
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

   

     

 

       

 

 
(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年12月期第３四半期の連結業績（平成25年１月１日～平成25年９月30日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年12月期第３四半期 13,026 △11.2 △185 － △106 － △116 －
24年12月期第３四半期 14,674 △0.9 124 △69.9 182 △54.7 46 △72.6

(注) 包括利益 25年12月期第３四半期 △50百万円( －％) 24年12月期第３四半期 57百万円(△62.8％)

１株当たり 
四半期純利益

潜在株式調整後 
１株当たり 

四半期純利益
円 銭 円 銭

25年12月期第３四半期 △6.43 －
24年12月期第３四半期 2.55 －

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年12月期第３四半期 15,867 10,315 65.0
24年12月期 17,758 10,766 60.6

(参考) 自己資本 25年12月期第３四半期 10,315百万円 24年12月期 10,766百万円

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

24年12月期 － 6.00 － 10.00 16.00
25年12月期 － 6.00 －

25年12月期(予想) 6.00 12.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成25年12月期の連結業績予想（平成25年１月１日～平成25年12月31日）

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 18,400 △9.6 80 △87.1 150 △77.6 30 △90.1 1.65

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

   

   

   

   

   

   

   
   

 

 

 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（４）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) 25年12月期３Ｑ 19,144,505株 24年12月期 19,144,505株

② 期末自己株式数 25年12月期３Ｑ 1,013,090株 24年12月期 787,964株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期３Ｑ 18,136,046株 24年12月期３Ｑ 18,435,326株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算
短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ
ん。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的
であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性が
あります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、［添
付資料］２ページ「（3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権の経済政策や金融緩和政策から、円安・株高が進み、

景気は緩やかな回復基調となりました。しかしながら、個人消費の回復は限定的となり、菓子業界においては消費

者の低価格志向は根強く、小売業・メーカー間の競争は厳しさを増し、販売促進費の増加などからメーカーの収益

環境は、引き続き厳しいものとなりました。 

このような経営環境の下、当企業集団は、売上の好調な「金のミルク」や主力ブランド商品である「ピュレグ

ミ」のブランド育成を図ると共に、袋キャンディ主力品６品を対象とした創業100周年キャンペーンを行うなど、売

上拡大に努めました。しかしながら、競争は厳しく、カルピス株式会社の商標権使用解約の申し入れによるカルピ

スブランド商品の販売中止や「茎わかめ」の販売休止による売上減少を補うことが出来ず、売上高は前年同期に比

べ大幅に減少致しました。 

袋キャンディは、カルピスブランド商品の販売中止と、のど飴群の売上減少などにより、前年同期比4.9％減少

となりました。ポケットキャンディについては、グミ群の売上は前年同期に比べ増加するものの、スティックのど

飴群の売上減少を主因に、前年同期比11.7％減少となりました。素材菓子は「茎わかめ」の販売休止の影響から、

前年同期比29.3％減少となりました。この結果、第３四半期連結累計期間の売上高は前年同期比16億47百万円

(11.2％)減収の130億26百万円となりました。 

損益につきましては、販売費及び一般管理費は、前年同期比５億36百万円減少の57億16百万円となるものの、売

上高の大幅な減少による工場稼働率の低下や、利益率の高い主力品の売上減少から売上原価率が上昇し、売上総利

益は、前年同期比８億45百万円(13.3％)減益の55億31百万円となりました。この結果、営業損益は前年同期比３億

９百万円減益の１億85百万円の損失となりました。経常損益は、朝日工場建設に伴う、ものづくり産業応援助成金

70百万円の営業外収益もあり、前年同期比２億88百万円減益の１億６百万円の損失、四半期純損益は前年同期比１

億63百万円減益の１億16百万円の損失となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ18億90百万円（10.6％）減少し158億67百万円

となりました。これは主に現金及び預金が１億27百万円増加しましたが、売上債権が18億16百万円、有形固定資産

が４億32百万円減少したことによるものです。 

負債の部は、前連結会計年度末に比べ14億39百万円（20.6％）減少し55億52百万円となりました。これは主に未

払費用が４億48百万円、仕入債務が３億77百万円、長期借入金が約定返済分３億円、未払法人税等が１億29百万円

減少したことによるものです。 

純資産の部は、前連結会計年度末に比べ４億50百万円（4.2％）減少し103億15百万円となりました。これは主に

四半期純損失１億16百万円、配当金２億92百万円の支払、自己株式の取得１億７百万円によるものです。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年12月期の通期業績予想につきましては、平成25年８月８日付「平成25年12月期 第２四半期決算短信」

で発表したとおりです。 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

該当事項はありません。 
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,143,512 1,270,734 

受取手形及び売掛金 4,797,178 2,980,659 

商品及び製品 459,302 495,893 

仕掛品 1,578 42,238 

原材料及び貯蔵品 201,880 221,181 

その他 471,270 514,919 

流動資産合計 7,074,723 5,525,626 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,860,000 7,920,344 

減価償却累計額 △4,400,112 △4,586,290 

建物及び構築物（純額） 3,459,888 3,334,054 

機械装置及び運搬具 12,306,137 12,476,641 

減価償却累計額 △8,316,116 △8,762,204 

機械装置及び運搬具（純額） 3,990,020 3,714,437 

土地 1,987,222 1,987,222 

建設仮勘定 26,045 20,059 

その他 1,071,261 1,086,979 

減価償却累計額 △801,663 △842,234 

その他（純額） 269,598 244,745 

有形固定資産合計 9,732,775 9,300,519 

無形固定資産 68,691 75,642 

投資その他の資産   

投資有価証券 366,343 465,448 

その他 515,551 500,507 

投資その他の資産合計 881,894 965,955 

固定資産合計 10,683,362 10,342,116 

資産合計 17,758,085 15,867,743 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,675,945 1,298,626 

短期借入金 400,000 400,000 

未払金 461,515 404,193 

未払費用 1,352,906 904,012 

未払法人税等 152,832 23,751 

賞与引当金 182,469 218,576 

役員賞与引当金 25,700 1,125 

その他 295,019 118,344 

流動負債合計 4,546,389 3,368,629 

固定負債   

長期借入金 800,000 500,000 

退職給付引当金 1,282,234 1,350,590 

役員退職慰労引当金 225,360 220,230 

その他 138,057 112,825 

固定負債合計 2,445,651 2,183,645 

負債合計 6,992,041 5,552,275 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,864,249 2,864,249 

資本剰余金 2,532,550 2,532,550 

利益剰余金 5,580,400 5,171,414 

自己株式 △223,020 △330,344 

株主資本合計 10,754,180 10,237,870 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 11,863 77,597 

その他の包括利益累計額合計 11,863 77,597 

純資産合計 10,766,044 10,315,468 

負債純資産合計 17,758,085 15,867,743 
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
   (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24年１月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 14,674,481 13,026,911 

売上原価 8,297,585 7,495,634 

売上総利益 6,376,895 5,531,277 

販売費及び一般管理費 6,252,401 5,716,351 

営業利益又は営業損失（△） 124,493 △185,073 

営業外収益   

受取利息 480 445 

受取配当金 5,693 6,246 

技術指導料収入 2,252 3,119 

助成金収入 70,000 70,000 

その他 38,721 44,828 

営業外収益合計 117,147 124,639 

営業外費用   

支払利息 17,045 12,707 

退職給付費用 23,621 23,621 

その他 18,835 9,702 

営業外費用合計 59,502 46,031 

経常利益又は経常損失（△） 182,139 △106,465 

特別利益   

投資有価証券売却益 183 4,425 

特別利益合計 183 4,425 

特別損失   

固定資産除却損 10,501 11,815 

減損損失 1,263 4,430 

特別損失合計 11,765 16,246 

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（△）

170,557 △118,285 

法人税、住民税及び事業税 167,401 32,796 

法人税等調整額 △43,802 △34,454 

法人税等合計 123,598 △1,657 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

46,958 △116,627 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 46,958 △116,627 

カンロ㈱ (2216) 平成25年12月期　第３四半期決算短信

－ 5 －　



 (四半期連結包括利益計算書) 
(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24年１月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

46,958 △116,627 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 10,496 65,734 

その他の包括利益合計 10,496 65,734 

四半期包括利益 57,455 △50,893 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 57,455 △50,893 
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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