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1.  平成24年12月期第1四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年3月31日） 

 当社は、平成22年12月期に決算日を毎年３月31日から毎年12月31日に変更したため、平成22年12月期第１四半期につきましては、国内は３ヵ月（平成22年４
月1日～平成22年６月30日）、海外は６ヵ月（平成22年１月１日～平成22年６月30日）を連結する変則的決算となっておりました。したがって平成23年12月期第１
四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

24年12月期第1四半期 2,306 6.4 325 19.0 347 21.9 193 10.3
23年12月期第1四半期 2,166 ― 273 ― 284 ― 175 ―

（注）包括利益 24年12月期第1四半期 358百万円 （45.7％） 23年12月期第1四半期 245百万円 （―％）

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

24年12月期第1四半期 28.70 ―
23年12月期第1四半期 26.01 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第1四半期 8,692 7,350 84.5
23年12月期 8,363 7,105 84.9
（参考） 自己資本   24年12月期第1四半期  7,350百万円 23年12月期  7,105百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

23年12月期 ― 12.00 ― 13.00 25.00
24年12月期 ―
24年12月期（予想） 13.00 ― 14.00 27.00

3.  平成24年12月期の連結業績予想（平成24年1月1日～平成24年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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(累計) 4,200 5.2 400 △5.6 420 △5.3 260 △13.7 38.52
通期 8,730 7.6 930 32.8 970 20.8 600 8.1 88.89



(1) 当四半期連結累計期間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  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(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 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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おりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の業績予想は、慎重に策定しましたが、当社で現在入手可能な情報から得られたものを前提に策定しており、リスクや不確定要素が含まれておりま 
す。実際は、さまざまな要因の変化から、予想とは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知置きください。 

4.  その他

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年12月期1Q 7,028,060 株 23年12月期 7,028,060 株
② 期末自己株式数 24年12月期1Q 278,211 株 23年12月期 278,211 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期1Q 6,749,849 株 23年12月期1Q 6,749,849 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期の当社グループを取り巻く経営環境は、新興市場の中心である中国市場でスローダウンしました

が、日米市場で売上増となるなど全体的に売上高は増加しました。 

 このようななか、当社グループはアジア（含む、日本）地域を中心に販売強化をはかった結果、円高によるマイ

ナス影響があったものの、売上高2,306百万円（前年同期比6.4％増）、営業利益325百万円（前年同期比19.0％

増）、経常利益347百万円（前年同期比21.9％増）、四半期純利益193百万円（前年同期比10.3%増）と増収増益と

なりました。  

 主なセグメント売上高、営業利益は次のとおりです。 

（日本） 

 日本市場は年度末需要が一時的に増加したことから、売上高は1,594百万円（前年同期比9.1％増）となり、セグ

メント利益（営業利益）も267百万円（前年同期比41.7％増）となりました。  

（米国） 

 売上高180百万円（前年同期比7.5％増）となったものの円高の影響もあり、セグメント利益（営業利益）は7百

万円（前年同期比8.1％減）となりました。  

（韓国） 

 売上は順調で213百万円（前年同期比11.2％増）となったものの、売上総利益率の悪化（主に円高の影響）によ

りセグメント利益（営業利益）は5百万円（前年同期比45.8％減）となりました。  

（中国） 

 売上高は127百万円（前年同期比30.8％減）、セグメント利益（営業利益）は18百万円（前年同期比54.9％減）

と減収減益となりました。 

（シンガポール） 

 売上高117百万円（前年同期比11.3％増）、セグメント利益（営業利益）23百万円（前年同期比25.9％増）と順

調でした。  

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末における財政状態につきましては、年度末の売上増を反映して現預金及び売掛債権の増加とな

り、資産合計が8,692百万円となりました。負債合計は買掛金及び賞与引当金の増加等により1,342百万円となりま

した。純資産合計につきましては、四半期純利益計上による利益剰余金増加により244百万円増の7,350百万円とな

りました。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当社グループ業績は、日本国内の年度末需要が一時的に増加したことから増収増益傾向となっておりますが、円

高や欧州債務問題などのリスクは継続すると予想され、現時点で第２四半期及び通期業績予想を修正する必要はな

いと認識しております。   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  該当事項はありません。 

   

（追加情報） 

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,712,885 3,862,067

受取手形及び売掛金 1,040,571 1,171,659

商品及び製品 1,008,678 1,098,296

仕掛品 41,453 31,560

原材料及び貯蔵品 178,504 174,237

その他 523,793 461,706

貸倒引当金 △3,149 △3,800

流動資産合計 6,502,738 6,795,728

固定資産   

有形固定資産   

土地 755,108 748,585

その他 2,106,768 2,186,988

減価償却累計額 △1,660,596 △1,692,940

有形固定資産合計 1,201,280 1,242,633

無形固定資産 6,016 5,854

投資その他の資産 653,621 648,350

固定資産合計 1,860,918 1,896,838

資産合計 8,363,656 8,692,566

負債の部   

流動負債   

買掛金 519,545 567,975

未払法人税等 132,190 151,494

賞与引当金 62,665 123,415

役員賞与引当金 9,897 2,685

その他 329,014 276,382

流動負債合計 1,053,312 1,121,953

固定負債   

退職給付引当金 3,092 3,534

役員退職慰労引当金 77,820 74,581

その他 123,539 142,049

固定負債合計 204,452 220,165

負債合計 1,257,765 1,342,119
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,047,542 1,047,542

資本剰余金 1,175,210 1,175,210

利益剰余金 6,138,465 6,218,518

自己株式 △335,031 △335,031

株主資本合計 8,026,188 8,106,241

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △26,961 5,798

繰延ヘッジ損益 1,610 △3,817

土地再評価差額金 △371,051 △371,051

為替換算調整勘定 △523,895 △386,723

その他の包括利益累計額合計 △920,296 △755,794

純資産合計 7,105,891 7,350,446

負債純資産合計 8,363,656 8,692,566

カナレ電気㈱（5819）平成24年12月期 第１四半期決算短信

－ 4 －



（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23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 2,166,846 2,306,431

売上原価 1,372,712 1,442,491

売上総利益 794,133 863,939

販売費及び一般管理費 520,401 538,157

営業利益 273,732 325,782

営業外収益   

受取利息 4,837 6,479

為替差益 1,566 11,353

不動産賃貸料 1,757 1,549

その他 4,784 4,429

営業外収益合計 12,945 23,811

営業外費用   

支払利息 159 －

不動産賃貸原価 944 871

投資事業組合運用損 405 837

固定資産除却損 － 37

その他 421 597

営業外費用合計 1,930 2,344

経常利益 284,746 347,249

特別利益   

固定資産売却益 380 －

特別利益合計 380 －

特別損失   

減損損失 843 11,178

特別損失合計 843 11,178

税金等調整前四半期純利益 284,283 336,071

法人税、住民税及び事業税 120,105 132,330

法人税等調整額 △11,386 10,017

法人税等合計 108,719 142,347

少数株主損益調整前四半期純利益 175,564 193,724

四半期純利益 175,564 193,724
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（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23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 175,564 193,724

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △182 32,759

繰延ヘッジ損益 － △5,428

為替換算調整勘定 70,400 137,171

その他の包括利益合計 70,217 164,502

四半期包括利益 245,782 358,226

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 245,782 358,226

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。 

   

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年３月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円） 

  

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：千円） 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年３月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円） 

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  
報告セグメント 

日本 米国 韓国 中国 台湾 

売上高           

外部顧客への売上高 1,460,221 167,301 191,636  184,358 21,486

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

502,506 － －  182,000 －

  計 1,962,728 167,301 191,636  366,359 21,486

セグメント利益又は損失（△） 
(営業利益又は営業損失(△))  

188,657 8,147 9,759  41,656 1,252

  
報告セグメント 

合計 
  

シンガポール 欧州   

売上高         

外部顧客への売上高 105,450 36,391 2,166,846

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － 684,507

  計 105,450 36,391 2,851,354

セグメント利益又は損失（△） 
(営業利益又は営業損失(△)) 

18,315 △310 267,478

利益 金額  

報告セグメント合計   267,478

セグメント間取引消去   10,994

その他の調整額   △4,740

四半期連結損益計算書の営業利益  273,732

  
報告セグメント 

日本 米国 韓国 中国 台湾 

売上高           

外部顧客への売上高 1,594,163 180,000 213,174  127,395 36,396

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

501,370 － －  177,221 －

  計 2,095,533 180,000 213,174  304,617 36,396

セグメント利益 
(営業利益)  

267,448 7,487 5,280  18,786 5,528

  
報告セグメント 

合計 
  

シンガポール 欧州   

売上高         

外部顧客への売上高 117,470 37,830 2,306,431

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － 678,591

  計 117,470 37,830 2,985,023

セグメント利益 
(営業利益) 

23,060 1,630 329,221
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２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：千円） 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

「日本」セグメントにおいて、当社の名古屋本社に隣接する遊休の土地について地価が下落したため、帳

簿価額を回収可能価額まで減額しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第１四半期連結累計期間

においては 千円であります。 

  

  該当事項はありません。 

   

海外売上高  

前第１四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年３月31日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年３月31日） 

（注）１．海外売上高は、顧客の所在地を基礎とし、地域によって分類しております。 

２．地域に関して、その内訳は次のとおりであります。 

米州……………米国、カナダ、中南米諸国 

アジア…………中国及び香港、韓国、シンガポール、タイ、インドネシア、台湾、インド等 

欧州……………フランス、イギリス、イタリア等 

その他の地域…上記以外 

  

利益 金額  

報告セグメント合計   329,221

セグメント間取引消去   4,422

その他の調整額   △7,861

四半期連結損益計算書の営業利益  325,782

11,178

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

  米州 アジア 欧州 その他の地域 計 

海外売上高（千円）  184,182  520,022  49,527  55,184  808,915

連結売上高（千円）  －  －  －  －  2,166,846

連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 8.5  24.0  2.3  2.5  37.3

  米州 アジア 欧州 その他の地域 計 

海外売上高（千円）  193,511  502,639  43,138  51,872  791,160

連結売上高（千円）  －  －  －  －  2,306,431

連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 8.4  21.8  1.9  2.2  34.3
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