

株主資本合計 10,219,328 10,133,653

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △11,485 6,400

評価・換算差額等合計 △11,485 6,400

純資産合計 10,207,843 10,140,053

負債純資産合計 16,179,049 15,552,877

EDINET提出書類

カンロ株式会社(E00378)

四半期報告書

14/27



(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21年１月１日
　至　平成21年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年９月30日)

売上高 15,032,137 14,213,664

売上原価 7,886,833 7,652,044

売上総利益 7,145,303 6,561,619

販売費及び一般管理費 ※１
 6,306,122

※１
 5,967,118

営業利益 839,181 594,500

営業外収益

受取利息 1,513 1,214

受取配当金 4,599 4,656

技術指導料収入 2,619 2,430

その他 6,686 13,573

営業外収益合計 15,418 21,874

営業外費用

支払利息 － 1,813

退職給付費用 23,621 23,621

その他 6,078 8,228

営業外費用合計 29,700 33,662

経常利益 824,900 582,712

特別利益

入会保証金売却益 － 390

特別利益合計 － 390

特別損失

固定資産除却損 8,301 21,794

固定資産売却損 1,660 －

減損損失 11,148 386

投資有価証券評価損 410 －

特別損失合計 21,520 22,181

税金等調整前四半期純利益 803,379 560,922

法人税、住民税及び事業税 376,500 290,957

法人税等調整額 △34,442 △37,397

法人税等合計 342,057 253,559

四半期純利益 461,322 307,362
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【第３四半期連結会計期間】
(単位：千円)

前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年９月30日)

売上高 4,440,039 4,255,966

売上原価 2,424,021 2,464,692

売上総利益 2,016,018 1,791,274

販売費及び一般管理費 ※１
 1,936,263

※１
 1,800,776

営業利益又は営業損失（△） 79,755 △9,502

営業外収益

受取利息 547 423

受取配当金 728 740

技術指導料収入 760 633

その他 1,643 4,997

営業外収益合計 3,680 6,793

営業外費用

退職給付費用 7,873 7,873

その他 2,332 3,157

営業外費用合計 10,206 11,031

経常利益又は経常損失（△） 73,229 △13,739

特別損失

固定資産除却損 3,469 17,395

固定資産売却損 1,660 －

減損損失 8,601 －

投資有価証券評価損 410 －

特別損失合計 14,141 17,395

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（△）

59,088 △31,135

法人税、住民税及び事業税 140,700 111,125

法人税等調整額 △108,156 △111,943

法人税等合計 32,543 △818

四半期純利益又は四半期純損失（△） 26,544 △30,317
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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21年１月１日
　至　平成21年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年９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 803,379 560,922

減価償却費 571,992 623,349

賞与引当金の増減額（△は減少） 93,885 103,633

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,500 △10,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 69,405 89,303

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 15,710 △51,670

受取利息及び受取配当金 △6,113 △5,871

投資有価証券評価損益（△は益） 410 －

支払利息 － 1,813

固定資産除却損 8,301 21,794

固定資産売却損益（△は益） 1,660 －

減損損失 11,148 386

入会保証金売却益 － △390

売上債権の増減額（△は増加） 1,360,936 1,229,698

たな卸資産の増減額（△は増加） △226,120 △81,026

仕入債務の増減額（△は減少） △146,727 △168,277

確定拠出年金移行に伴う未払金の減少額 △64,499 －

その他 △483,153 △476,534

小計 1,998,715 1,837,130

利息及び配当金の受取額 5,386 5,201

利息の支払額 － △608

法人税等の支払額 △531,894 △642,153

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,472,207 1,199,570

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 △150,000 △110,000

定期預金の払戻による収入 160,044 110,000

有形固定資産の取得による支出 △354,057 △2,169,861

有形固定資産の売却による収入 13,196 －

無形固定資産の取得による支出 △8,550 △20,590

その他 1,312 1,308

投資活動によるキャッシュ・フロー △338,054 △2,189,143

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） － 1,000,000

リース債務の返済による支出 △21,614 △29,394

自己株式の純取得額 △1,873 △439

配当金の支払額 △203,724 △204,565

財務活動によるキャッシュ・フロー △227,212 765,600
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年９月30日)

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 906,940 △223,972

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
 1,637,407

※１
 1,435,307
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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３四半期連結累計期間（自　平成22年１月１日　至　平成22年９月30日）

該当事項はありません。

　

【簡便な会計処理】

当第３四半期連結累計期間（自　平成22年１月１日　至　平成22年９月30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３四半期連結累計期間（自　平成22年１月１日　至　平成22年９月30日）

該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日 
  至　平成21年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日 
  至　平成22年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

運賃・保管料 955,367千円

代理店手数料 1,881,812千円

広告宣伝費 504,570千円

給料及び手当・賞与 913,611千円

賞与引当金繰入額 166,716千円

役員賞与引当金繰入額 30,000千円

退職給付費用 86,916千円

役員退職慰労引当金繰入額 29,910千円

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

運賃・保管料 898,296千円

代理店手数料 1,783,965千円

広告宣伝費 374,457千円

給料及び手当・賞与 906,865千円

賞与引当金繰入額 168,292千円

役員賞与引当金繰入額 30,000千円

退職給付費用 87,857千円

役員退職慰労引当金繰入額 23,830千円

　

第３四半期連結会計期間

前第３四半期連結会計期間 
(自　平成21年７月１日 
　至　平成21年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日 
  至　平成22年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

運賃・保管料 304,042千円

代理店手数料 549,467千円

広告宣伝費 90,926千円

給料及び手当・賞与 262,118千円

賞与引当金繰入額 101,036千円

役員賞与引当金繰入額 10,000千円

退職給付費用 29,257千円

役員退職慰労引当金繰入額 10,100千円

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

運賃・保管料 286,274千円

代理店手数料 523,898千円

広告宣伝費 30,486千円

給料及び手当・賞与 261,236千円

賞与引当金繰入額 101,772千円

役員賞与引当金繰入額 10,000千円

退職給付費用 29,474千円

役員退職慰労引当金繰入額 8,290千円
　

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日 
　至　平成21年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日 
　至　平成22年９月30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 1,707,407千円

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 1,637,407千円

※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 1,505,307千円

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 1,435,307千円
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(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間(自　平成22年１月１日

　至　平成22年９月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

（平成22年９月30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３四半期
連結会計期間末

（平成22年９月30日）

普通株式(株) 1,107,789

　
　
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

平成22年７月29日
取締役会

普通株式 110,620 6.00平成22年６月30日 平成22年８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３四半期連結会計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)及び当第３四半期連結会計期

間(自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日)並びに前第３四半期連結累計期間(自　平成21年１月１日　

至　平成21年９月30日)及び当第３四半期連結累計期間(自　平成22年１月１日　至　平成22年９月30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３四半期連結会計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)及び当第３四半期連結会計期間

(自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日)並びに前第３四半期連結累計期間(自　平成21年１月１日　至

　平成21年９月30日)及び当第３四半期連結累計期間(自　平成22年１月１日　至　平成22年９月30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３四半期連結会計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)及び当第３四半期連結会計期間

(自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日)並びに前第３四半期連結累計期間(自　平成21年１月１日　至

　平成21年９月30日)及び当第３四半期連結累計期間(自　平成22年１月１日　至　平成22年９月30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３四半期連結会計期間末
(平成22年９月30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 553.67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３四半期連結累計期間

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年１月１日
 至 平成21年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年９月30日)

　 　

１株当たり四半期純利益金額 25.02円
　

　 　

１株当たり四半期純利益金額 16.67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３四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
至　平成21年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
至　平成22年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益 (千円) 461,322 307,362

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) 461,322 307,362

普通株式の期中平均株式数 (千株) 18,440 18,437

　

第３四半期連結会計期間

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
 至 平成21年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日)

　 　

１株当たり四半期純利益金額 1.44円
　

　 　

１株当たり四半期純損失金額 1.64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又は四半期純損失金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

項目
前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益
又は四半期純損失（△）

(千円) 26,544 △30,317

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又は四半期
純損失（△）

(千円) 26,544 △30,317

普通株式の期中平均株式数 (千株) 18,439 18,436

　
(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】

第61期（平成22年１月１日から平成22年12月31日まで）中間配当については、平成22年７月29日開催の

取締役会において、平成22年６月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行

うことを決議し、配当を行いました。

　　１　配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 110,620千円

　　２　１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6.00円

　　３　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　　　　　平成22年８月31日
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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１１月４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３四半期連結会計

期間(平成２１年７月１日から平成２１年９月３０日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成２１年１月１

日から平成２１年９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

９月３０日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の

経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・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１１月５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３四半期連結会計

期間(平成２２年７月１日から平成２２年９月３０日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成２２年１月１

日から平成２２年９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

９月３０日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の

経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・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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