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1.  22年12月期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年12月期 19,900 △3.9 1,202 △12.9 1,185 △13.3 615 △19.4
21年12月期 20,710 △1.9 1,380 △5.0 1,367 △4.5 763 7.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年12月期 33.39 ― 6.0 7.0 6.0
21年12月期 41.42 ― 7.7 9.0 6.7
（参考） 持分法投資損益 22年12月期  ―百万円 21年12月期  ―百万円

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

22年12月期 18,245 10,520 57.7 570.65
21年12月期 15,552 10,140 65.2 549.96
（参考） 自己資本   22年12月期  10,520百万円 21年12月期  10,140百万円

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

22年12月期 1,455 △3,260 1,735 1,588
21年12月期 1,691 △513 △249 1,659

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年12月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00 221 29.0 2.2
22年12月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00 221 35.9 2.1
23年12月期 

（予想） ― 6.00 ― 6.00 12.00 36.9

3.  23年12月期の連結業績予想（平成23年1月1日～平成23年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

10,500 5.4 480 △20.5 480 △19.5 250 △26.0 13.56

通期 20,600 3.5 1,100 △8.5 1,100 △7.2 600 △2.5 32.54
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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) 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（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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注)１株当たり当期純利益（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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期 19,544,505株 21年12月期 19,544,505株
② 期末自己株式数 22年12月期  1,108,017株 21年12月期  1,106,677株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年12月期の個別業績（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年12月期 19,899 △3.9 1,129 △13.9 1,141 △13.9 595 △20.4
21年12月期 20,708 △1.9 1,311 △6.3 1,325 △5.5 748 6.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年12月期 32.28 ―
21年12月期 40.56 ―

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

22年12月期 17,858 10,223 57.2 554.52
21年12月期 15,217 9,863 64.8 534.94
（参考） 自己資本 22年12月期  10,223百万円 21年12月期  9,863百万円

※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基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「次期の見通し」をご覧ください。  
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

当期におけるわが国経済は、新興国への輸出の拡大や政府による経済政策の効果もあり緩やかな回復基調が

続きましたが、年後半には急激な円高進展による輸出の減速、駆け込み需要の反動による個人消費の落ち込み

により徐々にその勢いが衰え、年末にかけては足踏み感が強まる状況となりました。 

菓子業界におきましては、消費の低迷による小売業間の競争激化等に加え、夏場の猛暑も大きく影響したほ

か、比較的落ち着きを取り戻していた原料価格も上昇の兆しを見せるなど、メーカーの収益環境は引き続き厳

しい状況となりました。 

このような経営環境の下、当企業集団は、優位性のある新商品の発売と主力ブランド商品の売上拡大に努め

ると共に、物流ネットワークの再構築、製造ラインの改造による生産効率の向上、ＳＣＭによるロスコストの

低減等、コストダウン対策を着実に実施して参りました。一方、安全・安心な商品づくりのため、製造環境審

査、品質審査の更なる強化を図ると共に、「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

環境管理活動にも積極的に取組みました。 

売上につきましては、袋キャンディ群は、「メゾン・ド・コンフィズリー」シリーズや「アーモンドスウィ

ーツクランチキャンディ」等のグルメ群の売上は増加しましたが、主力商品であるのど飴群の売上が減少した

ことにより前期比1.6％の減少となりました。また、ポケットキャンディ群は、スティックのど飴群とグミ群の

減少により前期比8.4％の減少となりました。素材菓子の売上は、「まるごとおいしい干し梅」等の梅商品の売

上が伸長したことにより前期比5.0％の増加となりました。 

以上の結果、連結売上高は、前期比８億９百万円(3.9％)減少の199億円となりました。 

利益につきましては、連結売上総利益は売上高の減少と生産高減少により製造原価率が増加したため、前期

比５億76百万円(5.8％)減益の94億24百万円となりました。一方、販売費及び一般管理費は、主に広告宣伝費の

抑制と物流コストの低減、一般経費の削減に努めたことにより前期比３億98百万円(4.6％)減少の82億21百万円

となりました。 

この結果、連結営業利益は前期比１億78百万円(12.9％)減益の12億２百万円、連結経常利益は前期比１億82

百万円(13.3％)減益の11億85百万円となりました。連結当期純利益は、松本工場製造設備の減損損失等に伴う

特別損失の増加により前期比１億48百万円(19.4％)減益の６億15百万円となりました。 

 

②次期の見通し 

わが国経済全体に景気の停滞感が強まる中、菓子業界におきましては今後も消費の低迷は続く一方、原材料

価格の上昇等コストアップが見込まれ、メーカーの経営環境は厳しい状況が続くものと予測されます。 

このような厳しい経営環境下ではありますが、引き続きエリア・チャネル・ターゲットを明確にした主力既

存品の売上拡大、新たな消費者づくりのための新商品開発に努め、また、平成 22 年 12 月に竣工となりました

長野県朝日村の新グミキャンディ工場の本格稼動により、グミ商品群の売上拡大を図る所存です。 

次期(平成23年12月期)連結売上高は、当期(平成22年12月期)比3.5％増収の206億円と予想しております。 

利益につきましては、生産性向上による製造原価の低減とＳＣＭを中心としたロスコストの低減等、全社的

なコスト削減を着実に実行してまいりますが、新グミキャンディ工場の稼働に伴う減価償却費の増加と原材料

価格の上昇により製造コストがアップすることが予想され、次期連結営業利益は当期比１億２百万円(8.5％)減

益の11億円、次期連結経常利益は当期比85百万円(7.2％)減益の11億円、次期連結当期純利益は当期比15百万円

(2.5％)減益の６億円と予想しております。 
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(2) 財政状態に関する分析 

①資産、負債、純資産及びキャッシュ･フローの状況に関する分析 

（資産、負債、純資産の状況） 

当期末の総資産は、前期末に比べ26億92百万円（17.3％）増加し182億45百万円となりました。 

これは主に新グミキャンディ工場建設による建設仮勘定の増加19億72百万円を含む有形固定資産の増加25億86百

万円によるものです。 

負債の部は、前期末に比べ23億11百万円（42.7％）増加し77億24百万円となりました。 

これは主に設備資金として長期借入金の調達が20億円、リース債務が１億３百万円、退職給付引当金が１億11百

万円増加しましたが、未払法人税等が１億８百万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３億80百万円（3.8％）増加し105億20百万円となりました。 

これは主に当期純利益６億15百万円による増加と、配当金２億21百万円の支払によるものです。 

（キャッシュ･フローの状況） 

当期末の現金及び現金同等物の期末残高は、前期末に比べ70百万円減少し15億88百万円となりました。 

（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、14億55百万円（前年同期比２億36百万円減少）の収入となりました。 

これは主に税金等調整前当期純利益10億91百万円、減価償却費８億56百万円、退職給付引当金の増加１億11百万

円により資金が増加しましたが、法人税等の支払６億42百万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、32億60百万円（前年同期比27億47百万円増加）の支出となりました。 

これは主に新グミキャンディ工場等の有形固定資産の取得による支出32億38百万円によるものです。 

（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、17億35百万円（前年同期比19億84百万円増加）の収入となりました。 

これは主に新グミキャンディ工場建設資金として借入した長期借入金による収入20億円及び配当金の支払２億20

百万円によるものです。 

 

②キャッシュ･フロー関連指標の推移 

 

 平成19年12月期 平成20年12月期 平成21年12月期 平成22年12月期

自己資本比率（％） 61.1 64.2 65.2 57.7

時価ベースの自己資本比率（％） 61.1 53.5 49.2 40.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率
（年） 

0.1 ― ― 1.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ
（倍） 

341.9 820.3 ― 340.5

（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 
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。 
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(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

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。 

当事業年度における期末配当金は、１株につき６円（年間配当金は１株につき12円）を予定しております。 

次期（平成23年12月期）の配当金は、中間及び期末にそれぞれ１株につき６円（年間配当金は１株につき12円）

を予定しております。 

 

カンロ(株) (2216) 平成22年12月期決算短信

－ 5 －



 

２．企業集団の状況 

 最近の有価証券報告書（平成22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 

当企業集団はキャンディを中心とするお菓子メーカーとして消費者の皆様に「美味しさ、楽しさ、健康」を提供

することを使命としてとらえ、豊かで安らぎのある食生活への貢献を通じ、企業の発展を目指しております。 

当社は創業以来長年に亘り培ってきた企業力を生かし、価値ある安全で安心な商品とサービスの提供に努め、厳

しい経済環境下においても確実に利益を創出できる企業体質の実現に邁進しております。 

 

(2)中長期的な会社の経営戦略 

当企業集団は、「バリューアップ」と「コストダウン」戦略を推進し、社会や市場の急速な変化に対応した経営

諸施策を実施してまいります。 

当面の主たる経営戦略は下記のとおりです。 

 

①キャンディ事業の強化 

「カンロ飴」「ノンシュガー果実のど飴」「ピュレグミ」「ノンシュガー珈琲茶館」等既存主力商品の売上

拡大を図ると共に、新技術の研究開発に積極的に取組み、新しい価値・新しい市場を創造しうる商品を提供し

てまいります。 

消費者ニーズの多様化、少子高齢化や地域間格差等、市場の変化は加速度的に高まって参ります。このよう

な変化に対応すべく、平成23年度より商品開発部門と営業部門を統合しマーケティング統括本部を新設し、新

製品開発から販売までのスピードアップ化を図ります。また、エリア・チャネル・ターゲットを明確化した戦

略を立案・実行し、コアである本事業の継続的発展を目指します。 

 

②自然素材商品「素材菓子」事業の強化 

消費者のナチュラル・ヘルシー志向を背景に、引き続き、梅、茎わかめ、海苔等の既存商品に改良を加え売

上拡大に努めると共に、今後も新たな素材を積極的に取り上げ素材菓子の拡大に努めます。 

 

③コスト競争力の強化 

平成 21 年度より開始した社内ＳＣＭの更なる推進を図るため、平成 23 年度よりＳＣＭ推進部を新設し、更

なるロスコストの低減に努めます。生産部門においては、生産性向上のための設備投資や改善活動等により製

造原価・生産ロスの低減を図ります。その他の各部門においては、社員全員が常にコスト意識を持って業務の

効率化に取り組み、コスト競争力の強化に努めてまいります。 

 

④地球環境に優しい経営活動の展開 

人と自然の共生をはかり、貴重な地球環境を次世代に伝える上で企業が果たすべき役割と責任は大きいと認

識しています。当社は全事業所でＩＳＯ１４００１を既に認証取得しておりますが、今後もこの環境管理シス

テムをベースに、環境保全に配慮した商品開発、省エネ・省資源活動、地球温暖化防止への対応、社外の環境

保全活動への参加など、引続き環境問題に積極的に取組んでまいります。 
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⑤品質保証体制の充実 

消費者や流通業に、安全・安心な商品を、適正な価格で提供し続けることは食品メーカーとしての責任です。

当企業集団においても商品の安全性を重視した品質保証活動を更に充実させるべく、品質保証部を中心に、設

計から製造までの品質審査、法的適合性の判断、消費者問合せへの対応、外注先の品質管理指導まで迅速且つ

的確な対応を心がけています。 

 

(3)会社の対処すべき課題 

依然として消費の低迷が続く中、原材料価格の高騰、新グミキャンディ工場の本格稼働に伴う減価償却費の増加

等収益環境は厳しさを増す状況下ではありますが、当企業集団といたしましては、引き続きエリア・チャネル・タ

ーゲット毎にきめ細かな販促活動を展開し、のど飴商品群、グルメ商品群、グミ商品群等の主力既存商品の売上拡

大を図るとともに、新たなタイプのグミ商品をはじめとする将来に向けての新しい価値・新しい市場を創造する次

期ブランド商品の発売と育成に努めます。併せて、原材料価格の高騰を商品価格に転嫁することが難しい状況下、

生産性向上による製造原価の低減とＳＣＭを中心とした業務プロセスの見直し、物流費の低減等、引き続き全社的

なコスト削減を図り、お菓子メーカーとしての経営基盤をさらに強化し継続的成長を目指す所存です。 
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４．連結財務諸表 
(1) 連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,729,280 1,658,802

受取手形及び売掛金 4,694,865 4,790,293

商品及び製品 438,968 417,249

仕掛品 2,591 284

原材料及び貯蔵品 131,947 223,443

繰延税金資産 281,397 286,623

その他 84,887 95,386

流動資産合計 7,363,938 7,472,083

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※１  5,991,177 ※１  6,136,765

減価償却累計額 △3,773,802 △3,949,223

建物及び構築物（純額） 2,217,375 2,187,541

機械装置及び運搬具 9,765,552 10,607,453

減価償却累計額 △6,969,358 △7,278,233

機械装置及び運搬具（純額） 2,796,194 3,329,220

土地 ※１  1,987,222 ※１  1,987,222

リース資産 100,486 236,743

減価償却累計額 △36,142 △73,228

リース資産（純額） 64,343 163,514

建設仮勘定 159,738 2,132,366

その他 661,452 703,562

減価償却累計額 △561,603 △592,126

その他（純額） 99,849 111,435

有形固定資産合計 7,324,723 9,911,302

無形固定資産 69,997 75,890

投資その他の資産   

投資有価証券 291,081 270,462

繰延税金資産 378,370 447,846

その他 124,765 67,620

投資その他の資産合計 794,217 785,929

固定資産合計 8,188,938 10,773,122

資産合計 15,552,877 18,245,206
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,576,148 1,672,279

短期借入金 － ※１  400,000

リース債務 27,145 54,831

未払金 597,152 689,143

未払費用 1,221,941 1,304,597

未払法人税等 334,852 226,483

未払消費税等 38,329 2,395

賞与引当金 234,301 250,546

役員賞与引当金 40,000 35,000

その他 78,210 81,117

流動負債合計 4,148,081 4,716,394

固定負債   

長期借入金 － ※１  1,600,000

リース債務 42,487 118,140

退職給付引当金 971,023 1,082,061

役員退職慰労引当金 251,230 207,870

固定負債合計 1,264,741 3,008,071

負債合計 5,412,823 7,724,466

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,864,249 2,864,249

資本剰余金 2,642,676 2,642,796

利益剰余金 4,924,563 5,318,969

自己株式 △297,836 △298,486

株主資本合計 10,133,653 10,527,529

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,400 △6,789

評価・換算差額等合計 6,400 △6,789

純資産合計 10,140,053 10,520,739

負債純資産合計 15,552,877 18,245,206
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(2) 連結損益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 20,710,859 19,900,972

売上原価 ※２  10,710,186 ※２  10,476,659

売上総利益 10,000,673 9,424,312

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  8,619,722 ※1, ※2  8,221,574

営業利益 1,380,950 1,202,738

営業外収益   

受取利息 1,879 1,396

受取配当金 5,779 5,903

技術指導料収入 3,561 3,138

雑収入 15,048 20,958

営業外収益合計 26,268 31,396

営業外費用   

支払利息 － 5,482

技術指導費用 6,004 6,763

退職給付費用 31,495 31,495

雑支出 2,071 4,988

営業外費用合計 39,570 48,730

経常利益 1,367,647 1,185,404

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 ※３  13,535 ※３  25,131

固定資産売却損 ※４  1,660 －

減損損失 ※５  22,876 ※５  69,201

投資有価証券評価損 503 －

入会保証金評価損 600 －

特別損失合計 39,175 94,332

税金等調整前当期純利益 1,328,471 1,091,462

法人税、住民税及び事業税 608,800 541,457

法人税等調整額 △44,047 △65,649

法人税等合計 564,752 475,808

当期純利益 763,719 615,654
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(3) 連結株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,864,249 2,864,249

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,864,249 2,864,249

資本剰余金   

前期末残高 2,642,537 2,642,676

当期変動額   

自己株式の処分 138 119

当期変動額合計 138 119

当期末残高 2,642,676 2,642,796

利益剰余金   

前期末残高 4,382,142 4,924,563

当期変動額   

剰余金の配当 △221,297 △221,247

当期純利益 763,719 615,654

当期変動額合計 542,421 394,406

当期末残高 4,924,563 5,318,969

自己株式   

前期末残高 △295,682 △297,836

当期変動額   

自己株式の取得 △2,394 △887

自己株式の処分 241 237

当期変動額合計 △2,153 △650

当期末残高 △297,836 △298,486

株主資本合計   

前期末残高 9,593,246 10,133,653

当期変動額   

剰余金の配当 △221,297 △221,247

当期純利益 763,719 615,654

自己株式の取得 △2,394 △887

自己株式の処分 379 357

当期変動額合計 540,406 393,875

当期末残高 10,133,653 10,527,529

カンロ(株) (2216) 平成22年12月期決算短信

－ 11 －



(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 29,823 6,400

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △23,423 △13,189

当期変動額合計 △23,423 △13,189

当期末残高 6,400 △6,789

純資産合計   

前期末残高 9,623,070 10,140,053

当期変動額   

剰余金の配当 △221,297 △221,247

当期純利益 763,719 615,654

自己株式の取得 △2,394 △887

自己株式の処分 379 357

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △23,423 △13,189

当期変動額合計 516,983 380,685

当期末残高 10,140,053 10,520,739
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 1,328,471 1,091,462

減価償却費 770,209 856,360

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,124 16,244

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,500 △5,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 101,410 111,037

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 25,840 △43,360

受取利息及び受取配当金 △7,658 △7,300

支払利息 － 5,482

固定資産除却損 13,535 25,131

固定資産売却損益（△は益） 1,660 －

減損損失 22,876 69,201

投資有価証券評価損益（△は益） 503 －

入会保証金評価損 600 －

売上債権の増減額（△は増加） 234,617 △95,428

たな卸資産の増減額（△は増加） △66,925 △67,470

仕入債務の増減額（△は減少） △87,389 96,131

確定拠出年金移行に伴う未払金の減少額 △64,499 －

その他 △61,560 42,056

小計 2,216,314 2,094,548

利息及び配当金の受取額 7,645 7,313

利息の支払額 － △4,274

法人税等の支払額 △532,026 △642,255

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,691,933 1,455,332

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 △170,000 △110,000

定期預金の払戻による収入 180,044 110,000

有形固定資産の取得による支出 △514,066 △3,238,630

有形固定資産の売却による収入 13,192 －

無形固定資産の取得による支出 △19,260 △27,530

投資有価証券の取得による支出 △1,393 △1,624

貸付けによる支出 △7,700 △2,200

貸付金の回収による収入 5,894 8,565

その他 － 540

投資活動によるキャッシュ・フロー △513,288 △3,260,878
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 － 2,000,000

リース債務の返済による支出 △28,029 △43,854

自己株式の純取得額 △2,015 △530

配当金の支払額 △219,786 △220,547

財務活動によるキャッシュ・フロー △249,831 1,735,067

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 928,813 △70,478

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期末残高 ※１  1,659,280 ※１  1,588,802
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(5) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

該当事項はありません。 

 

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

最近の有価証券報告書（平成22年３月31日提出）における記載から重要な変更が無いため開

示を省略しております。 
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(7) 連結財務諸表に関する注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 

（平成21年12月31日） 

当連結会計年度 

（平成22年12月31日） 

※1 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産 

建物 479,929千円

土地 281,735千円

計 761,664千円
 

※1 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産 

建物 443,513千円

土地 281,735千円

計 725,248千円
 

担保付債務 

該当事項はありません。 
 

担保付債務 

短期借入金 160,000千円

長期借入金 640,000千円

合計 800,000千円
   

 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目は次の

とおりであります。 

運賃・保管料 1,288,282千円

代理店手数料 2,594,712千円

広告宣伝費 757,362千円

給料及び手当・賞与 1,303,950千円

賞与引当金繰入額 127,835千円

役員賞与引当金繰入額 40,000千円

退職給付費用 115,753千円

役員退職慰労引当金繰入額 40,040千円
  

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目は次の

とおりであります。 

運賃・保管料 1,186,178千円

代理店手数料 2,515,459千円

広告宣伝費 556,671千円

給料及び手当・賞与 1,308,495千円

賞与引当金繰入額 133,375千円

役員賞与引当金繰入額 35,000千円

退職給付費用 117,436千円

役員退職慰労引当金繰入額 32,140千円
  

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費 

 396,250千円
 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費 

 370,602千円
 

※３ 固定資産除却損の内訳 

建物及び構築物 42千円

機械装置及び運搬具 11,534千円

その他（工具、器具及び 

備品、ソフトウェア） 
1,957千円

合計 13,535千円

※４ 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 

建物及び構築物 12,298千円

機械装置及び運搬具 11,757千円

その他 1,075千円

合計 25,131千円

  
 

――――――――――――――――― 
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前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日) 

※５ 減損損失 

当連結会計年度において、当企業集団は以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。 

場所 用途 種類 

ひかり工場 

（山口県光市） 
遊休資産 

機械装置及び

運搬具、その

他（工具、器

具及び備品）

松本工場 

（長野県松本市） 
遊休資産 

機械装置及び

運搬具 

ひかり製菓㈱ 

（山口県光市）他 
遊休資産 

機械装置及び

運搬具、その

他（工具、器

具及び備品）

福利厚生施設 

（群馬県嬬恋村）

他 

遊休資産 
そ の 他 （ 土

地、建物） 

当企業集団は、キャッシュ・フローを生成して

いる最小単位である各事業会社毎に資産をグル

ーピングしております。但し、事業の用に直接

供していない遊休資産については、個別物件単

位にグルーピングしております。 

上記遊休資産については、将来の具体的使用計

画がないことから、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、減損損失として特別損失に計上して

おります。 

その内訳は次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具 22,202千円

その他（土地、建物） 674千円

合計 22,876千円
 
なお、当該資産の回収可能価額は、他の転用や
売却が困難なことから備忘価格１円としており
ます。 

※５ 減損損失 

当連結会計年度において、当企業集団は以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。 

場所 用途 種類 

ひかり工場 

（山口県光市） 
遊休資産 機械及び装置

松本工場 

（長野県松本市）
遊休資産 

機械装置及び

運搬具、その

他 

当企業集団は、キャッシュ・フローを生成して

いる最小単位である各事業会社毎に資産をグル

ーピングしております。但し、事業の用に直接

供していない遊休資産については、個別物件単

位にグルーピングしております。 

上記遊休資産については、将来の具体的使用計

画がないことから、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、減損損失として特別損失に計上して

おります。 

その内訳は次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具 68,591千円

その他 610千円

合計 69,201千円
 
なお、当該資産の回収可能価額は、他の転用や

売却が困難なことから備忘価格１円としており

ます。 
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
至 平成22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 1,101,757

当連結会計年度
増加株式数 

－ 5,820

当連結会計年度
減少株式数 

－ 900

当連結会計年度 
末株式数 

19,544,505 1,106,677

（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 1,106,677

当連結会計年度
増加株式数 

－ 2,222

当連結会計年度
減少株式数 

－ 882

当連結会計年度
末株式数 

19,544,505 1,108,017

（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21年３月27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         110,656千円 
１株当たりの配当額         6.00円 
基準日          平成20年12月31日 
効力発生日        平成21年３月30日 

②平成21年７月30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         110,641千円 
１株当たりの配当額         6.00円 
基準日          平成21年６月30日 
効力発生日        平成21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22年３月30日開催の定時株主総会の議案と
して、普通株式の配当に関する事項を次のとお
り提案する予定であります。 
普通株式の配当に関する事項 
配当金の総額         110,626千円 
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21年12月31日 
効力発生日        平成22年３月31日 

２ 配当に関する事項 
(1)配当金支払額 

①平成22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         110,626千円 
１株当たりの配当額         6.00円 
基準日          平成21年12月31日 
効力発生日        平成22年３月31日 

②平成22年７月29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         110,620千円 
１株当たりの配当額         6.00円 
基準日          平成22年６月30日 
効力発生日        平成22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23年３月30日開催の定時株主総会の議案と
して、普通株式の配当に関する事項を次のとお
り提案する予定であります。 
普通株式の配当に関する事項 
配当金の総額         110,618千円 
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22年12月31日 
効力発生日        平成23年３月31日 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 

(自 平成21年１月１日  

 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年１月１日  

 至 平成22年12月31日) 

※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 

※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 

現金及び預金 1,729,280千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △70,000千円

現金及び現金同等物 1,659,280千円
 

現金及び預金 1,658,802千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △70,000千円

現金及び現金同等物 1,588,802千円
 

 

(セグメント情報) 

１ 事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度(自平成21年１月１日 至平成21年12月31日)及び当連結会計年度(自平成22年１ 

月１日 至平成22年12月31日) 

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

載を省略しております。 

 

２ 所在地別セグメント情報 

前連結会計年度(自平成21年１月１日 至平成21年12月31日)及び当連結会計年度(自平成22年１

月１日 至平成22年12月31日) 

在外連結子会社及び在外支店が無いため、該当事項はありません。 

 

３ 海外売上高 

前連結会計年度(自平成21年１月１日 至平成21年12月31日)及び当連結会計年度(自平成22年１

月１日 至平成22年12月31日) 

該当事項はありません。 
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(関連当事者との取引) 

   前連結会計年度（自平成21年１月１日 至平成21年12月31日） 

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準11号 平成18年10

月17日）及び「関連当事者の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針13号 平成18年10月

17日）を適用しております。 

 この結果、従来の開示対象範囲に加えて、連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との

取引が開示対象に追加されております。 

１ 関連当事者との取引 

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

①連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社の場合に限る。）等 

種類 
会社等 
の名称又
は氏名 

所在地 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有(被所

有)割合(％)
関連当事者との関係 取引の内容

取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

製品の販売
(注)１

19,994,272 売掛金 4,565,754

その他の
関係会社 

三菱商事
㈱ 

東京都
千代田
区 

203,008,169 
物品の 
売買 
貿易業 

(被所有) 
 直接 29.02
間接  0.54

当社の販売 
総代理店 
役員の兼任 製品・原材

料等の購入
(注)２ 

209,950 買掛金 50,050

 取引金額には消費税等が含まれておりませんが、期末残高には消費税等が含まれております。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注) １ 三菱商事（株）を当社の製品販売の総代理店として販売を行っております。 

２ 製品・原材料等の購入については、一般の取引条件と同様に決定しております。 

 

②連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会

社の子会社等 

種類 
会社等 
の名称又
は氏名 

所在地 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有(被所

有)割合(％)
関連当事者との関係 取引の内容

取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

その他の
関係会社
の子会社 

三菱商事
フードテ
ック㈱ 

東京都
千代田
区 

1,399,868 

食品素材及
び食品添加
物の製造・
販売 

(被所有) 
直接 0.11

三菱商事フードテ
ック㈱の製品購入 

原材料の
購入 

(注)１ 
664,625 買掛金 211,211

取引金額には消費税等が含まれておりませんが、期末残高には消費税等が含まれております。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注) １ 原材料の購入については、一般の取引条件と同様に決定しております。 
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   当連結会計年度（自平成22年１月１日 至平成22年12月31日） 

１ 関連当事者との取引 

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

①連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社の場合に限る。）等 

種類 
会社等 
の名称又
は氏名 

所在地 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有(被所

有)割合(％)
関連当事者との関係 取引の内容

取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

製品の販売
(注)１

19,346,791 売掛金 4,678,741

その他の
関係会社 

三菱商事
㈱ 

東京都
千代田
区 

203,364,759 
物品の 
売買 
貿易業 

(被所有) 
直接 29.02 
間接  0.54 

当社の販売 
総代理店 
役員の兼任 製品・原材

料等の購入
(注)２ 

163,757 買掛金 35,539

 取引金額には消費税等が含まれておりませんが、期末残高には消費税等が含まれております。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注) １ 三菱商事（株）を当社の製品販売の総代理店として販売を行っております。 

２ 製品・原材料等の購入については、一般の取引条件と同様に決定しております。 

 

②連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会

社の子会社等 

種類 
会社等 
の名称又
は氏名 

所在地 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有(被所

有)割合(％)
関連当事者との関係 取引の内容

取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

その他の
関係会社
の子会社 

三菱商事
フードテ
ック㈱ 

東京都
千代田
区 

1,399,868 

食品素材及
び食品添加
物の製造・
販売 

(被所有) 
直接 0.11

三菱商事フードテ
ック㈱の製品購入 

原材料の
購入 

(注)１ 
557,433 買掛金 185,189

取引金額には消費税等が含まれておりませんが、期末残高には消費税等が含まれております。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注) １ 原材料等の購入については、一般の取引条件と同様に決定しております。 
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（１株当たり情報） 

 

前連結会計年度 

(自 平成21年１月１日 

至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年１月１日 

至 平成22年12月31日) 

１株当たり純資産額 549.96円

１株当たり当期純利益 41.42円

１株当たり純資産額 570.65円

１株当たり当期純利益 33.39円

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、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。 

 
 前連結会計年度末 

（平成21年12月31日) 

当連結会計年度末 

（平成22年12月31日) 

純資産の部の合計額 （千円） 10,140,053 10,520,739

普通株式に係る純資産額 （千円） 10,140,053 10,520,739

普通株式の発行済株式数 （千株） 19,544 19,544

普通株式の自己株式数 （千株） 1,106 1,108

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） 18,437 18,436

３ １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

 

前連結会計年度 

(自 平成21年１月１日 

至 平成21年12月31日)

当連結会計年度 

(自 平成22年１月１日 

至 平成22年12月31日)

当期純利益 （千円） 763,719 615,654

普通株主に帰属しない金額 （千円） ― ―

普通株式に係る当期純利益 （千円） 763,719 615,654

普通株式の期中平均株式数 （千株） 18,439 18,437

 

（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、デリバティブ取引、ストック・オプション等に関する注記事項については、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開示を省略しております。 
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５．財務諸表 
(1) 貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年12月31日) 

当事業年度 
(平成22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,642,485 1,552,786

売掛金 4,694,865 4,790,293

商品及び製品 446,579 423,293

仕掛品 2,591 284

原材料及び貯蔵品 121,004 211,898

前払費用 71,495 67,705

短期貸付金 5,677 4,798

未収入金 5,002 7,186

繰延税金資産 274,082 276,870

その他 1,054 16,203

流動資産合計 7,264,839 7,351,321

固定資産   

有形固定資産   

建物 4,873,499 4,893,316

減価償却累計額 △2,949,603 △3,062,809

建物（純額） 1,923,895 1,830,506

構築物 996,785 1,115,381

減価償却累計額 △767,991 △825,243

構築物（純額） 228,794 290,138

機械及び装置 9,088,911 9,909,262

減価償却累計額 △6,517,352 △6,833,360

機械及び装置（純額） 2,571,558 3,075,902

車両運搬具 41,359 45,145

減価償却累計額 △33,788 △36,539

車両運搬具（純額） 7,571 8,605

工具、器具及び備品 633,672 676,501

減価償却累計額 △536,656 △567,424

工具、器具及び備品（純額） 97,016 109,076

土地 1,987,222 1,987,222

リース資産 98,254 236,743

減価償却累計額 △34,654 △73,228

リース資産（純額） 63,599 163,514

建設仮勘定 159,738 2,132,366

有形固定資産合計 7,039,397 9,597,334

無形固定資産   

ソフトウエア 55,599 60,601

リース資産 2,966 1,581

電話加入権 10,411 10,411
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年12月31日) 

当事業年度 
(平成22年12月31日) 

施設利用権 8 2,507

無形固定資産合計 68,985 75,101

投資その他の資産   

投資有価証券 291,081 270,462

関係会社株式 60,000 60,000

出資金 2,510 2,510

従業員長期貸付金 14,910 9,423

長期前払費用 2,149 3,686

差入保証金 38,444 37,900

入会保証金 14,200 14,050

保険積立金 52,501 －

繰延税金資産 368,307 436,828

投資その他の資産合計 844,104 834,861

固定資産合計 7,952,486 10,507,297

資産合計 15,217,326 17,858,619

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,593,030 1,689,487

1年内返済予定の長期借入金 － 400,000

リース債務 26,401 54,831

未払金 585,508 656,069

未払費用 1,204,854 1,291,247

未払法人税等 322,740 209,742

未払消費税等 34,509 －

預り金 73,713 75,057

賞与引当金 227,301 237,542

役員賞与引当金 40,000 35,000

流動負債合計 4,108,059 4,648,979

固定負債   

長期借入金 － 1,600,000

リース債務 42,487 118,140

退職給付引当金 952,387 1,060,309

役員退職慰労引当金 251,230 207,870

固定負債合計 1,246,105 2,986,319

負債合計 5,354,165 7,635,299
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年12月31日) 

当事業年度 
(平成22年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,864,249 2,864,249

資本剰余金   

資本準備金 2,141,805 2,141,805

その他資本剰余金 500,871 500,991

資本剰余金合計 2,642,676 2,642,796

利益剰余金   

利益準備金 298,600 298,600

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 213,516 200,702

別途積立金 3,170,000 3,670,000

繰越利益剰余金 965,554 852,247

利益剰余金合計 4,647,671 5,021,550

自己株式 △297,836 △298,486

株主資本合計 9,856,760 10,230,109

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,400 △6,789

評価・換算差額等合計 6,400 △6,789

純資産合計 9,863,161 10,223,320

負債純資産合計 15,217,326 17,858,619
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(2) 損益計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 20,708,826 19,899,781

売上原価   

製品期首たな卸高 385,518 446,579

当期製品製造原価 8,756,469 8,399,167

当期製品仕入高 2,215,697 2,248,161

合計 11,357,684 11,093,908

製品期末たな卸高 446,579 423,293

他勘定振替高 55,238 58,536

売上原価合計 10,855,867 10,612,079

売上総利益 9,852,959 9,287,701

販売費及び一般管理費 8,541,784 8,158,464

営業利益 1,311,174 1,129,237

営業外収益   

受取利息 1,818 1,372

受取配当金 15,379 17,903

貸与資産収入 30,000 30,000

技術指導料収入 3,561 3,138

雑収入 14,520 20,498

営業外収益合計 65,278 72,912

営業外費用   

支払利息 － 5,482

貸与資産減価償却費 7,605 8,554

技術指導費用 6,004 6,763

退職給付費用 30,144 30,144

雑支出 7,245 10,026

営業外費用合計 50,999 60,972

経常利益 1,325,454 1,141,177

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 11,200 23,338

固定資産売却損 1,660 －

減損損失 15,302 69,201

投資有価証券評価損 503 －

入会保証金評価損 500 －

特別損失合計 29,166 92,540

税引前当期純利益 1,296,287 1,049,028
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

法人税、住民税及び事業税 592,000 516,157

法人税等調整額 △43,716 △62,256

法人税等合計 548,283 453,901

当期純利益 748,004 595,126
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(3) 株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,864,249 2,864,249

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,864,249 2,864,249

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,141,805 2,141,805

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,141,805 2,141,805

その他資本剰余金   

前期末残高 500,732 500,871

当期変動額   

自己株式の処分 138 119

当期変動額合計 138 119

当期末残高 500,871 500,991

資本剰余金合計   

前期末残高 2,642,537 2,642,676

当期変動額   

自己株式の処分 138 119

当期変動額合計 138 119

当期末残高 2,642,676 2,642,796

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 298,600 298,600

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 298,600 298,600

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 226,331 213,516

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △12,814 △12,814

当期変動額合計 △12,814 △12,814

当期末残高 213,516 200,702

別途積立金   

前期末残高 2,720,000 3,170,000
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当期変動額   

別途積立金の積立 450,000 500,000

当期変動額合計 450,000 500,000

当期末残高 3,170,000 3,670,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 876,033 965,554

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 12,814 12,814

剰余金の配当 △221,297 △221,247

当期純利益 748,004 595,126

別途積立金の積立 △450,000 △500,000

当期変動額合計 89,520 △113,306

当期末残高 965,554 852,247

利益剰余金合計   

前期末残高 4,120,964 4,647,671

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △221,297 △221,247

当期純利益 748,004 595,126

別途積立金の積立 － －

当期変動額合計 526,706 373,878

当期末残高 4,647,671 5,021,550

自己株式   

前期末残高 △295,682 △297,836

当期変動額   

自己株式の取得 △2,394 △887

自己株式の処分 241 237

当期変動額合計 △2,153 △650

当期末残高 △297,836 △298,486

株主資本合計   

前期末残高 9,332,069 9,856,760

当期変動額   

剰余金の配当 △221,297 △221,247

当期純利益 748,004 595,126

自己株式の取得 △2,394 △887

自己株式の処分 379 357

当期変動額合計 524,691 373,348

当期末残高 9,856,760 10,230,109

カンロ(株) (2216) 平成22年12月期決算短信

－ 29 －



(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 29,823 6,400

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △23,423 △13,189

当期変動額合計 △23,423 △13,189

当期末残高 6,400 △6,789

純資産合計   

前期末残高 9,361,893 9,863,161

当期変動額   

剰余金の配当 △221,297 △221,247

当期純利益 748,004 595,126

自己株式の取得 △2,394 △887

自己株式の処分 379 357

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △23,423 △13,189

当期変動額合計 501,267 360,158

当期末残高 9,863,161 10,223,320
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 
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６．その他 

（１）役員の異動（平成 23 年 3 月 30 日付） 

 

①新任監査役候補 

常勤監査役（社外監査役） 

小高 義久  （現 ㈱陽栄 常務取締役経営統括本部長） 

監査役（社外監査役、非常勤）  

簱﨑  孝文 （現 ウェーブロックホールディングス㈱ 

社外取締役）     

監査役（社外監査役、非常勤） 

津川  哲郎 （現 弁護士）   

監査役（社外監査役、非常勤）  

糸長  雅之 （現 当社社外監査役 

三菱商事株式会社生活産業グループ 

管理部食品チームリーダー）  

 

②昇格予定取締役 

常務取締役 マーケティング統括本部長 

西村 一之 （現 取締役 マーケティング統括本部長） 

 

③退任予定取締役 

常務取締役 マーケティング統括本部管掌 

宮澤 豊志 （顧問就任予定) 

常務取締役 管理本部長 

高木 庸   （顧問就任予定) 

 

④退任予定監査役 

常勤監査役 

五月女 秀明 

監査役（社外監査役、非常勤） 

山西 邦夫  

 

⑤役員の担当職務の変更 

取締役副社長 管理本部長 

武井 実   （現 取締役副社長 管理本部管掌） 

以上  
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