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(百万円未満切捨て)
１．平成28年12月期第１四半期の連結業績（平成28年１月１日～平成28年３月31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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年12月期第１四半期 4,920 6.6 366 456.9 367 540.5 243 －

27年12月期第１四半期 4,617 △0.7 65 304.8 57 △23.9 8 △85.2
(注) 包括利益 28年12月期第１四半期 212百万円( 494.9％) 27年12月期第１四半期 35百万円(△26.4％)
　

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

28年12月期第１四半期 13.46 －

27年12月期第１四半期 0.46 －
　

　

（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 ％

28年12月期第１四半期 17,146 9,519 55.5

27年12月期 17,344 9,416 54.3
(参考) 自己資本 28年12月期第１四半期 9,519百万円 27年12月期 9,416百万円
　　

　

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

27年12月期 － 6.00 － 6.00 12.00

28年12月期 －

28年12月期(予想) 6.00 － 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28年12月期の連結業績予想（平成28年１月１日～平成28年12月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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(累計) 9,900 5.5 270 － 270 － 180 － 9.93

通期 20,100 2.1 350 4.9 350 16.8 240 176.2 13.24
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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※ 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 ： 有

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) 28年12月期１Ｑ 19,144,505株 27年12月期 19,144,505株

② 期末自己株式数 28年12月期１Ｑ 1,022,193株 27年12月期 1,020,745株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年12月期１Ｑ 18,123,068株 27年12月期１Ｑ 18,127,050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に対する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
績予想などの将来予測情報に関する説明」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）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善から景気は緩やかな回復基調とな

りましたが、菓子業界におきましては、依然として消費者マインドは停滞しており、メーカーの収益環境は引

続き厳しいものとなりました。 

このような経営環境の下、当社グループでは、主力ブランド商品の売上拡大により、生産設備の効率的な稼

働による原価低減や販売促進費の抑制を図り、利益の拡大に努めました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高につきましては、素材菓子は前年同期比7.7％の減少となりま

したが、主力ブランド商品である「金のミルクキャンディ」シリーズ、昨年発売したピュレグミブランドでセ

ンターに果汁を使用したジュレをとじ込めた「ジュレピュレ」や「カンデミーナグミ」の売上が伸長したこと

などにより、前年同期比３億３百万円(6.6％)増収の49億20百万円となりました。 

利益面につきましては、売上総利益は利益率の高い主力ブランド商品の売上が増加したことなどにより、前

年同期比２億32百万円(11.5％)増益の22億59百万円となりました。営業利益はケースサイズの見直しによる物

流コストの削減や販売促進費を抑制したことなどから、前年同期比３億１百万円(456.9％)増益の３億66百万円

となりました。経常利益は前年同期比３億10百万円(540.5％)増益の３億67百万円となりました。親会社株主に

帰属する四半期純利益は前年同期比２億35百万円増益の２億43百万円となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明 

当第１四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１億98百万円（1.1％）減少し171億46百

万円となりました。これは主に現金及び預金が１億47百万円増加しましたが、売上債権が１億99百万円、有形

固定資産が３億74百万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３億１百万円（3.8％）減少し76億26百万円となりました。これは主に

短期借入金が87百万円、賞与引当金が58百万円増加しましたが、未払金が１億81百万円、未払費用が１億74百

万円、長期借入金が１億22百万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１億３百万円（1.1％）増加し95億19百万円となりました。これは主

に親会社株主に帰属する四半期純利益２億43百万円、配当金１億８百万円の支払によるものです。 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成28年12月期の第２四半期累計期間及び通期業績予想につきましては、平成28年５月11日付「第２四半期

業績予想の修正に関するお知らせ」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 

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計方針の変更） 

 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計

基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７

号 平成25年９月13日）等を、当第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更を行って

おります。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四

半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。 

カンロ㈱ (2216) 平成28年12月期 第１四半期決算短信

－ 2 －



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27年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,105,874 1,253,292

受取手形及び売掛金 4,812,706 4,613,506

商品及び製品 508,854 496,721

仕掛品 5,225 65,453

原材料及び貯蔵品 190,930 229,235

その他 388,064 545,415

流動資産合計 7,011,655 7,203,624

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 8,641,875 8,650,408

減価償却累計額 △4,947,604 △5,012,631

建物及び構築物（純額） 3,694,270 3,637,776

機械装置及び運搬具 12,572,297 12,595,260

減価償却累計額 △9,357,338 △9,506,324

機械装置及び運搬具（純額） 3,214,958 3,088,935

土地 2,093,941 2,093,941

建設仮勘定 280,239 85,593

その他 973,191 944,890

減価償却累計額 △776,011 △745,223

その他（純額） 197,179 199,666

有形固定資産合計 9,480,589 9,105,914

無形固定資産 157,392 157,610

投資その他の資産

投資有価証券 441,984 387,453

その他 253,118 291,426

投資その他の資産合計 695,103 678,880

固定資産合計 10,333,084 9,942,404

資産合計 17,344,740 17,146,028
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,443,478 1,425,604

短期借入金 227,500 315,000

未払金 606,341 424,516

未払費用 1,487,746 1,313,244

未払法人税等 77,580 108,031

賞与引当金 148,612 206,985

役員賞与引当金 － 2,800

その他 239,114 241,288

流動負債合計 4,230,373 4,037,470

固定負債

長期借入金 1,737,500 1,615,000

退職給付に係る負債 1,830,442 1,855,510

役員退職慰労引当金 69,200 65,850

その他 60,421 52,229

固定負債合計 3,697,563 3,588,589

負債合計 7,927,937 7,626,060

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 4,282,815 4,418,040

自己株式 △333,719 △334,439

株主資本合計 9,345,896 9,480,401

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 123,236 88,158

退職給付に係る調整累計額 △52,330 △48,591

その他の包括利益累計額合計 70,905 39,567

純資産合計 9,416,802 9,519,968

負債純資産合計 17,344,740 17,146,028
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年１月１日
　至 平成28年３月31日)

売上高 4,617,422 4,920,671

売上原価 2,590,750 2,661,321

売上総利益 2,026,671 2,259,350

販売費及び一般管理費 1,960,794 1,892,455

営業利益 65,877 366,895

営業外収益

受取利息 425 140

受取配当金 1,006 251

損害金収入 － 4,688

売電収入 － 1,680

その他 2,220 1,795

営業外収益合計 3,653 8,557

営業外費用

支払利息 3,636 2,646

退職給付費用 7,864 －

売電費用 － 1,577

その他 606 3,438

営業外費用合計 12,108 7,662

経常利益 57,422 367,789

特別損失

固定資産除却損 121 300

減損損失 7,485 356

特別損失合計 7,607 657

税金等調整前四半期純利益 49,814 367,132

法人税、住民税及び事業税 21,493 108,271

法人税等調整額 20,029 14,893

法人税等合計 41,522 123,164

四半期純利益 8,292 243,967

親会社株主に帰属する四半期純利益 8,292 243,967

決算短信 （宝印刷）  2016年04月26日 16時58分 3ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）

カンロ㈱ (2216) 平成28年12月期 第１四半期決算短信

－ 5 －



四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年１月１日
　至 平成28年３月31日)

四半期純利益 8,292 243,967

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 16,319 △35,078

退職給付に係る調整額 11,131 3,739

その他の包括利益合計 27,450 △31,338

四半期包括利益 35,742 212,628

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 35,742 212,628
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 

 

（継続企業の前提に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

（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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