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（百万円未満切捨て） 

１．20年６月中間期の連結業績（平成20年１月１日～平成20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 ％

20年６月中間期 10,720 2.0 913 18.6 904 19.5 502 21.1
19年６月中間期 10,510 △5.2 769 17.6 756 15.9 415 14.2
19年12月期 20,648 － 1,511 － 1,492 － 799 －
 

 
１ 株 当 たり 中 間 
( 当 期 ) 純 利 益 

潜在株式調整後１株当り
中 間 ( 当 期 ) 純 利 益

 円 銭 円 銭

20年６月中間期 27.24 －
19年６月中間期 22.50 －
19年12月期 43.32 －
（参考） 持分法投資損益 20年６月中間期 －百万円 19年６月中間期 －百万円 19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

20年６月中間期 14,863 9,595 64.6 520.13
19年６月中間期 14,525 9,023 62.1 489.04
19年12月期 15,085 9,222 61.1 499.89
（参考） 自己資本    20年６月中間期 9,595百万円 19年６月中間期 9,023百万円 19年12月期 9,222百万円 

 
(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

20年６月中間期 1,494 △790 △236 1,055
19年６月中間期 1,678 △618 △521 991
19年12月期 1,777 △909 △733 588
 
 
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

19年12月期 6.00 6.00 12.00
20年12月期（実績） 6.00 
20年12月期（予想）  6.00

12.00

 
 
３．20年12月期の連結業績予想（平成20年１月１日～平成20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 21,000 1.7 1,415 △6.4 1,400 △6.2 760 △4.9 41.20
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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 無  
 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」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） 

20年６月中間期 19,544,505株 19年６月中間期19,544,505株 19年12月期 19,544,505株

② 期末自己株式数 20年６月中間期  1,096,905株 19年６月中間期 1,093,404株 19年12月期  1,094,828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、25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 
 
１．20年６月中間期の個別業績（平成20年１月１日～平成20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 ％

20年６月中間期 10,716 2.9 876 18.0 883 19.6 495 22.4
19年６月中間期 10,412 △5.2 742 15.9 738 12.9 404 9.6
19年12月期 20,515 － 1,473 － 1,471 － 791 －
 

 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 円 銭 

20年６月中間期 26.83 
19年６月中間期 21.93 
19年12月期 42.88 
 
(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

20年６月中間期 14,496 9,335 64.4 506.07
19年６月中間期 14,151 8,769 62.0 475.26
19年12月期 14,781 8,971 60.7 486.24
（参考） 自己資本    20年６月中間期 9,335百万円 19年６月中間期 8,769百万円 19年12月期 8,971百万円 

 
※ 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、３ページを参照してください。 
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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 
 当中間期のわが国経済は、原油価格の一段の上昇、サブプライム問題に端を発した米国経済の

景気後退懸念等、世界経済全体に不透明感が拡がる中、景気回復は足踏み状態が続き、このとこ

ろ一部に弱い動きがみられる等先行きへの懸念が一段と強まる状況にあります。 
 菓子業界におきましては、穀物相場の高騰による砂糖・水飴等の原料価格の上昇と原油価格の

高騰による包装資材価格の上昇、燃料費、物流経費の増加と、製造原価がアップする一方、小売

業界の競争は益々激化しており、商品価格の値上げは容易にできず、各メーカーの収益は大きく

圧迫される状況が続いています。 
 この様な厳しい経営環境の下、当企業集団は主力既存品の売上拡大のため、店頭キャンペーン

等効果的なマーケティング活動を展開すると共に、みやげ物等の新規市場の拡充、グルメ商品の

中小ＳＭへの導入を積極的に進めました。また、原材料・燃料価格の上昇によるコストアップに

対し、製造ラインの改造による生産性の向上等製造原価の低減に努めると共に、外箱サイズの縮

小化等により物流コストの低減を図りました。一方、安全・安心な商品づくりのため、品質管理

体制の強化を図ると同時に、「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が、「ノンシュガーキシリＣのど飴」の売上減少

を主因にのど飴群の売上は前年同期比9.8％減少しましたが、「ノンシュガー珈琲茶館」「もりも

り山のくだもの飴」等のグルメ・ファンシー製品群の売上が前年同期比42.0％増加したことによ

り、袋キャンディ合計での売上は前年同期比6.2％の増加となりました。 

 ポケット製品の売上は、「ピュレグミ」の売上が引続き伸長したことを主因に前年同期比4.0％

の増加となりました。 

 素材菓子の売上は、「海苔と紀州梅のはさみ焼き」等の海苔製品は堅調に推移しましたが、中

国を原産地とする梅製品の売上が減少したことにより前年同期比18.8％の減少となりました。 

 以上の結果、売上高は前年同期比２億９百万円(2.0％)増収の107億20百万円となりました。 

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圧迫する中、生産性の向上と低

コスト製品群の売上増加により、売上総利益は前年同期比２億13百万円(4.1％)増益の53億78百万

円となりました。一方、売上高の増加に伴い配送費・代理店手数料等の販売経費が増加したこと

により、販売費及び一般管理費は前年同期比70百万円（1.6％）増加の44億65百万円となりました。 

 この結果、営業利益は、前年同期比１億43百万円（18.6％）増益の９億13百万円、経常利益は、

前年同期比１億47百万円（19.5％）増益の９億４百万円、中間純利益は、前年同期比87百万円

（21.1％）増益の５億２百万円となりました。 

 

②通期の業績見通し 
 「当中間期の概況」においてご説明のとおり、上期の業績は厳しい環境下ではありましたが、

前年同期並びに計画を上回る業績をあげることができました。然しながら、菓子業界においては、

今後も消費の低迷が続くものと予測されます。また、原材料・燃料価格は更に上昇することが予

想されており、商品価格の改定も検討せざるをえない状況にありますが、商品価格の改定は市場

動向等を十分注視しながら慎重に対処せざるをえないため、今後一段と厳しい業況とならざるを

えないものと予測しております。 

 この様な厳しい経営環境下ではありますが、既存主力品を中心として着実な売上高拡大を図っ

ていくと同時に、一層の全社的コスト削減策を実施していく所存でございます。 
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 通期の業績見通しにつきましては、当中間期の実績に加え下半期の計画を見直した結果、売上

高は210億円、営業利益は14億15百万円、経常利益は14億円、当期純利益は７億60百万円を予測し

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２億21百万円（1.5％）減少し148億63百万円となりまし

た。 

 これは主に現金及び預金が４億66百万円、有形固定資産が２億83百万円増加しましたが、売上

債権が９億49百万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５億94百万円（10.1％）減少し52億68百万円となりました。 

 これは主に仕入債務が３億57百万円、未払法人税等が２億38百万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３億72百万円（4.0％）増加し95億95百万円となりました。 

 これは主に中間純利益５億２百万円による増加と配当金１億10百万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4億66百万円増加し10億55百万円と

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、14億94百万円の収入（前年同期比１億84百万円減少）となりました。 

これは主に税金等調整前中間純利益８億78百万円、減価償却費３億98百万円、売上債権の減少

９億49百万円により資金が増加しましたが、仕入債務の減少３億57百万円、法人税等の支払４億

92百万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） 

投資活動による資金は、７億90百万円の支出（前年同期比１億71百万円増加）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７億86百万円によるものです。 

（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、２億36百万円の支出（前年同期比２億85百万円減少）となりました。 

これは主に借入金の返済１億円、配当金の支払１億10百万円によるものです。 

（参考）キャッシュ･フロー指標のトレンド 

 
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 

平成20年６月

中間期 

自己資本比率（％） 59.4 62.3 62.1 64.6

時価ベースの自己資本比率

（％） 
58.8 74.5 69.2 53.7

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 0.2 0.3 0.1 0.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 259.8 225.6 515.3 1,028.6

    (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：株式時価総額／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 

  （中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。） 
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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。 
 当中間期配当金は１株当たり６円を実施することと致しました。 
 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20年３月31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19年12月期決算短信（平成20年２月７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/compsearch/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 

（単位：千円、％） 

 
前中間連結会計期間末 

(平成19年６月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成20年６月30日) 

前連結会計年度 

要約連結貸借対照表 

(平成19年12月31日) 

区分 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

 １ 現金及び預金 1,071,655 1,135,373 668,543 

 ２ 受取手形及び売掛金 4,106,045 4,214,801 5,164,535 

 ３ たな卸資産 543,702 556,243 503,210 

 ４ 繰延税金資産 235,910 236,531 342,886 

 ５ その他 170,312 162,681 105,622 

   流動資産合計 6,127,626 42.2 6,305,631 42.4 6,784,797 45.0

Ⅱ 固定資産  

 １ 有形固定資産  

  (1)建物及び構築物 2,460,838 2,369,042 2,456,013 

  (2)機械装置及び運搬具 2,911,921 3,089,918 3,203,061 

  (3)土地 1,575,479 2,001,489 1,585,793 

  (4)リース資産 － 54,528 － 

  (5)建設仮勘定 366,265 32,427 24,621 

  (6)その他 108,197 119,485 113,440 

   有形固定資産合計 7,422,702 51.1 7,666,892 51.6 7,382,929 48.9

 ２ 無形固定資産 69,989 0.5 87,747 0.6 76,284 0.5

 ３ 投資その他の資産  

  (1)投資有価証券 622,637 465,067 498,415 

  (2)繰延税金資産 137,070 203,370 203,331 

  (3)その他 145,350 135,039 139,853 

   投資その他の資産合計 905,059 6.2 803,477 5.4 841,599 5.6

   固定資産合計 8,397,751 57.8 8,558,116 57.6 8,300,813 55.0

   資産合計 14,525,377 100.0 14,863,748 100.0 15,085,611 100.0
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（単位：千円、％） 

 
前中間連結会計期間末 

(平成19年６月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成20年６月30日) 

前連結会計年度 

要約連結貸借対照表 

(平成19年12月31日) 

区分 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

 １ 買掛金 2,006,701 1,653,961 2,011,134 

 ２ 短期借入金 200,000 100,000 200,000 

 ３ リース債務 － 31,503 － 

 ４ 未払法人税等 272,434 269,318 507,410 

 ５ 未払費用 1,373,387 1,375,131 1,280,881 

 ６ 賞与引当金 119,320 121,200 257,224 

 ７ 役員賞与引当金 20,750 20,750 41,500 

 ８ その他 405,962 648,320 504,668 

   流動負債合計 4,398,555 30.3 4,220,185 28.4 4,802,819 31.9

Ⅱ 固定負債  

 １ 長期借入金 100,000 － － 

 ２ リース債務 － 32,186 － 

 ３ 長期未払金 70,334 － 68,822 

 ４ 退職給付引当金 763,561 811,507 804,976 

 ５ 役員退職慰労引当金 169,590 204,780 186,160 

   固定負債合計 1,103,485 7.6 1,048,473 7.0 1,059,958 7.0

   負債合計 5,502,040 37.9 5,268,658 35.4 5,862,777 38.9

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

 １ 資本金 2,864,249 19.7 2,864,249 19.3 2,864,249 19.0

 ２ 資本剰余金 2,642,109 18.2 2,642,482 17.8 2,642,351 17.5

 ３ 利益剰余金 3,621,055 24.9 4,286,343 28.8 3,894,506 25.8

 ４ 自己株式 △291,419 △2.0 △293,516 △2.0 △292,402 △1.9

   株主資本合計 8,835,995 60.8 9,499,560 63.9 9,108,705 60.4

Ⅱ 評価・換算差額等  

 １ その他有価証券 

評価差額金 
187,342 1.3 95,528 0.7 114,127 0.7

   評価・換算差額等合計 187,342 1.3 95,528 0.7 114,127 0.7

   純資産合計 9,023,337 62.1 9,595,089 64.6 9,222,833 61.1

   負債純資産合計 14,525,377 100.0 14,863,748 100.0 15,085,611 100.0
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(2) 中間連結損益計算書 

（単位：千円、％） 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成19年１月１日 
  至 平成19年６月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成20年１月１日 
  至 平成20年６月30日) 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

区分 金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比

Ⅰ 売上高 10,510,659 100.0 10,720,359 100.0 20,648,624 100.0

Ⅱ 売上原価 5,345,654 50.9 5,341,843 49.8 10,466,497 50.7

   売上総利益 5,165,004 49.1 5,378,516 50.2 10,182,126 49.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,395,298 41.8 4,465,336 41.7 8,670,238 42.0

   営業利益 769,705 7.3 913,180 8.5 1,511,888 7.3

Ⅳ 営業外収益  

 １ 受取利息 520 1,554 1,539 

 ２ 受取配当金 3,816 4,274 5,918 

 ３ 技術指導料収入 2,365 2,046 4,389 

 ４ 雑収入 7,893 5,875 17,172 

   営業外収益合計 14,595 0.1 13,750 0.1 29,019 0.1

Ⅴ 営業外費用  

 １ 支払利息 2,920 1,333 4,751 

 ２ 技術指導費用 2,615 2,594 5,215 

 ３ 退職給付費用 15,747 15,747 31,495 

 ４ 雑支出 6,195 2,864 7,161 

   営業外費用合計 27,479 0.2 22,540 0.2 48,624 0.2

   経常利益 756,821 7.2 904,389 8.4 1,492,283 7.2

Ⅵ 特別利益    

 １ 入会保証金売却益 － － 2,157 

   特別利益合計 － － － － 2,157 0.0

Ⅶ 特別損失  

 １ 固定資産除却損 23,642 22,387 87,889 

 ２ 固定資産売却損 － 1,513 － 

 ３ 投資有価証券評価損 － 2,172 － 

 ４ 入会保証金評価損 2,388 － 2,388 

   特別損失合計 26,030 0.2 26,073 0.2 90,278 0.4

   税金等調整前中間 
（当期）純利益 

730,791 7.0 878,315 8.2 1,404,162 6.8

   法人税、住民税 
及び事業税 

257,000 256,700 669,200 

   法人税等調整額 58,649 119,080 △64,337 

   法人税等合計 315,649 3.0 375,780 3.5 604,862 2.9

   中間（当期）純利益 415,141 4.0 502,535 4.7 799,300 3.9
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(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19年１月１日 至平成19年６月30日） 

(単位：千円) 

株主資本 
評価・換算差
額等 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
その他 
有価証券 
評価差額金 

純資産 
合計 

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

 

   当中間連結会計期間（自平成20年１月１日 至平成20年６月30日） 

(単位：千円) 

株主資本 
評価・換算差
額等 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
その他 
有価証券 
評価差額金 

純資産 
合計 

平成19年12月31日
残高 

2,864,249 2,642,351 3,894,506 △292,402 9,108,705 114,127 9,222,833

中間連結会計期間
中の変動額 

  

 剰余金の配当  △110,698 △110,698  △110,698

 中間純利益  502,535 502,535  502,535

 自己株式の取得  △1,327 △1,327  △1,327

 自己株式の処分  131 213 344  344

 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） 

 △18,598 △18,598

中間連結会計期間
中の変動額合計 

－ 131 391,837 △1,113 390,854 △18,598 372,255

平成20年６月30日
残高 

2,864,249 2,642,482 4,286,343 △293,516 9,499,560 95,528 9,595,089
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   前連結会計年度（自平成19年１月１日 至平成19年12月31日） 

(単位：千円) 

株主資本 
評価・換算差
額等 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
その他 
有価証券 
評価差額金 

純資産 
合計 

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

連結会計年度中の
変動額 

  

 剰余金の配当  △221,463 △221,463  △221,463

 剰余金の配当
（中間配当） 

 △110,706 △110,706  △110,706

 当期純利益  799,300 799,300  799,300

 自己株式の取得  △3,867 △3,867  △3,867

 自己株式の処分  416 418 834  834

 株主資本以外の
項目の連結会計
年度中の変動額
（純額） 

 △62,889 △62,889

連結会計年度中の
変動額合計 

－ 416 467,129 △3,448 464,096 △62,889 401,207

平成19年12月31日
残高 

2,864,249 2,642,351 3,894,506 △292,402 9,108,705 114,127 9,222,833
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成19年１月１日 

至 平成19年６月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成20年１月１日 

至 平成20年６月30日)

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19年１月１日 

至 平成19年12月31日)

区分 金額 金額 金額 

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 730,791 878,315 1,404,162

 ２ 減価償却費 305,732 398,497 632,605

 ３ 賞与引当金の増加額(△は減少額) △102,514 △136,024 35,390

 ４ 役員賞与引当金の増加額(△は減少額) △14,250 △20,750 6,500

 ５ 退職給付引当金の増加額 43,521 6,531 84,936

 ６ 役員退職慰労引当金の増加額(△は減少額) △16,200 18,620 370

 ７ 受取利息及び受取配当金 △4,336 △5,828 △7,458

 ８ 支払利息 2,920 1,333 4,751

 ９ 固定資産除却損 23,642 22,387 87,889

 10 投資有価証券評価損 － 2,172 －

 11 入会保証金評価損 2,388 － 2,388

 12 入会保証金売却益 － － △2,157

 13 売上債権等の減少額(△は増加額) 457,653 949,733 △600,835

 14 たな卸資産の減少額(△は増加額) 171,306 △53,032 211,798

 15 仕入債務の増加額(△は減少額) 43,348 △357,172 47,780

 16 確定拠出年金移行に伴う未払金の減少額 △73,286 △72,670 △75,693

 17 その他 182,145 350,637 210,888

    小計 1,752,861 1,982,750 2,043,319

 18 利息及び配当金の受取額 4,289 5,760 7,448

 19 利息の支払額 △3,257 △1,452 △5,197

 20 法人税等の支払額 △75,230 △492,814 △268,442

   営業活動によるキャッシュ・フロー 1,678,663 1,494,243 1,777,128

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 △40,012 △40,032 △90,032

 ２ 定期預金の払戻による収入 40,004 40,020 90,016

 ３ 有形固定資産の取得による支出 △605,327 △786,025 △886,358

４ 有形固定資産の売却による収入 － 10,682 －

 ５ 無形固定資産の取得による支出 △13,270 △15,112 △29,410

 ６ その他 △389 △471 6,287

   投資活動によるキャッシュ・フロー △618,995 △790,938 △909,497

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

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

 ３ ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △24,966 －

 ４ 自己株式の純取得額 △2,292 △982 △3,032

 ５ 配当金の支払額 △219,649 △110,538 △329,991

   財務活動によるキャッシュ・フロー △521,941 △236,487 △733,024

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 537,725 466,817 134,606

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 453,917 588,523 453,917

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 991,643 1,055,341 588,523
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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19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19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19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19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

統一いたしました。 

(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（リース資産を

除く） 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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、

当連結会計年度より、全ての工

場設備について､定額法に統一

いたしました。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当連結会計年度において、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184,703千円減少し、

「売上総利益」は172,052千

円、「経常利益」、「税金等調

整前当期純利益」はそれぞれ

178,912千円増加しておりま

す。 

 (追加情報) 

１ 当中間連結会計期間より、法人

税法改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産につい

ては、改正前の法人税法に基づ

く減価償却の方法の適用により

取得価額の５％に到達した連結

会計年度の翌連結会計年度よ

り、取得価額の５％相当額と備

忘価額との差額を５年間で均等

償却し、減価償却費に含めて計

上しております。 

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25,381千円増加し、

「売上総利益」は22,218千円、
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前中間連結会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

 「経常利益」、「税金等調整前

中間純利益」はそれぞれ23,658

千円減少しております。 

 

ロ 無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフトウェ

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。 

ロ 無形固定資産（リース資産を

除く） 

定額法 

なお、自社利用のソフトウェ

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。

ロ 無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフトウェ

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。

 

 

――――――――――― 

 

ハ リース資産 

所有権移転外ファイナンス･

リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっております。 

 

 

――――――――――― 

 (会計方針の変更) 

１ 当中間連結会計期間より、「リ

ース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号（平成５

年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関す

る会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第16号（平成

６年１月18日（日本公認会計士

協会 会計制度委員会）、平成

19年３月30日改正））が平成19

年４月１日以後開始する連結会

計年度から適用できることにな

ったことに伴い、同会計基準及

び同適用指針を早期適用してお

ります。 

これに伴う「営業利益」、「経

常利益」及び「税金等調整前中

間純利益」への影響はありませ

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

当中間連結会計期間 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19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。 

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

結会計期間末の要支給額を計

上しております。 

(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 

同左 

 

 

 

 

ニ 退職給付引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ 役員退職慰労引当金 

同左 

(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、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。 

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。 

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

計年度末の要支給額を計上し

ております。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

(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 

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。 

 

 

 

―――――――――― 

 

 

 

(4) 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 

(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 

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 

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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カンロ(株)（2216）平成20年12月期中間決算短信 

(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19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

１ 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 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、当連結会

計年度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、当連結会

計年度において、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、当連結会計年度より、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2,350,439千円

減少しております。 
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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19年６月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末 

(平成19年12月31日) 

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、10,623,086千円でありま 

  す。 

１ 有形固定資産の減価償却累計額

  は、10,384,424千円でありま 

  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 540,425千円 

土地 281,735千円 

計 822,160千円 
 

２ 担保資産及び担保付債務 

  担保に供している資産 

建物 510,342千円

土地 281,735千円

計 792,077千円
 

２ 担保資産及び担保付債務 

  担保に供している資産 

建物 527,940千円

土地 281,735千円

計 809,675千円
 

  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 
 

  担保付債務 

短期借入金 40,000千円

(一年以内返済予定の長期
借入金) 

計 40,000千円
 

  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) 

計 80,000千円
 

――――――――――― ――――――――――― 

３ 期末日満期手形の会計処理につ
いては、手形交換日をもって決
済処理しております。なお、当
連結会計年度末日が金融機関の
休日であったため、次の期末日
満期手形が、期末残高に含まれ
ております。 

受取手形 300千円
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（中間連結損益計算書関係） 

 

前中間連結会計期間 

(自 平成19年１月１日 
 至 平成19年６月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年６月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成19年１月１日 
 至 平成19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 666,160千円 

代理店手数料 1,289,825千円 

広告宣伝費 532,457千円 

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 

（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、19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。 

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 677,459千円

代理店手数料 1,343,465千円

広告宣伝費 464,609千円

給料及び手
当・賞与 

670,577千円

賞与引当金繰
入額 

65,860千円

役員賞与引当
金繰入額 

20,750千円

退職給付費用 59,379千円

役員退職慰労
引当金繰入額

18,620千円

 

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 1,332,516千円

代理店手数料 2,540,483千円

広告宣伝費 891,524千円

給料及び手
当・賞与 

1,315,495千円

賞与引当金繰
入額 

155,899千円

役員賞与引当
金繰入額 

41,500千円

退職給付費用 110,794千円

役員退職慰労
引当金繰入額 

32,540千円

（注）従来の販売援助費のうち 
売 上 値 引 相 当 額
（2,350,439千円）につい
ては、19ページの「（会計
処理の変更）」に記載のと
おり、当連結会計年度より
「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 固定資産売却損は、土地及び建
物の売却によるものでありま
す。 

―――――――――――― 

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（工具、

器具及び備品） 
4,179千円 

合計 23,642千円 

３ 固定資産除却損の内訳 

機械装置及び運

搬具 
21,978千円

その他（工具、

器具及び備品）
409千円

合計 22,387千円

３ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 21,649千円

機械装置及び運

搬具 
58,716千円

建設仮勘定 4,619千円

その他（工具、

器具及び備品） 
2,904千円

合計 87,889千円
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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19年１月１日 
  至 平成19年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成20年１月１日 
  至 平成20年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 
  至 平成19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 1,089,173 

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。 

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 1,094,828

当中間連結
会計期間増
加株式数 

－ 2,877

当中間連結
会計期間減
少株式数 

－ 800

当中間連結
会計期間末
株式数 

19,544,505 1,096,905

（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。 

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

当連結会計
年度増加株
式数 

－ 7,227

当連結会計
年度減少株
式数 

－ 1,572

当連結会計
年度末株式
数 

19,544,505 1,094,828

（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 
①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 
  １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 
①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 
１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 

２ 配当に関する事項 

(1)配当金支払額 
①平成20年3月28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    110,698千円
  １株当たりの配当額   6.00円
 基準日    平成19年12月31日
  効力発生日 平成20年３月31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 
①平成20年８月７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    110,685千円
  配当の原資    利益剰余金
１株当たりの配当額   6.00円
 基準日    平成20年６月30日
 効力発生日 平成20年８月29日

２ 配当に関する事項 

(1)配当金支払額 
①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
  １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
１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

(2)基準日が当連結会計年度に属す
る配当のうち、配当の効力発生
日が翌連結会計年度となるもの
①平成20年３月28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    110,698千円
  配当の原資    利益剰余金
１株当たりの配当額   6.00円
 基準日    平成19年12月31日
 効力発生日 平成20年３月31日
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（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19年１月１日 
 至 平成19年６月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年６月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成19年１月１日 
 至 平成19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19年６月30日現在) 

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20年６月30日現在) 

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
19年12月31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 

 

現金及び預金 1,135,373千円

預入期間が３ヶ
月を超える定期
預金 

△80,032千円

現金及び現金同
等物 

1,055,341千円

 

現金及び預金 668,543千円

預入期間が３ヶ
月を超える定期
預金 

△80,020千円

現金及び現金同
等物 

588,523千円
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(セグメント情報) 

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

平成20年１月１日 至平成20年６月30日)並びに前連結会計年度(自平成19年１月１日 至平成19

年12月31日) 

［事業の種類別セグメント情報］ 

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］ 

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］ 

該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

 

前中間連結会計期間 

(自 平成19年１月１日 
 至 平成19年６月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年６月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成19年１月１日 
 至 平成19年12月31日) 

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 520.13円

１株当たり中間純利益 27.24円
 

１株当たり純資産額 499.89円

１株当たり当期純利益 43.32円
    

(注) １ 潜在株主調整後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)純資産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末

(平成19年６月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末 

(平成19年12月31日) 

連結貸借対照表の純資産の
部の合計額（千円） 

9,023,337 9,595,089 9,222,833

普通株式に係る純資産額
（千円） 

9,023,337 9,595,089 9,222,833

普通株式の発行済株式数
（千株） 

19,544 19,544 19,544

普通株式の自己株式数 
（千株） 

1,093 1,096 1,094

１株当たり純資産額の算定
に用いられた普通株式の数
（千株） 

18,451 18,447 18,449

  

３ 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19年１月１日

至 平成19年６月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

中間(当期)純利益（千円） 415,141 502,535 799,300

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） 

415,141 502,535 799,300

普通株式の期中平均株式数
（千株） 

18,452 18,449 18,451

  

(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

ため、また、「デリバティブ取引」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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５ 中間個別財務諸表 

(1) 中間貸借対照表 

（単位：千円、％）

 
前中間会計期間末 

(平成19年６月30日) 

当中間会計期間末 

(平成20年６月30日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成19年12月31日) 

区分 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

 １ 現金及び預金 976,959 1,034,819 613,487 

 ２ 売掛金 4,077,424 4,214,042 5,152,946 

 ３ たな卸資産 528,150 548,149 493,103 

 ４ 繰延税金資産 229,619 230,818 334,866 

 ５ その他 170,415 162,317 104,641 

   流動資産合計 5,982,568 42.3 6,190,147 42.7 6,699,044 45.3

Ⅱ 固定資産  

 １ 有形固定資産  

  (1)建物 2,138,812 2,041,802 2,105,024 

  (2)機械及び装置 2,696,041 2,859,959 3,000,218 

  (3)土地 1,575,479 2,001,489 1,585,793 

  (4)リース資産 － 48,356 － 

  (5)建設仮勘定 360,797 31,062 24,621 

  (6)その他 372,393 384,197 399,651 

   有形固定資産合計 7,143,524 50.5 7,366,866 50.8 7,115,309 48.2

 ２ 無形固定資産 69,414 0.5 87,467 0.6 75,833 0.5

 ３ 投資その他の資産  

  (1)投資有価証券 682,637 525,067 558,415 

  (2)繰延税金資産 128,561 192,791 193,397 

  (3)その他 144,900 134,589 139,403 

   投資その他の資産合計 956,100 6.7 852,448 5.9 891,216 6.0

   固定資産合計 8,169,039 57.7 8,306,782 57.3 8,082,359 54.7

   資産合計 14,151,607 100.0 14,496,930 100.0 14,781,403 100.0
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（単位：千円、％）

 
前中間会計期間末 

(平成19年６月30日) 

当中間会計期間末 

(平成20年６月30日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成19年12月31日) 

区分 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

 １ 買掛金 2,018,441 1,666,438 2,038,397 

 ２ 短期借入金 200,000 100,000 200,000 

 ３ リース債務 － 26,446 － 

 ４ 未払法人税等 268,399 261,540 502,648 

 ５ 未払費用 1,334,025 1,344,972 1,266,824 

 ６ 賞与引当金 112,220 114,300 251,024 

 ７ 役員賞与引当金 20,000 20,000 40,000 

 ８ その他 348,779 607,101 477,012 

   流動負債合計 4,301,866 30.4 4,140,799 28.6 4,775,908 32.3

Ⅱ 固定負債  

 １ 長期借入金 100,000 － － 

 ２ リース債務 － 31,070 － 

 ３ 長期未払金 70,334 － 68,822 

 ４ 退職給付引当金 751,390 797,496 791,280 

 ５ 役員退職慰労引当金 158,990 191,780 174,360 

   固定負債合計 1,080,714 7.6 1,020,347 7.0 1,034,462 7.0

   負債合計 5,382,581 38.0 5,161,146 35.6 5,810,370 39.3
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（単位：千円、％）

 
前中間会計期間末 

(平成19年６月30日) 

当中間会計期間末 

(平成20年６月30日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成19年12月31日) 

区分 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

 １ 資本金 2,864,249 20.2 2,864,249 19.7 2,864,249 19.4

 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 500,303 500,677 500,546 

   資本剰余金合計 2,642,109 18.7 2,642,482 18.2 2,642,351 17.9

 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 244,584 232,872 239,390 

    別途積立金 2,220,000 2,720,000 2,220,000 

    繰越利益剰余金 603,559 775,566 884,715 

   利益剰余金合計 3,366,744 23.8 4,027,038 27.8 3,642,706 24.6

 ４ 自己株式 △291,419 △2.0 △293,516 △2.0 △292,402 △2.0

   株主資本合計 8,581,684 60.7 9,240,254 63.7 8,856,905 59.9

Ⅱ 評価・換算差額等  

 １ その他有価証券 
評価差額金 

187,342 1.3 95,528 0.7 114,127 0.8

   評価・換算差額等合計 187,342 1.3 95,528 0.7 114,127 0.8

   純資産合計 8,769,026 62.0 9,335,783 64.4 8,971,033 60.7

   負債純資産合計 14,151,607 100.0 14,496,930 100.0 14,781,403 100.0
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(2) 中間損益計算書 

（単位：千円、％） 

 
前中間会計期間 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日) 

前事業年度 
要約損益計算書 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

区分 金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比 

Ⅰ 売上高 10,412,501 100.0 10,716,973 100.0 20,515,618 100.0

Ⅱ 売上原価 5,331,393 51.2 5,407,932 50.5 10,475,271 51.0

   売上総利益 5,081,107 48.8 5,309,041 49.5 10,040,347 49.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,338,219 41.7 4,432,716 41.3 8,566,796 41.8

   営業利益 742,887 7.1 876,325 8.2 1,473,550 7.2

Ⅳ 営業外収益 29,218 0.3 34,658 0.3 58,230 0.3

Ⅴ 営業外費用 33,521 0.3 27,340 0.3 60,672 0.3

   経常利益 738,584 7.1 883,643 8.2 1,471,108 7.2

Ⅵ 特別利益 － － － － 2,157 0.0

Ⅶ 特別損失 25,966 0.3 22,193 0.2 82,813 0.4

   税引前中間（当期） 
純利益 

712,617 6.8 861,449 8.0 1,390,452 6.8

   法人税、住民税 
及び事業税 

253,000 2.4 249,000 2.3 664,000 3.2

   法人税等調整額 55,032 0.5 117,419 1.1 △64,801 △0.3

   中間（当期）純利益 404,585 3.9 495,030 4.6 791,253 3.9
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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19年１月１日 至平成19年６月30日) 

(単位：千円) 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 利益準備金 

平成18年12月31日残高 2,864,249 2,141,805 500,130 2,641,935 298,600

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 2,642,109 298,600

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

固定資産圧縮積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
利益剰余金合計 

自己株式 

平成18年12月31日残高 251,134 1,820,000 813,888 3,183,622 △288,953

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  △2,625

 自己株式の処分  159

 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 △2,465

平成19年６月30日残高 244,584 2,220,000 603,559 3,366,744 △291,419

 

株主資本 評価・換算差額等
 

株主資本合計 
その他有価証券評価

差額金 

純資産合計 

平成18年12月31日残高 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

 自己株式の処分 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 180,829 10,325 191,154

平成19年６月30日残高 8,581,684 187,342 8,769,026
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  当中間会計期間(自平成20年１月１日 至平成20年６月30日) 

(単位：千円) 
株主資本 

資本剰余金 利益剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 利益準備金 

平成19年12月31日残高 2,864,249 2,141,805 500,546 2,642,351 298,600

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 131 131 

 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 ― ― 131 131 ―

平成20年６月30日残高 2,864,249 2,141,805 500,677 2,642,482 298,600

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

固定資産圧縮積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
利益剰余金合計 

自己株式 

平成19年12月31日残高 239,390 2,220,000 884,715 3,642,706 △292,402

中間会計期間中の変動額  

 固定資産圧縮積立金の取崩 △6,518 6,518 － 

 剰余金の配当 △110,698 △110,698 

 別途積立金の積立 500,000 △500,000 － 

 中間純利益 495,030 495,030 

 自己株式の取得  △1,327

 自己株式の処分  213

 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 △6,518 500,000 △109,149 384,332 △1,113

平成20年６月30日残高 232,872 2,720,000 775,566 4,027,038 △293,516

 

株主資本 評価・換算差額等
 

株主資本合計 
その他有価証券評
価差額金 

純資産合計 

平成19年12月31日残高 8,856,905 114,127 8,971,033

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 △110,698 △110,698

 別途積立金の積立 － －

 中間純利益 495,030 495,030

 自己株式の取得 △1,327 △1,327

 自己株式の処分 344 344

 株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

△18,598 △18,598

中間会計期間中の変動額合計 383,349 △18,598 364,750

平成20年６月30日残高 9,240,254 95,528 9,335,783
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  前事業年度(自平成19年１月１日 至平成19年12月31日) 

(単位：千円) 
株主資本 

資本剰余金 利益剰余金  
資本金 

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 利益準備金 

平成18年12月31日残高 2,864,249 2,141,805 500,130 2,641,935 298,600

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  

 剰余金の配当（中間配当）  

 別途積立金の積立  

 当期純利益  

 自己株式の取得  

 自己株式の処分 416 416 

 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 ― ― 416 416 ―

平成19年12月31日残高 2,864,249 2,141,805 500,546 2,642,351 298,600

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

固定資産圧縮積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
利益剰余金合計 

自己株式 

平成18年12月31日残高 251,134 1,820,000 813,888 3,183,622 △288,953

事業年度中の変動額  

 固定資産圧縮積立金の取崩 △11,744 11,744 － 

 剰余金の配当 △221,463 △221,463 

 剰余金の配当（中間配当） △110,706 △110,706 

 別途積立金の積立 400,000 △400,000 － 

 当期純利益 791,253 791,253 

 自己株式の取得  △3,867

 自己株式の処分  418

 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 △11,744 400,000 70,827 459,083 △3,448

平成19年12月31日残高 239,390 2,220,000 884,715 3,642,706 △292,402

 

株主資本 評価・換算差額等
 

株主資本合計 
その他有価証券評
価差額金 

純資産合計 

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

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 △221,463 △221,463

 剰余金の配当（中間配当） △110,706 △110,706

 別途積立金の積立 － －

 当期純利益 791,253 791,253

 自己株式の取得 △3,867 △3,867

 自己株式の処分 834 834

 株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

△62,889 △62,889

事業年度中の変動額合計 456,050 △62,889 393,160

平成19年12月31日残高 8,856,905 114,127 8,971,033
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