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１. 19年６月中間期の連結業績（平成19年１月１日～平成19年６月30日） 

(１) 連結経営成績 (％表示は対前年中間期増減率)
 

 売上高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年６月中間期 10,510 △5.2 769 17.6 756 15.9 415 14.2

18年６月中間期 11,087 0.6 654 △33.1 653 △30.6 363 △21.8

18年12月期 21,745 ― 1,120 ― 1,105 ― 584 ―

 

 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 円 銭 円 銭

19年６月中間期  22.50  ― 

18年６月中間期  19.69  ― 

18年12月期  31.65  ― 
 
(参考) 持分法投資損益 19年６月中間期 ―百万円 18年６月中間期 ―百万円 18年12月期 ―百万円 

 

(２) 連結財政状態 
 

 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

19年６月中間期 14,525 9,023 62.1 489.04

18年６月中間期 13,851 8,624 62.3 467.25

18年12月期 14,687 8,821 60.1 478.00
 
(参考) 自己資本 19年６月中間期 9,023百万円 18年６月中間期 8,624百万円 18年12月期 8,821百万円

 

(３) 連結キャッシュ・フローの状況 
 

 
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による 
キャッシュ・フロー

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

19年６月中間期 1,678 △618 △521 991

18年６月中間期 909 △497 △321 686

18年12月期 768 △687 △223 453

 

２. 配当の状況 

 １株当たり配当金 

(基準日) 中間期末 期末 年間 
 円 銭 円 銭 円 銭

18年12月期 ― 12.00 12.00

19年12月期(実績) 6.00 ―

19年12月期(予想) ― 6.00
12.00

 

３. 19年12月期の連結業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日） 

 (％表示は対前期増減率)
 

 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

通 期 20,280 △6.7 1,375 22.7 1,355 22.6 720 23.3 39.02
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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) 中間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（中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 

① 会計基準等の改正に伴う変更  有 

② ①以外の変更         有 

(注) 詳細は、13ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項(会計処理の変更)」をご覧く

ださい。 

(３) 発行済株式数（普通株式） 

 ① 
期末発行済株式数
(自己株式を含む) 

19年６月中間期 19,544,505株 18年６月中間期19,544,505株 18年12月期 19,544,505株

 ② 期末自己株式数 19年６月中間期 1,093,404株 18年６月中間期 1,086,705株 18年12月期 1,089,173株

(注) １株当たり中間(当期)純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、22ページ「１株当たり情

報」をご覧ください。 

 

(参考) 個別業績の概要 

１. 19年６月中間期の個別業績（平成19年１月１日～平成18年６月30日） 

(１) 個別経営成績 (％表示は対前年中間期増減率)
 

 売上高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年６月中間期 10,412 △5.2 742 15.9 738 12.9 404 9.6

18年６月中間期 10,978 0.6 641 △32.2 654 △29.8 369 △21.2

18年12月期 21,528 ― 1,106 ― 1,110 ― 600 ―

 

 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 円 銭 

19年６月中間期  21.93 

18年６月中間期  20.00 

18年12月期  32.53 

  

(２) 個別財政状態 

 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

19年６月中間期 14,151 8,769 62.0 475.26

18年６月中間期 13,468 8,369 62.1 453.46

18年12月期 14,366 8,577 59.7 464.79
 
(参考) 自己資本 19年６月中間期 8,769百万円 18年６月中間期 8,369百万円 18年12月期 8,577百万円

 

２. 19年12月期の個別業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日） 

 (％表示は対前期増減率)
 

 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

通 期 20,150 △6.4 1,340 21.1 1,335 20.2 710 18.2 38.48

 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
通期の連結及び個別の業績予想につきましては、現時点で得られた情報にもとづいて算定しており
ます。従って、実際の業績は業況の変化などにより記載の予想とは大きく異なる場合があります。 
尚、上記の予想に関する事項については、４ページを参照してください。 
また、業績予測につきましては、平成19年７月30日に「平成19年12月期（平成19年１月１日～平成

19年12月31日）中間期及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」として東証にて開示いたしており
ます。同開示書類は、当社ホームページにてもご覧頂けます。 
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１ 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

  ①当中間期の概況 

当中間期の当企業集団を取り巻く経営環境は、依然として厳しいものがありました。卸売業や小

売業の競争は一段と厳しさを増す中、原材料・燃料等の価格は高止まりの様相を呈し製造コストを

押し上げております。 

この様な経営環境の下、当企業集団は「本業のキャンディ事業の強化」と「コストダウン」を経

営方針の柱として、キャンディ専業メーカーとしての経営基盤をさらに強化していくことを目標に

全社員一丸となって経営諸施策を推進してまいりました。 
特に、原材料・燃料等の価格アップによる製造コストアップを生産性の向上により抑制すると共

に、安全・安心な商品作りのため、自社工場、外注工場の総点検を実施し更なる品質管理体制の強

化に努めました。 

同時に、「企業行動憲章」「企業行動基準」の遵守を全社員に徹底し、また全社をあげて環境管

理活動に取組みました。 

営業面に関しましては、袋キャンディの売上は、「キシリＣのど飴」「健康梅のど飴」などの売

上の低下を、「もりもり山のくだもの飴」「カルピスシャーベット」等のグルメ商品群の売上増加

でカバーしたものの前年同期比 6.0％の減少となりました。 

一方、ポケットキャンディの売上は、「ピュレグミ」の売上がＴＶＣＭや店頭プロモーションを

中心とした積極的なマーケティング活動と３品から４品に商品数を増やしたことにより前年同期比

40.1％増と大幅に伸長したことに加え、「桃のど飴」や新製品「香るライチのど飴」等のスティッ

クキャンディの売上が順調に推移したことにより前年同期比 27.4％の増加となりました。 

   以上の結果、従来と同一の会計処理ベースでの売上高は 116 億 93 百万円と前年同期比６億５百万

円(5.5%)の増加となりました。尚、当中間期より販売援助費の一部につき、従来の「販売費及び一

般管理費」から「売上高の控除項目」とする方法に会計処理を変更することとしたため、売上割戻

高 11 億 82 百万円を控除した売上高は 105 億 10 百万円と前年同期比５億 76 百万円(5.2%)の減少と

なりました。 

利益面につきましては、原材料・燃料価格の上昇が製造コストを押し上げる中、売上高の増加と

生産増による製造原価率の低下により、従来と同一の会計処理ベースでの売上総利益は63億47百万

円と前年同期比３億34百万円(5.6%)の増益となりました。但し、会計処理の変更に伴う売上高控除

11億82百万円により売上総利益は51億65百万円と前年同期比８億47百万円(14.1%)の減少となりまし

た。 

一方、ＴＶＣＭや店頭プロモーションを中心とした積極的なマーケティング活動に伴い、従来と

同一の会計処理ベースでの販売費及び一般管理費は、55億77百万円と前年同期比２億19百万円

（4.1％）増加しました。但し、販売援助費の一部11億82百万円を売上高から控除する方法に変更し

たことにより、販売費及び一般管理費は43億95百万円と前年同期比９億63百万円（18.0％）の減少

となりました。 

この結果、営業利益は、前年同期比１億15百万円（17.6％）増益の７億69百万円、経常利益は、

前年同期比１億３百万円（15.9％）増益の７億56百万円、中間純利益は、前年同期比51百万円
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（14.2％）増益の４億15百万円となりました。 

 

②通期の業績見通し 

菓子業界においては、需要回復の兆候がみられず、今後も消費の低迷が続くものと予測されます。

卸売業や小売業の競争はますます激化し、企業間格差の拡大・系列化・統廃合・提携等がさらに進

んでおります。このため、メーカー間の競争も厳しさを増し、また、原材料・燃料等の価格も高止

まりの様相を呈しており、引き続き厳しい状況が続くものと予測されます。 

この様な厳しい経営環境下ではありますが、ＴＶＣＭ等積極的な販売促進活動を行い、「もりも

り山のくだもの飴」等のグルメ商品群や「ピュレグミ」を中心に売上拡大を図っていく所存でござ

います。 
通期の連結業績見通しは、売上高202億80百万円、営業利益13億75百万円、経常利益13億55百万円、

当期純利益７億20百万円を予測しております。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

①資産及び負債・純資産の状況 

 当中間期末の総資産は、前期末に比べ１億62百万円（1.1％）減少し145億25百万円となりました。 

これは主に現金及び預金が５億37百万円増加しましたが、売掛金が４億57百万円、たな卸資産が

１億71百万円、建物及び構築物が67百万円減少したことによるものです。 

負債の部は、前期末に比べ３億63百万円（6.2％）減少し55億２百万円となりました。 

これは主に未払法人税等が１億79百万円、未払費用が２億３百万円増加しましたが、機械代金等

の未払金が４億10百万円、借入金が３億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２億１百万円（2.3％）増加し90億23百万円となりました。 

これは主に中間純利益４億15百万円による増加と配当金２億21百万円の支払による減少によるも

のです。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当中間期の現金及び現金同等物の期末残高は、前期末に比べ５億37百万円増加し９億91百万円と

なりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金は、16億78百万円（前年同期比７億69百万円増加）の収入となりました。 

これは主に税金等調整前中間純利益７億30百万円、減価償却費３億５百万円、売上債権の減少４

億57百万円、たな卸資産の減少１億71百万円により資金が増加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） 

投資活動による資金は、６億18百万円（前年同期比１億21百万円増加）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６億５百万円によるものです。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金は、５億21百万円（前年同期比２億円増加）の支出となりました。 
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これは主に借入金の返済３億円、配当金の支払２億19百万円によるものです。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 

 
平成16年６月 
中間期 

平成17年６月 
中間期 

平成18年６月 
中間期 

平成19年６月 
中間期 

自己資本比率（％） 59.1 59.4 62.3 62.1

時価ベースの自己資本比率
（％） 

54.2 58.8 74.5 69.2

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率（％） 

0.5 0.4 0.5 0.2

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ（倍） 

193.8 259.8 225.6 515.3

（注） 自己資本比率：自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率：時価株式総額／総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※株式時価総額は、期末株式終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しており

ます。 

※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・

フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利

子を支払っている全ての負債（短期借入金、長期借入金）を対象としております。また、利

払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 
 
(3)利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

利益配分につきましては、株主の皆様への利益還元を重要な政策と認識しており、財務体質の強化

と将来の事業展開に備えて内部留保の充実を図りながら株主の皆様への適正且つ安定的な配当を目指

しております。 

 尚、従来当社の配当は期末配当のみとしておりましたが、株主の皆様への利益還元のため当期より 

中間配当制度を導入し、中間期配当金１株当たり６円を実施させていただきます。 

また、期末配当金は１株当たり６円（年間配当金は１株当たり12円）を予定しております。 
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２ 企業集団の状況 

 最近の有価証券報告書（平成19年３月30日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関

係会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 

 

３ 経営方針 

(1)会社の経営の基本方針、(2)目標とする経営指標、(3)中長期的な会社の経営戦略、(4)会社の対処

すべき課題 

以上の４項目につきましては、平成18年12月期決算短信（平成19年２月８日開示）により開示を行

った内容から重要な変更がないため開示を省略いたします。 

尚、当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧頂くことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.kanro.co.jp 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compserch/index.html 
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４ 中間連結財務諸表 

(1) 中間連結貸借対照表 

 

 
前中間連結会計期間末 

(平成18年６月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年６月30日) 
比較増減 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成18年12月31日) 

区分 金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金 776,510 1,071,655 295,145 533,921 

２ 売掛金 3,793,799 4,106,045 312,246 4,563,699 

３ たな卸資産 601,272 543,702 △57,570 715,008 

４ 繰延税金資産 197,839 235,910 38,070 281,146 

５ その他 129,863 170,312 40,449 123,857 

流動資産合計 5,499,285 39.7 6,127,626 42.2 628,341 6,217,632 42.3

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物及び構築物 2,602,880 2,460,838 △142,041 2,528,122 

(2) 機械装置及び運搬具 2,582,063 2,911,921 329,857 2,916,913 

(3) 土地 1,575,479 1,575,479 ― 1,575,479 

(4) 建設仮勘定 424,354 366,265 △58,089 357,376 

(5) その他 133,356 108,197 △25,158 116,890 

有形固定資産合計 7,318,134 52.8 7,422,702 51.1 104,568 7,494,782 51.0

２ 無形固定資産 66,586 0.5 69,989 0.5 3,402 68,401 0.5

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 643,143 622,637 △20,506 605,037 

(2) 繰延税金資産 182,966 137,070 △45,896 157,570 

(3) その他 141,651 145,350 3,699 144,102 

投資その他の資産合計 967,761 7.0 905,059 6.2 △62,702 906,710 6.2

固定資産合計 8,352,482 60.3 8,397,751 57.8 45,268 8,469,893 57.7

資産合計 13,851,767 100.0 14,525,377 100.0 673,610 14,687,526 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成18年６月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年６月30日) 
比較増減 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成18年12月31日) 

区分 金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 買掛金 1,812,011 2,006,701 194,690 1,963,353 

 ２ 短期借入金 200,000 200,000 ― 400,000 

 ３ 未払法人税等 143,819 272,434 128,614 93,127 

 ４ 未払費用 1,293,559 1,373,387 79,827 1,169,762 

 ５ 賞与引当金 118,180 119,320 1,140 221,834 

 ６ 役員賞与引当金 20,000 20,750 750 35,000 

 ７ その他 345,362 405,962 60,599 734,356 

   流動負債合計 3,932,933 28.4 4,398,555 30.3 465,622 4,617,433 31.4

Ⅱ 固定負債    

 １ 長期借入金 300,000 100,000 △200,000 200,000 

 ２ 長期未払金 145,177 70,334 △74,843 142,636 

 ３ 退職給付引当金 681,893 763,561 81,667 720,040 

 ４ 役員退職慰労引当金 167,420 169,590 2,170 185,790 

   固定負債合計 1,294,490 9.3 1,103,485 7.6 △191,005 1,248,466 8.5

   負債合計 5,227,424 37.7 5,502,040 37.9 274,616 5,865,900 39.9

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金 2,864,249 20.7 2,864,249 19.7 ― 2,864,249 19.5

 ２ 資本剰余金 2,641,935 19.1 2,642,109 18.2 173 2,641,935 18.0

 ３ 利益剰余金 3,206,791 23.1 3,621,055 24.9 414,264 3,427,377 23.4

 ４ 自己株式 △287,579 △2.1 △291,419 △2.0 △3,840 △288,953 △2.0

   株主資本合計 8,425,397 60.8 8,835,995 60.8 410,597 8,644,609 58.9

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １ その他有価証券 
   評価差額金 

198,946 1.5 187,342 1.3 △11,604 177,017 1.2

   評価・換算差額等合計 198,946 1.5 187,342 1.3 △11,604 177,017 1.2

   純資産合計 8,624,343 62.3 9,023,337 62.1 398,993 8,821,626 60.1

   負債及び純資産合計 13,851,767 100.0 14,525,377 100.0 673,610 14,687,526 100.0
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(2) 中間連結損益計算書 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日)

比較増減 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日)

区分 金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 11,087,127 100.0 10,510,659 100.0 △576,468 21,745,231 100.0

Ⅱ 売上原価 5,074,225 45.8 5,345,654 50.9 271,429 10,131,781 46.6

   売上総利益 6,012,902 54.2 5,165,004 49.1 △847,898 11,613,449 53.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,358,365 48.3 4,395,298 41.8 △963,066 10,492,740 48.3

   営業利益 654,536 5.9 769,705 7.3 115,168 1,120,708 5.1

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息 317 520 203 844 

 ２ 受取配当金 3,202 3,816 613 4,775 

 ３ 技術指導料収入 2,224 2,365 141 4,596 

 ４ 雑収入 18,025 7,893 △10,132 25,129 

   営業外収益合計 23,769 0.2 14,595 0.1 △9,174 35,346 0.2

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息 3,890 2,920 △970 7,346 

 ２ 技術指導費用 2,475 2,615 140 6,290 

 ３ 退職給付費用 15,747 15,747 ― 31,495 

 ４ 雑支出 3,161 6,195 3,034 5,449 

   営業外費用合計 25,275 0.2 27,479 0.2 2,203 50,581 0.2

   経常利益 653,031 5.9 756,821 7.2 103,790 1,105,473 5.1

Ⅵ 特別利益       

１ 固定資産売却益 ―  ―  ― 898 

２ 入会保証金売却益 ―  ―  ― 8,365 

３ 投資有価証券売却益 ―  ―  ― 286 

特別利益合計 ― ― ― ― ― 9,549 0.0

Ⅶ 特別損失       

 １ 固定資産除却損 22,084 23,642 1,558 66,105 

 ２ 入会保証金評価損 ― 2,388 2,388 ― 

 ３ 投資有価証券評価損 ― ― ― 1,144 

   特別損失合計 22,084 0.2 26,030 0.2 3,946 67,249 0.3

   税金等調整前中間 
（当期）純利益 

630,947 5.7 730,791 7.0 99,843 1,047,773 4.8

   法人税、住民税 
   及び事業税 

130,300 257,000 126,699 369,400 

   法人税等調整額 137,116 58,649 △78,467 94,257 

   法人税等合計 267,416 2.4 315,649 3.0 48,232 463,657 2.1

   中間（当期）純利益 363,530 3.3 415,141 4.0 51,611 584,116 2.7

 

 

―   ― 9



 
 

カンロ(株)（2216）平成19年12月期中間決算短信 

(3) 中間連結株主資本等変動計算書 

前中間連結会計期間(自平成18年１月１日 至平成18年６月30日) 

 

 株主資本 
評価・換算 
差額等 

 
資本金 
(千円) 

資本剰余金
(千円) 

利益剰余金
(千円) 

自己株式 
(千円) 

株主資本 
合計 
(千円) 

その他 

有価証券 

評価差額金 

(千円) 

純資産合計

(千円) 

平成17年12月31日 
残高 

2,864,249 2,641,935 3,106,296 △285,345 8,327,137 199,539 8,526,676

中間連結会計期間 
中の変動額 

  

剰余金の配当  △221,536 △221,536  △221,536

役員賞与金の支 
給 

 △41,500 △41,500  △41,500

中間純利益  363,530 363,530  363,530

自己株式の取得  △2,233 △2,233  △2,233

株主資本以外の 
項目の中間連結 
会計期間中の変 
動額(純額) 

 △593 △593

中間連結会計期間 
中の変動額合計 

― ― 100,494 △2,233 98,260 △593 97,666

平成18年6月30日 
残高 

2,864,249 2,641,935 3,206,791 △287,579 8,425,397 198,946 8,624,343

 

当中間連結会計期間(自平成19年１月１日 至平成19年６月30日) 

 

 株主資本 
評価・換算 
差額等 

 
資本金 
(千円) 

資本剰余金
(千円) 

利益剰余金
(千円) 

自己株式 
(千円) 

株主資本 
合計 
(千円) 

その他 

有価証券 

評価差額金 

(千円) 

純資産合計

(千円) 

平成18年12月31日 
残高 

2,864,249 2,641,935 3,427,377 △288,953 8,644,609 177,017 8,821,626

中間連結会計期間 
中の変動額 

  

剰余金の配当  △221,463 △221,463  △221,463

中間純利益  415,141 415,141  415,141

自己株式の取得  △2,625 △2,625  △2,625

自己株式の処分  173 159 333  333

株主資本以外の 
項目の中間連結 
会計期間中の変 
動額(純額) 

 10,325 10,325

中間連結会計期間 
中の変動額合計 

― 173 193,677 △2,465 191,385 10,325 201,711

平成19年6月30日 
残高 

2,864,249 2,642,109 3,621,055 △291,419 8,835,995 187,342 9,023,337
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前連結会計年度(自平成18年１月１日 至平成18年12月31日) 

 

 株主資本 
評価・換算 
差額等 

 
資本金 
(千円) 

資本剰余金
(千円) 

利益剰余金
(千円) 

自己株式 
(千円) 

株主資本 
合計 
(千円) 

その他 

有価証券 

評価差額金 

(千円) 

純資産合計

(千円) 

平成17年12月31日 
残高 

2,864,249 2,641,935 3,106,296 △285,345 8,327,137 199,539 8,526,676

連結会計年度中の
変動額 

  

剰余金の配当  △221,536 △221,536  △221,536

役員賞与金の支 
給 

 △41,500 △41,500  △41,500

当期純利益  584,116 584,116  584,116

自己株式の取得  △3,608 △3,608  △3,608

株主資本以外の 
項目の連結会計
年度中の変動額
(純額) 

 △22,522 △22,522

連結会計年度中の
変動額合計 

― ― 321,080 △3,608 317,471 △22,522 294,949

平成18年12月31日 
残高 

2,864,249 2,641,935 3,427,377 △288,953 8,644,609 177,017 8,821,626
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

 
前中間連結会計期間

(自 平成18年１月１日

至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年１月１日

至 平成19年６月30日)

比較増減 

前連結会計年度 

要約連結キャッシュ・

フロー計算書 

(自 平成18年１月１日

至 平成18年12月31日)

区分 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

 １ 税金等調整前中間(当期)純利益 630,947 730,791 99,843 1,047,773

 ２ 減価償却費 384,650 305,732 △78,917 794,587

 ３ 賞与引当金の減少額 △119,892 △102,514 17,378 △16,238

 ４ 役員賞与引当金の増加額 

(△は減少額) 
20,000 △14,250 △34,250 35,000

 ５ 退職給付引当金の増加額 30,462 43,521 13,058 68,609

 ６ 役員退職慰労引当金の減少額 △80,800 △16,200 64,600 △62,430

 ７ 受取利息及び受取配当金 △3,519 △4,336 △816 △5,620

 ８ 支払利息 3,890 2,920 △970 7,346

 ９ 固定資産除却損 22,084 23,642 1,558 66,105

 10 入会保証金評価損 ― 2,388 2,388 ―

 11 売上債権等の減少額 890,634 457,653 △432,981 120,734

 12 たな卸資産の減少額(△は増加額) △64,637 171,306 235,944 △178,373

 13 仕入債務の増加額(△は減少額) △364,767 43,348 408,115 △213,425

14 確定拠出年金移行に伴う未払金の 

減少額 
△83,254 △73,286 9,968 △89,185

 15 その他 △21,902 182,145 204,047 △206,154

小計 1,243,895 1,752,861 508,966 1,368,728

 16 利息及び配当金の受取額 3,519 4,289 769 5,620

 17 利息の支払額 △4,029 △3,257 771 △7,379

 18 法人税等の支払額 △334,188 △75,230 258,958 △598,571

   営業活動によるキャッシュ・フロー 909,196 1,678,663 769,466 768,398

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

 １ 定期預金の預入による支出 △50,006 △40,012 9,994 △110,014

 ２ 定期預金の払戻による収入 50,004 40,004 △10,000 120,015

 ３ 有形固定資産の取得による支出 △491,922 △605,327 △113,405 △688,399

 ４ 無形固定資産の取得による支出 △7,650 △13,270 △5,620 △17,550

 ５ その他 2,000 △389 △2,390 8,669

   投資活動によるキャッシュ・フロー △497,573 △618,995 △121,422 △687,278

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

 １ 短期借入金の純減少額 ― △200,000 △200,000 200,000

 ２ 長期借入金の返済による支出 △100,000 △100,000 ― △200,000

 ３ 自己株式の純取得額 △2,233 △2,292 △58 △3,608

 ４ 配当金の支払額 △219,465 △219,649 △184 △220,173

   財務活動によるキャッシュ・フロー △321,699 △521,941 △200,242 △223,782

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 

(△は減少額) 
89,923 537,725 447,801 △142,662

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 596,579 453,917 △142,662 596,579

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

中間期末(期末)残高 
686,503 991,643 305,139 453,917
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(5) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社 １社 

ひかり製菓㈱ 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社 

同左 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社 

同左 

(2) 非連結子会社  

なし 

(2) 非連結子会社 

同左 

(2) 非連結子会社 

同左 

２ 持分法の適用に関する事項 

持分法適用の関連会社数 

なし 

２ 持分法の適用に関する事項 

持分法適用の関連会社数 

同左 

２ 持分法の適用に関する事項 

持分法適用の関連会社数 

同左 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

連結子会社の中間決算日は、中

間連結決算日と一致しておりま

す。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

同左 

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

連結子会社の事業年度の末日

は、連結決算日と一致しており

ます。 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び

評価方法 

イ）有価証券 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場

価格等に基づく時

価法 

(評価差額は全部

純資産直入法によ

り処理し、売却原

価は移動平均法に

より算定) 

時価のないもの 

 移動平均法による

原価法 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び

評価方法 

イ）有価証券 

同左 

 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び

評価方法 

イ）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格

等に基づく時価法

(評価差額は全部

純資産直入法によ

り処理し、売却原

価は移動平均法に

より算定） 

時価のないもの 

 移動平均法による

原価法 

ロ）たな卸資産 

主要原材料 

移動平均法による低

価法 

製品・仕掛品 

総平均法による原価

法 

その他のたな卸資産 

移動平均法による原

価法 

ロ）たな卸資産 

  同左 

ロ）たな卸資産 

 同左 
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前中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

(2) 重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

イ）有形固定資産 

当社のひかり工場及び

本社中野ビル(建物、

構築物) 

定額法 

その他 

定率法 

ただし、平成10年４

月１日以降に取得し

た建物(建物附属設

備を除く)について

は、その他において

も定額法を採用して

おります。 

なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

建物及び構築物 

10年～50年 

機械装置及び運搬具 

9年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

イ）有形固定資産 

当社の工場設備、本社

中野ビル(建物、構築

物)及び連結子会社 

定額法 

その他 

定率法 

ただし、平成10年４

月１日以降に取得し

た建物(建物附属設

備を除く)について

は、その他において

も定額法を採用して

おります。 

なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

建物及び構築物 

10年～50年 

機械装置及び運搬具 

9年 

(会計方針の変更) 

(1)平成19年度の法人税法の改正

((所得税法等の一部を改正する

法律 平成19年３月30日 法律

第６号)及び（法人税法施行令

の一部を改正する政令 平成19

年３月30日政令第83号）)に伴

い、平成19年４月１日以降に取

得した資産については、改正後

の法人税法に基づく方法に変更

しております。 

これに伴う損益への影響は軽微

であります。 

(2)当社は従来、有形固定資産の減

価償却方法について、ひかり工

場で使用しているものについて

は定額法、松本工場及び子会社

（ひかり製菓㈱）で使用してい

るもの並びに外注先に貸与して

いるものについては定率法（た

だし、平成10年４月１日以降に

取得した建物については定額

法）を採用して参りましたが、

当中間連結会計期間より、全て

の工場設備について､定額法に 

(2) 重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

イ）有形固定資産 

当社のひかり工場及び

本社中野ビル(建物、

構築物) 

定額法 

その他 

定率法 

ただし、平成10年４

月１日以降に取得し

た建物(建物附属設

備を除く)について

は、その他において

も定額法を採用して

おります。 

なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

建物及び構築物 

10年～50年 

機械装置及び運搬具 

9年 
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前中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ）無形固定資産 

定額法 
ただし、自社利用のソ
フトウエアについて
は、社内における利用
可能期間(５年)に基づ
く定額法を採用してお
ります。 

統一いたしました。 

当中間連結会計期間において、

原価管理の精緻化のため減価償

却費を始めとする製造間接費の

各製品への配賦計算方法を見直

したこと、及び、今後グミ製造

設備の増強や効率的な大型製造

ラインの導入等、松本工場にお

ける大型設備投資による減価償

却費の増加が見込まれることか

ら、減価償却方法について検討

を行いました。 

その結果、設備の稼動水準及び

技術的陳腐化・損耗の程度を勘

案すると、当該設備の投資効果

は長期にわたり平均的に発現す

ると見込まれることから、実態

に対応した費用の期間配分を行

い、期間損益計算をより適正に

するため、松本工場、子会社

（ひかり製菓㈱）及び外注先に

貸与している有形固定資産につ

いて減価償却方法を定額法に変

更することにしたものです。 

この変更に伴い、従来の方法に

よった場合と比較して、減価償

却費は86,755千円減少し、売上

総利益は77,862千円、経常利

益、税金等調整前中間純利益は

それぞれ81,280千円増加してお

ります。 

ロ）無形固定資産 

  同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ）無形固定資産 
同左 
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

(3) 重要な引当金の計上基準 

イ）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般

債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能

性を勘案し、回収不能

見込額を計上しており

ます。 

ロ）賞与引当金 

従業員の賞与支給に備

えるため、当中間連結

会計期間に負担すべき

支給見込額を計上して

おります。 

ハ）役員賞与引当金 

定時株主総会での承認

を条件に支給される役

員賞与に備えるため、

当中間連結会計期間に

負担すべき支給見込額

を計上しております。 

(会計処理の変更) 

当中間連結会計期間か

ら「役員賞与に関する

会計基準」（企業会計

基準第４号 平成17年

11月29日）を適用して

おります。これによ

り、従来、株主総会決

議時に未処分利益の減

少として会計処理して

いました役員賞与を、

当中間連結会計期間か

ら発生時に費用処理し

ております。 

この結果、従来の方法

に比べて、「営業利

益」、「経常利益」及

び「税金等調整前中間

純利益」が20,000千円

減少しております。 

ニ）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計

年度末における退職給

付債務の見込額に基づ

き、当中間連結会計期

間末において発生して

いると認められる額を

計上しております。 

なお、会計基準変更時

差異については、15年

による按分額を費用処 

(3) 重要な引当金の計上基準 

イ）貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ）賞与引当金 

  同左 

 

 

 

 

ハ）役員賞与引当金 

定時株主総会での承認

を条件に支給される役

員賞与に備えるため、

当中間連結会計期間に

負担すべき支給見込額

を計上しております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計

年度末における退職給

付債務の見込額に基づ

き、当中間連結会計期

間末において発生して

いると認められる額を

計上しております。 

なお、会計基準変更時

差異については、15年

による按分額を費用処

(3) 重要な引当金の計上基準 

イ）貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ）賞与引当金 

  従業員の賞与支給に備

えるため、支給見込額

に基づき計上しており

ます。 

 

ハ）役員賞与引当金 

定時株主総会での承認

を条件に支給される役

員賞与に備えるため、

当連結会計年度に負担

すべき支給見込額を計

上しております。 

(会計処理の変更) 

当連結会計年度から

「役員賞与に関する会

計基準」（企業会計基

準第４号 平成17年11

月29日）を適用してお

ります。これにより、

従来、株主総会決議時

に未処分利益の減少と

して会計処理していま

した役員賞与を、当連

結会計年度から発生時

に費用処理しておりま

す。 

この結果、従来の方法

に比べて、「営業利

益」、「経常利益」及

び「税金等調整前当期

純利益」が35,000千円

減少しております。 

ニ）退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計

年度末における退職給

付債務の見込額に基づ

き計上しております。

なお、会計基準変更時

差異については、15年

による按分額を費用処

理しております。 

また、数理計算上の差

異は、その発生時の従
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前中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

理しております。 

また、過去勤務債務

は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数(11

年)による定額法によ

り費用処理しておりま

す。 

数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内

の一定の年数(11年)に

よる定額法により翌連

結会計年度から費用処

理することとしており

ます。 

ホ）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金支給

に備えるため、内規に

基づく中間連結会計期

間末要支給額を計上し

ております。 

(4) 重要なリース取引の処理方

法 

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってお

ります。 

(5) 消費税等の会計処理に関す

る事項 

税抜方式を採用しておりま

す。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及び現

金同等物)は、手許現金、随時

引出し可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資か

らなっております。 

理しております。 

数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内

の一定の年数(11年)に

よる定額法により翌連

結会計年度から費用処

理することとしており

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

ホ）役員退職慰労引当金 

   同左 

 

 

 

 

(4) 重要なリース取引の処理方

法 

同左 

 

 

 

 

 

 

(5) 消費税等の会計処理に関す

る事項 

同左 

 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

同左 

業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数

(11年)による定額法に

より翌連結会計年度か

ら費用処理することと

しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金支給

に備えるため、内規に

基づく連結会計年度末

要支給額を計上してお

ります。 

(4) 重要なリース取引の処理方

法 

同左 

 

 

 

 

 

 

(5) 消費税等の会計処理に関す

る事項 

同左 

 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金同

等物)は、手許現金、随時引出

し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ヶ月以内に償還

期限の到来する短期投資からな

っております。 
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(6) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

(会計処理の変更) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

１ 貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準 

当中間連結会計期間より、「貸

借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」(企業会計基準

第５号 平成17年12月９日)及び

「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指

針」(企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日)を適用し

ております。 

従来の資本の部の合計に相当す

る金額は8,624,343千円でありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――――――――― 

  

 

 

 

 

 

２ 販売援助費の売上高控除 

従来、販売費及び一般管理費と

して処理しておりました問屋

（販売代理店）に支払う販売援

助費の一部について、当中間連

結会計期間より売上高から控除

する方法に変更しました。 

近年、卸売業、小売業の系列

化・統合化が進む中で小売市場

における競争の激化により値引

要請が強まり、販売援助費に含

まれる売上値引相当額の金額的

重要性が増加傾向にありまし

た。 

こうした中で当社は、当中間連

結会計期間において、販売援助

費の内訳を整理・細分化し、集

計する仕組みを構築し、売上値

引相当額と販売費相当額とを区

分して把握出来る体制を整備致

しました。 

このような体制整備に伴い、損

益計算区分をより適正に行うた

め、当中間連結会計期間より、

売上値引に相当する額を売上高

から控除する方法に変更したも

のです。 

この変更に伴い、従来の方法に

比べ、「売上高」、「売上総利

益」及び「販売費及び一般管理

費」はそれぞれ1,182,449千円

減少しております。 

１ 貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準 

当中間連結会計期間より、「貸

借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」(企業会計基準

第５号 平成17年12月９日)及び

「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指

針」(企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日)を適用し

ております。 

従来の資本の部の合計に相当す

る金額は8,821,626千円でありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――――――――――― 
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(7) 中間連結財務諸表に関する注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 
前中間連結会計期間末 
(平成18年６月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年６月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年12月31日) 

１ 有形固定資産の減価償却累計額

は、9,956,816千円でありま

す。 

１ 有形固定資産の減価償却累計額

は、10,292,835千円でありま

す。 

１ 有形固定資産の減価償却累計額

は、10,127,345千円でありま

す。 

２ 担保資産及び担保付債務 

  担保に供している資産 

建物 572,619千円 

土地 281,735千円 

計 854,354千円 

  担保付債務 

短期借入金 80,000千円 

(一年以内返済予定の長期
借入金) 

長期借入金 120,000千円 

計 200,000千円 
 

２ 担保資産及び担保付債務 

  担保に供している資産 

建物 540,425千円

土地 281,735千円

計 822,160千円

  担保付債務 

短期借入金 80,000千円

(一年以内返済予定の長期
借入金) 

長期借入金 40,000千円

計 120,000千円
 

２ 担保資産及び担保付債務 

  担保に供している資産 

建物 553,286千円

土地 281,735千円

計 835,021千円

  担保付債務 

短期借入金 280,000千円

(一年以内返済予定の長期
借入金) 

長期借入金 80,000千円

計 360,000千円
 

 

(中間連結損益計算書関係) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

１ 販売費及び一般管理費の主要な

費目は次のとおりであります。 

運賃・保管料 646,563千円

販売援助費 2,276,714千円

給 料 及 び 手
当・賞与 

650,007千円

賞与引当金繰
入額 

65,780千円

役員賞与引当
金繰入額 

20,000千円

退職給付費用 53,306千円

役員退職慰労
引当金繰入額 

17,900千円
 

１ 販売費及び一般管理費の主要な

費目は次のとおりであります。

運賃・保管料 666,160千円

代理店手数料 1,289,825千円

給 料 及 び 手
当・賞与 

650,768千円

賞与引当金繰
入額 

63,720千円

役員賞与引当
金繰入額 

20,750千円

退職給付費用 55,153千円

役員退職慰労
引当金繰入額

17,510千円
 

１ 販売費及び一般管理費の主要な

費目は次のとおりであります。

運賃・保管料 1,278,664千円

販売援助費 4,428,880千円

給 料 及 び 手
当・賞与 

1,305,255千円

賞与引当金繰
入額 

126,058千円

役員賞与引当
金繰入額 

35,000千円

退職給付費用 107,095千円

役員退職慰労
引当金繰入額 

36,270千円
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
―――――――――――― 

注）従来の販売援助費のうち
売上値引相当額（1,182,449千
円）については、18ページの
「（会計処理の変更）」に記
載のとおり、当中間会計期間
より「売上高」から控除して
おります。 
また、売上値引相当額を除い
たものは、主に代理店手数料
として処理しております。 

 
―――――――――――― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 固定資産売却益は、機械装置の

売却によるものであります。 
３ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 378千円

機械装置及び運
搬具 

4,845千円

ソフトウェア 16,683千円

その他 177千円

合計 22,084千円
 

３ 固定資産除却損の内訳 
機械装置及び運
搬具 

19,463千円

その他 4,179千円

合計 23,642千円

 
 

３ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 1,886千円

機械装置及び運
搬具 

46,453千円

ソフトウェア 16,683千円

その他 1,082千円

合計 66,105千円
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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
  至 平成18年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年１月１日 
  至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
  至 平成18年12月31日) 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに
自己株式の種類及び株式数に関す
る事項 

発行済株式
の種類 

自己株式の
種類 

 
普 通 株 式
（株） 

普 通 株 式
（株） 

前連結会計
年度末株式
数 

19,544,505 1,083,129 

当中間連結
会計期間増
加株式数 

－ 3,576 

当中間連結
会計期間減
少株式数 

－ － 

当中間連結
会計期間末
株式数 

19,544,505 1,086,705 

（注）自己株式の増加は、単元未満株式
の買取りによるものであります。 

２ 配当に関する事項 

(1)配当金支払額 
平成18年3月30日開催の定時株主
総会において次のとおり決議し
ております。 

 普通株式の配当に関する事項 
 配当金の総額    221,536千円 
  一株当たりの配当額  12.00円 
 基準日    平成17年12月31日 
 効力発生日 平成18年３月31日 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに
自己株式の種類及び株式数に関す
る事項 

発行済株式
の種類 

自己株式の
種類 

 
普通株式
（株） 

普通株式
（株） 

前連結会計
年度末株式
数 

19,544,505 1,089,173

当中間連結
会計期間増
加株式数 

－ 4,831

当中間連結
会計期間減
少株式数 

－ 600

当中間連結
会計期間末
株式数 

19,544,505 1,093,404

（注）自己株式の増減は、単元未満株式
の買取り・買増しによるものであ
ります。 

２ 配当に関する事項 

(1)配当金支払額 
平成19年3月29日開催の定時株主
総会において次のとおり決議し
ております。 

 普通株式の配当に関する事項 
 配当金の総額    221,463千円
  一株当たりの配当額  12.00円
 基準日    平成18年12月31日

  効力発生日 平成19年３月30日
(2)基準日が当中間連結会計期間に
属する配当のうち、配当の効力
発生日が当中間連結会計期間後
となるもの 
平成19年８月９日開催の取締役
会において次のとおり決議して
おります。 

 普通株式の配当に関する事項 
 配当金の総額    110,706千円
  配当の原資    利益剰余金
一株当たりの配当額   6.00円

 基準日    平成19年６月30日
 効力発生日 平成19年８月31日

１ 発行済株式の種類及び総数並びに
自己株式の種類及び株式数に関す
る事項 

発行済株式
の種類 

自己株式の
種類 

 
普 通 株 式
（株） 

普 通 株 式
（株） 

前連結会計
年度末株式
数 

19,544,505 1,083,129

当連結会計
年度増加株
式数 

－ 6,044

当連結会計
年度減少株
式数 

－ －

当連結会計
年度末株式
数 

19,544,505 1,089,173

（注）自己株式の増加は、単元未満株式
の買取りによるものであります。

２ 配当に関する事項 

(1)配当金支払額 
平成18年3月30日開催の定時株主
総会において次のとおり決議し
ております。 

 普通株式の配当に関する事項 
 配当金の総額    221,536千円
  一株当たりの配当額  12.00円
 基準日    平成17年12月31日
効力発生日 平成18年３月31日

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係(平成18年６月30日現在) 

現金及び預金 776,510千円 

預入期間が３ヶ
月を超える定期
預金 

△90,006千円 

現金及び現金同
等物 

686,503千円 
 

１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係(平成19年６月30日現在) 

現金及び預金 1,071,655千円

預入期間が３ヶ
月を超える定期
預金 

△80,012千円

現金及び現金同
等物 

991,643千円
 

１ 現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係(平成

18年12月31日現在) 

現金及び預金 533,921千円

預入期間が３ヶ
月を超える定期
預金 

△80,004千円

現金及び現金同
等物 

453,917千円
 

 



 
 

カンロ(株)（2216）平成19年12月期中間決算短信 

(セグメント情報) 

１ 事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間(自平成18年１月１日 至平成18年６月30日)、前連結会計年度(自平成18年１

月１日 至平成18年12月31日)及び当中間連結会計期間(自平成19年１月１日 至平成19年６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。 

 

２ 所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間(自平成18年１月１日 至平成18年６月30日)、前連結会計年度(自平成18年１

月１日 至平成18年12月31日)及び当中間連結会計期間(自平成19年１月１日 至平成19年６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。 

 

３ 海外売上高 

前中間連結会計期間(自平成18年１月１日 至平成18年６月30日)、前連結会計年度(自平成18年１

月１日 至平成18年12月31日)及び当中間連結会計期間(自平成19年１月１日 至平成19年６月30日) 

該当事項はありません。 
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カンロ(株)（2216）平成19年12月期中間決算短信 

(１株当たり情報) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

１株当たり純資産額 467.25円

１株当たり中間純利益 19.69円
 

１株当たり純資産額 489.04円

１株当たり中間純利益 22.50円
 

１株当たり純資産額 478.00円

１株当たり当期純利益 31.65円
 

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり中間(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。 

２ １株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

 前中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

中間(当期)純利益(千円) 363,530 415,141 584,116

普通株主に帰属しない金額 

(千円) 
― ― ―

普通株式に係る中間(当期) 

純利益(千円) 
363,530 415,141 584,116

普通株式の期中平均株式数 

(千株) 
18,458 18,452 18,457

 

(重要な後発事象) 

     該当事項はありません。 

 

（開示の省略） 

「リース取引」、「有価証券」については、中間決算短信における開示の必要性が大きくないと

考えられるため、また、「デリバティブ取引」等については該当がないため開示を省略しておりま

す。 
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カンロ(株)（2216）平成19年12月期中間決算短信 

５ 中間個別財務諸表 

(1) 中間貸借対照表 

 
前中間会計期間末 

(平成18年６月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年６月30日) 
比較増減 

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成18年12月31日) 

区分 金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金 710,155 976,959 266,804 509,866 

２ 売掛金 3,762,070 4,077,424 315,353 4,518,221 

３ たな卸資産 573,390 528,150 △45,239 689,412 

４ 繰延税金資産 192,144 229,619 37,474 271,373 

５ その他 127,743 170,415 42,672 119,237 

流動資産合計 5,365,503 39.8 5,982,568 42.3 617,064 6,108,112 42.5

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物 2,243,326 2,138,812 △104,514 2,192,391 

(2) 機械及び装置 2,344,623 2,696,041 351,417 2,709,046 

(3) 土地 1,575,479 1,575,479 ― 1,575,479 

(4) 建設仮勘定 420,255 360,797 △59,457 357,376 

(5) その他 434,307 372,393 △61,913 398,601 

有形固定資産合計 7,017,993 52.1 7,143,524 50.5 125,531 7,232,895 50.3

２ 無形固定資産 65,879 0.5 69,414 0.5 3,535 67,760 0.5

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 703,143 682,637 △20,506 665,037 

(2) 繰延税金資産 174,396 128,561 △45,834 148,926 

(3) その他 141,201 144,900 3,699 143,652 

投資その他の資産合計 1,018,741 7.6 956,100 6.7 △62,640 957,616 6.7

固定資産合計 8,102,613 60.2 8,169,039 57.7 66,425 8,258,271 57.5

資産合計 13,468,117 100.0 14,151,607 100.0 683,489 14,366,383 100.0
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カンロ(株)（2216）平成19年12月期中間決算短信 

 

 
前中間会計期間末 

(平成18年６月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年６月30日) 
比較増減 

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成18年12月31日) 

区分 金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 買掛金 1,794,114 2,018,441 224,327 1,966,773 

 ２ 短期借入金 200,000 200,000 ― 400,000 

 ３ 未払法人税等 139,943 268,399 128,455 92,978 

 ４ 未払費用 1,257,972 1,334,025 76,052 1,154,450 

 ５ 賞与引当金 109,980 112,220 2,240 215,034 

 ６ 役員賞与引当金 20,000 20,000 ― 35,000 

 ７ その他 305,073 348,779 43,706 699,317 

   流動負債合計 3,827,084 28.4 4,301,866 30.4 474,782 4,563,554 31.8

Ⅱ 固定負債    

 １ 長期借入金 300,000 100,000 △200,000 200,000 

 ２ 長期未払金 145,177 70,334 △74,843 142,636 

 ３ 退職給付引当金 666,731 751,390 84,658 705,930 

 ４ 役員退職慰労引当金 159,220 158,990 △230 176,390 

   固定負債合計 1,271,129 9.5 1,080,714 7.6 △190,415 1,224,956 8.5

   負債合計 5,098,214 37.9 5,382,581 38.0 284,366 5,788,511 40.3
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前中間会計期間末 

(平成18年６月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年６月30日) 
比較増減 

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成18年12月31日) 

区分 金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 金額(千円) 
構成比
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金 2,864,249 21.2 2,864,249 20.2 ― 2,864,249 19.9

 ２ 資本剰余金    

  (1) 資本準備金 2,141,805 2,141,805 ― 2,141,805 

  (2) その他資本剰余金 500,130 500,303 173 500,130 

   資本剰余金合計 2,641,935 19.6 2,642,109 18.7 173 2,641,935 18.4

 ３ 利益剰余金    

  (1) 利益準備金 298,600 298,600 ― 298,600 

  (2) その他利益剰余金    

   固定資産圧縮積立金 265,106 244,584 △20,521 251,134 

   別途積立金 1,820,000 2,220,000 400,000 1,820,000 

   繰越利益剰余金 568,644 603,559 34,915 813,888 

   利益剰余金合計 2,952,350 21.9 3,366,744 23.8 414,393 3,183,622 22.2

 ４ 自己株式 △287,579 △2.1 △291,419 △2.0 △3,840 △288,953 △2.0

   株主資本合計 8,170,957 60.6 8,581,684 60.7 410,726 8,400,854 58.5

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １ その他有価証券 
   評価差額金 

198,946 1.5 187,342 1.3 △11,604 177,017 1.2

   評価・換算差額等合計 198,946 1.5 187,342 1.3 △11,604 177,017 1.2

   純資産合計 8,369,903 62.1 8,769,026 62.0 399,122 8,577,872 59.7

   負債及び純資産合計 13,468,117 100.0 14,151,607 100.0 683,489 14,366,383 100.0
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(2) 中間損益計算書 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日)

比較増減 

前事業年度 
要約損益計算書 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日)

区分 金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 10,978,903 100.0 10,412,501 100.0 △566,402 21,528,026 100.0

Ⅱ 売上原価 5,046,220 46.0 5,331,393 51.2 285,173 10,061,121 46.7

   売上総利益 5,932,683 54.0 5,081,107 48.8 △851,576 11,466,904 53.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,291,607 48.2 4,338,219 41.7 △953,387 10,360,414 48.1

   営業利益 641,076 5.8 742,887 7.1 101,811 1,106,490 5.2

Ⅳ 営業外収益 47,529 0.5 29,218 0.3 △18,311 72,854 0.3

Ⅴ 営業外費用 34,229 0.3 33,521 0.3 △708 68,432 0.3

   経常利益 654,376 6.0 738,584 7.1 84,208 1,110,912 5.2

Ⅵ 特別利益 ― ― ― ― ― 8,957 0.0

Ⅶ 特別損失 19,224 0.2 25,966 0.3 6,742 50,153 0.2

   税引前中間（当期） 
純利益 

635,152 5.8 712,617 6.8 77,465 1,069,716 5.0

   法人税、住民税 
   及び事業税 

127,000 1.1 253,000 2.4 126,000 369,000 1.7

   法人税等調整額 138,909 1.3 55,032 0.5 △83,877 100,201 0.5

中間（当期）純利益 369,242 3.4 404,585 3.9 35,342 600,515 2.8
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(3) 中間株主資本等変動計算書 

前中間会計期間(自平成18年１月１日 至平成18年６月30日) 

 
株主資本 

資本剰余金  資本金 
（千円） 資本準備金 

（千円） 
その他資本剰余金 
（千円） 

資本剰余金合計 
（千円） 

平成17年12月31日残高 2,864,249 2,141,805 500,130 2,641,935

中間会計期間中の変動額  

 固定資産圧縮積立金の取崩  

 剰余金の配当  

 役員賞与の支給  

 別途積立金の積立  

 中間純利益  

 自己株式の取得  

 株主資本以外の項目の 
  中間会計期間中の変動額(純額) 

 

中間会計期間中の変動額合計 ― ― ― ―

平成18年６月30日残高 2,864,249 2,141,805 500,130 2,641,935

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
（千円） 固定資産圧縮積立金

（千円） 
別途積立金 
（千円） 

繰越利益剰余金 
（千円） 

利益剰余金合計
（千円） 

平成17年12月31日残高 298,600 278,871 1,370,000 897,173 2,844,644

中間会計期間中の変動額  

 固定資産圧縮積立金の取崩 △13,764 13,764 ―

 剰余金の配当 △221,536 △221,536

 役員賞与の支給 △40,000 △40,000

 別途積立金の積立 450,000 △450,000 ―

 中間純利益 369,242 369,242

 自己株式の取得  

 株主資本以外の項目の 
  中間会計期間中の変動額(純額) 

 

中間会計期間中の変動額合計 ― △13,764 450,000 △328,529 107,706

平成18年６月30日残高 298,600 265,106 1,820,000 568,644 2,952,350

 

株主資本 評価・換算差額等 
 自己株式 

（千円） 
株主資本合計 
（千円） 

その他有価証券評価差額金 
（千円） 

純資産合計 
（千円） 

平成17年12月31日残高 △285,345 8,065,484 199,539 8,265,024

中間会計期間中の変動額  

 固定資産圧縮積立金の取崩 ―  ―

 剰余金の配当 △221,536  △221,536

 役員賞与の支給 △40,000  △40,000

 別途積立金の積立 ―  ―

 中間純利益 369,242  369,242

 自己株式の取得 △2,233 △2,233  △2,233

 株主資本以外の項目の 
  中間会計期間中の変動額(純額) 

△593 △593

中間会計期間中の変動額合計 △2,233 105,472 △593 
104,879

平成18年６月30日残高 △287,579 8,170,957 198,946 8,369,903
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カンロ(株)（2216）平成19年12月期中間決算短信 

 

 

当中間会計期間(自平成19年１月１日 至平成19年６月30日) 

 
株主資本 

資本剰余金  資本金 
（千円） 資本準備金 

（千円） 
その他資本剰余金 
（千円） 

資本剰余金合計 
（千円） 

平成18年12月31日残高 2,864,249 2,141,805 500,130 2,641,935

中間会計期間中の変動額  

 固定資産圧縮積立金の取崩  

 剰余金の配当  

 別途積立金の積立  

 中間純利益  

 自己株式の取得  

 自己株式の処分 173 173

 株主資本以外の項目の 
  中間会計期間中の変動額(純額) 

 

中間会計期間中の変動額合計 ― ― 173 173

平成19年６月30日残高 2,864,249 2,141,805 500,303 2,642,109

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
（千円） 固定資産圧縮積立金

（千円） 
別途積立金 
（千円） 

繰越利益剰余金 
（千円） 

利益剰余金合計
（千円） 

平成18年12月31日残高 298,600 251,134 1,820,000 813,888 3,183,622

中間会計期間中の変動額  

 固定資産圧縮積立金の取崩 △6,549 6,549 ―

 剰余金の配当 △221,463 △221,463

 別途積立金の積立 400,000 △400,000 ―

 中間純利益 404,585 404,585

 自己株式の取得  

自己株式の処分  

 株主資本以外の項目の 
  中間会計期間中の変動額(純額) 

 

中間会計期間中の変動額合計 ― △6,549 400,000 △210,329 183,121

平成19年６月30日残高 298,600 244,584 2,220,000 603,559 3,366,744

 

株主資本 評価・換算差額等 
 自己株式 

（千円） 
株主資本合計 
（千円） 

その他有価証券評価差額金 
(千円) 

純資産合計 
(千円) 

平成18年12月31日残高 △288,953 8,400,854 177,017 8,577,872

中間会計期間中の変動額  

 固定資産圧縮積立金の取崩 ―  ―

 剰余金の配当 △221,463  △221,463

 別途積立金の積立 ―  ―

 中間純利益 404,585  404,585

 自己株式の取得 △2,625 △2,625  △2,625

 自己株式の処分 159 333  333

 株主資本以外の項目の 
  中間会計期間中の変動額(純額) 

10,325 10,325

中間会計期間中の変動額合計 △2,465 180,829 10,325 191,154

平成19年６月30日残高 △291,419 8,581,684 187,342 8,769,026
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カンロ(株)（2216）平成19年12月期中間決算短信 

 
前事業年度(自平成18年１月１日 至平成18年12月31日) 

 
株主資本 

資本剰余金  資本金 
(千円) 資本準備金 

(千円) 
その他資本剰余金 

(千円) 
資本剰余金合計 
（千円） 

平成17年12月31日残高 2,864,249 2,141,805 500,130 2,641,935

事業年度中の変動額  

 固定資産圧縮積立金の取崩  

 剰余金の配当  

 役員賞与の支給  

 別途積立金の積立  

 当期純利益  

 自己株式の取得  

 株主資本以外の項目の 
  事業年度中の変動額(純額) 

 

事業年度中の変動額合計 ― ― ― ―

平成18年12月31日残高 2,864,249 2,141,805 500,130 2,641,935

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
(千円) 固定資産圧縮積立金

(千円) 
別途積立金 
(千円) 

繰越利益剰余金 
（千円） 

利益剰余金合計
(千円) 

平成17年12月31日残高 298,600 278,871 1,370,000 897,173 2,844,644

事業年度中の変動額  

 固定資産圧縮積立金の取崩 △27,736 27,736 ―

 剰余金の配当 △221,536 △221,536

 役員賞与の支給 △40,000 △40,000

 別途積立金の積立 450,000 △450,000 ―

 当期純利益 600,515 600,515

 自己株式の取得  

 株主資本以外の項目の 
  事業年度中の変動額(純額) 

 

事業年度中の変動額合計 ― △27,736 450,000 △83,284 338,978

平成18年12月31日残高 298,600 251,134 1,820,000 813,888 3,183,622

 

株主資本 評価・換算差額等 
 自己株式 

(千円) 
株主資本合計 
(千円) 

その他有価証券評価差額金 
(千円) 

純資産合計 
(千円) 

平成17年12月31日残高 △285,345 8,065,484 199,539 8,265,024

事業年度中の変動額  

 固定資産圧縮積立金の取崩 ―  ―

 剰余金の配当 △221,536  △221,536

 役員賞与の支給 △40,000  △40,000

 別途積立金の積立 ―  ―

 当期純利益 600,515  600,515

 自己株式の取得 △3,608 △3,608  △3,608

 株主資本以外の項目の 
  事業年度中の変動額(純額) 

△22,522 △22,522

事業年度中の変動額合計 △3,608 335,370 △22,522 
312,847

平成18年12月31日残高 △288,953 8,400,854 177,017 8,577,872
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