
平成21年3月期 第2四半期決算短信 
平成20年11月7日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 シーケーディ株式会社 上場取引所 東 名 
コード番号 6407 URL http://www.ckd.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 梶本 一典
問合せ先責任者 （役職名） 取締役執行役員経理部長 （氏名） 徳田 重友 TEL 0568-74-1006

四半期報告書提出予定日 平成20年11月12日 配当支払開始予定日 平成20年12月8日

1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(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 ％

21年3月期第2四半期 38,716 ― 2,642 ― 2,476 ― 520 ―
20年3月期第2四半期 49,593 △3.4 5,713 △15.6 5,654 △16.2 3,825 △3.7

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

21年3月期第2四半期 8.20 8.15
20年3月期第2四半期 58.32 56.74

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

21年3月期第2四半期 71,839 44,218 61.6 704.74
20年3月期 75,207 45,493 60.5 712.45

（参考） 自己資本  21年3月期第2四半期  44,218百万円 20年3月期  45,493百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 11.00 ― 11.00 22.00
21年3月期 ― 11.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 11.00 22.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 71,300 △23.9 2,650 △72.1 2,250 △75.5 450 △91.9 7.13

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) 簡便な会計処理及び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) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注) 詳細は４ページ[定性的情報・財務諸表等] ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適正な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年５月13日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。 
２．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仮定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、及び上記１に係る業績予
想の具体的修正内容は、３ページ「定性的情報・財務諸表 ３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
３．当連結会計年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期 69,429,349株 20年3月期 69,429,349株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 6,684,223株 20年3月期 5,573,350株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期 63,462,581株 20年3月期第2四半期 65,598,887株
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KAIKEI
新規スタンプ



 (参考) 個別業績予想 

平成21年３月期の個別業績予想 (平成20年４月１日～平成21年３月31日)  

 (％表示は対前期増減率) 

 (注) 個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 

 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 

  

通期 

百万円

67,000

％ 

△24.8 

百万円

2,600

％

△71.2

百万円

2,700

％

△69.4

百万円

800

％ 

△85.0 

円 銭

12.67
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライム問題に端を発した金融市場の混乱や原

油、原材料価格の高騰により、景気後退懸念が一段と強まっており、先行きに不透明感が続いております。 

このような状況のもとで、当社グループは、昨年第２四半期から続く半導体関連業界を中心とした設備投資の抑

制に加え、自動車関連業界、電機関連業界の設備投資需要が減少したことにより売上は厳しさを増し、収益面につ

きましても販売価格の低下や材料価格上昇、自動機械部門の開発機の増加により原価率が悪化いたしました。 

また、円高による為替差損の影響、棚卸資産の評価減、投資有価証券の評価損もあり、当第２四半期連結累計期

間の業績は、売上高38,716百万円（前年同期比△21.9％）、営業利益2,642百万円（前年同期比△53.7％）、経常利

益2,476百万円（前年同期比△56.2％）、四半期純利益520百万円（前年同期比△86.4％）となりました。  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 (1) 資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ3,367百万円減少の71,839百万円と

なりました。これは主に現金及び預金の増加はありましたが、売上高の減少に伴う売上債権の減少及び、投資

有価証券の減少によるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ2,092百万円減少の27,620百万円となりました。これは主に仕入債務の減少

によるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ1,275百万円減少の44,218百万円となりました。これは主に自己株式の購

入によるものであります。その結果、自己資本比率は、61.6％となりました。 

  

 (2) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）の残高は5,711百万円とな

り、前連結会計年度末と比較して2,105百万円の増加となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

営業活動の結果得られた資金は、4,666百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,377

百万円、売上債権の減少額3,795百万円による資金の増加によるものであります。 

投資活動の結果使用した資金は、1,573百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出

1,280百万円、投資有価証券の取得による支出302百万円による資金の減少によるものであります。 

財務活動の結果使用した資金は、899百万円となりました。これは主に、短期借入金での資金調達450百万円

による増加、自己株式取得による支出649百万円、親会社の配当金の支払額701百万円による資金の減少による

ものであります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後のわが国経済は、米国のサブプライム問題に端を発した金融市場の混乱により、景気は後退局面にはいり、

先行きに不透明感が続くものと予想されます。このような環境のもと当社グループでは、半導体関連業界の設備投

資が一段と抑制され、需要回復の時期は不透明な状況であり、自動車関連業界、電機関連業界などの設備投資も抑

制され厳しい経営環境が続くものと考えられることから、通期の業績予想数値につきまして以下のとおり修正いた

します。 

このような厳しい環境ではありますが、これまで以上に経営の効率化、合理化を実践し、コスト低減活動を強化

し連結業績の達成を目指してまいります。 

  

 (連結業績予想) 

   【通期】   売  上  高         71,300百万円 (前期比23.9％減)  

営 業 利 益     2,650百万円 (前期比72.1％減) 

経 常 利 益     2,250百万円 (前期比75.5％減) 

当期純利益       450百万円 (前期比91.9％減) 
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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） 

該当事項はありません。 

  

 (2) 簡便な会計処理及び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) 四半期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 

・会計処理基準に関する事項の変更 

１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」 (企業会計基準第12号 平成19年３月14日) 及

び、「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日) を

適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

２．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、「棚卸資産の評価に関する会計基準」 (企業会計基準第

９号 平成18年７月５日) を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価

法 (収益性の低下による簿価切下げの方法) に変更しております。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ93百万円増加し、税金等調整前

四半期純利益は311百万円減少しております。 

３．第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」 (実務対応報告第18号  平成18年５月17日) を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は

軽微であります。 

４．在外子会社の収益及び費用は、従来、各社の決算日の直物為替相場により円貨に換算しておりましたが、第

１四半期連結会計期間より期中平均相場により円貨に換算する方法に変更しております。 

この変更は、在外子会社の重要性が増してきたことから、四半期報告書の制度化を契機として、短期的な為

替相場変動の影響を極力少なくし、より実情に即した換算をするために行ったものであります。 

これによる当第２四半期連結累計期間の売上高、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与え

る影響は軽微であります。 

５．所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「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20

年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったこと

に伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によって

おります。また、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の減価償却の方法については、リ

ース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につ

きましては、引き続き賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っております。 

これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は

ありません。 

  

 (4) 追加情報 

当社及び国内連結子会社は、一部の機械装置については、従来、耐用年数を11～12年としておりましたが、平

成20年度の法人税法の改正を契機として利用状況等を見直した結果、第１四半期連結会計期間より耐用年数を 

10年に変更しております。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ33百

万円減少しております。  

ＣＫＤ㈱　(6407)　平成21年３月期　第２四半期決算短信

- 4 -



５．四半期連結財務諸表 
(1) 四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,820 3,611

受取手形及び売掛金 16,530 20,435

営業未収入金 2,086 2,395

商品 97 93

製品 4,194 4,088

半製品 373 411

原材料 9,020 8,774

仕掛品 2,859 2,989

その他 2,312 2,373

貸倒引当金 △24 △24

流動資産合計 43,271 45,150

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,399 10,886

その他（純額） 12,365 12,577

有形固定資産合計 22,765 23,464

無形固定資産 494 541

投資その他の資産 5,308 6,050

固定資産合計 28,568 30,056

資産合計 71,839 75,207

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,931 13,582

短期借入金 7,940 7,575

未払法人税等 936 452

賞与引当金 1,572 －

その他の引当金 90 177

その他 3,833 6,254

流動負債合計 26,305 28,042

固定負債   

長期借入金 2 5

引当金 218 195

その他 1,094 1,469

固定負債合計 1,315 1,670

負債合計 27,620 29,713
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,016 11,016

資本剰余金 12,612 12,612

利益剰余金 25,647 25,869

自己株式 △4,762 △4,113

株主資本合計 44,514 45,384

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △453 △321

為替換算調整勘定 158 431

評価・換算差額等合計 △295 109

純資産合計 44,218 45,493

負債純資産合計 71,839 75,207
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(2) 四半期連結損益計算書 
(第２四半期連結累計期間)  

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 38,716

売上原価 28,539

売上総利益 10,177

販売費及び一般管理費 7,534

営業利益 2,642

営業外収益  

受取利息 19

受取配当金 56

その他 143

営業外収益合計 219

営業外費用  

支払利息 61

売上割引 140

為替差損 117

その他 66

営業外費用合計 385

経常利益 2,476

特別利益  

前期損益修正益 53

固定資産売却益 1

その他 18

特別利益合計 73

特別損失  

固定資産売却損 8

固定資産除却損 16

投資有価証券評価損 742

たな卸資産評価損 405

その他 0

特別損失合計 1,173

税金等調整前四半期純利益 1,377

法人税、住民税及び事業税 917

法人税等調整額 △59

法人税等合計 857

四半期純利益 520
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(第２四半期連結会計期間)  

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 19,691

売上原価 14,587

売上総利益 5,103

販売費及び一般管理費 3,681

営業利益 1,422

営業外収益  

受取利息 11

受取配当金 2

為替差益 97

その他 68

営業外収益合計 180

営業外費用  

支払利息 30

売上割引 69

その他 31

営業外費用合計 131

経常利益 1,471

特別利益  

前期損益修正益 27

固定資産売却益 1

貸倒引当金戻入額 11

その他 4

特別利益合計 44

特別損失  

固定資産売却損 6

固定資産除却損 10

投資有価証券評価損 742

その他 0

特別損失合計 759

税金等調整前四半期純利益 756

法人税、住民税及び事業税 144

法人税等調整額 413

法人税等合計 557

四半期純利益 198
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 1,377

減価償却費 1,595

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,572

投資有価証券評価損益（△は益） 742

売上債権の増減額（△は増加） 3,795

たな卸資産の増減額（△は増加） △327

仕入債務の増減額（△は減少） △1,227

未払賞与の増減額（△は減少） △1,701

その他 △741

小計 5,084

利息及び配当金の受取額 75

利息の支払額 △61

法人税等の支払額 △432

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,666

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △1,280

投資有価証券の取得による支出 △302

その他 9

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,573

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 450

自己株式の取得による支出 △649

配当金の支払額 △701

その他 1

財務活動によるキャッシュ・フロー △899

現金及び現金同等物に係る換算差額 △115

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,078

現金及び現金同等物の期首残高 3,605

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 26

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,711

ＣＫＤ㈱　(6407)　平成21年３月期　第２四半期決算短信

- 9 -



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）及び「四半

期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を適用しておりま

す。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（4）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（5）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第２四半期連結会計期間 (自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日)  

当第２四半期連結累計期間 (自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)  

（注) １．事業区分の方法 

 事業区分は、製品の種類・性質及び販売方法の類似性を考慮し、自動機械部門、機器部門に区分し

ております。 

   ２．各事業区分に属する主要製品 

  

 
自動機械 
部門 

(百万円) 

機器部門 
  

(百万円) 

計 
  

(百万円) 

消去又は 
全社 
(百万円) 

連結 
  

（百万円) 

売上高      

(1) 外部顧客に対する売上高 4,748 14,942 19,691 － 19,691 

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
13 60 73 (73) － 

計 4,761 15,003 19,764 (73) 19,691 

営業利益 616 1,500 2,116 (694) 1,422 

 
自動機械 
部門 

(百万円) 

機器部門 
  

(百万円) 

計 
  

(百万円) 

消去又は 
全社 
(百万円) 

連結 
  

（百万円) 

売上高      

(1) 外部顧客に対する売上高 8,070 30,646 38,716 － 38,716 

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
33 198 231 (231) － 

計 8,103 30,845 38,948 (231) 38,716 

営業利益 915 3,114 4,030 (1,387) 2,642 

事業区分 機種 

自動機械部門 自動機械装置 

機器部門 
省力機器、空気圧制御機器、駆動機器、空気圧関連機器、 

流体制御機器、コントロール機器 
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〔所在地別セグメント情報〕 

当第２四半期連結会計期間 (自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日)  

当第２四半期連結累計期間 (自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)  

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

      ２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

          (1) アジア：マレーシア、タイ、シンガポール、中国、韓国、台湾 

          (2) その他：米国、カナダ 

 
日本 
  

(百万円) 

アジア 
  

(百万円) 

その他 
  

(百万円) 

計 
  

(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
  

(百万円) 

売上高       

(1) 外部顧客に対する売上高 16,737 2,705 248 19,691 － 19,691 

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
1,708 439 － 2,147 (2,147) － 

計 18,446 3,144 248 21,839 (2,147) 19,691 

営業利益又は営業損失 (△)  1,896 △71 △5 1,819 (396) 1,422 

 
日本 
  

(百万円) 

アジア 
  

(百万円) 

その他 
  

(百万円) 

計 
  

(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
  

(百万円) 

売上高       

(1) 外部顧客に対する売上高 32,907 5,253 555 38,716 － 38,716 

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
3,550 1,003 － 4,554 (4,554) － 

計 36,458 6,257 555 43,271 (4,554) 38,716 

営業利益又は営業損失 (△)  3,655 △40 △9 3,605 (962) 2,642 
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〔海外売上高〕 

当第２四半期連結会計期間 (自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 (自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

 (注) １．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

  (1) アジア：マレーシア、タイ、シンガポール、台湾、中国、韓国等 

  (2) その他：米国、カナダ、中南米、欧州等 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

（6）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。 

 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高 (百万円) 3,727 401 4,128 

Ⅱ 連結売上高 (百万円)  19,691 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 (％) 18.9 2.0 21.0 

 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高 (百万円) 7,219 924 8,143 

Ⅱ 連結売上高 (百万円)  38,716 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 (％) 18.6 2.4 21.0 
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「参考資料」

　前年同四半期に係る連結財務諸表

　 (1) 中間連結損益計算書

百分比
(％)

Ⅰ　売上高 49,593 100.0

Ⅱ　売上原価 35,802 72.2

　　 売上総利益 13,791 27.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 8,077 16.3

　　 営業利益 5,713 11.5

Ⅳ　営業外収益

　1．受取利息 17

　2．受取配当金 56

　3．仕入割引 40

　4．保険代理店手数料 32

　5．雑収入 93 240 0.5

Ⅴ　営業外費用

　1．支払利息 56

　2．売上割引 136

　3．為替差損 16

　4．雑損失 91 300 0.6

　　 経常利益 5,654 11.4

Ⅵ　特別利益

　1．退職給付信託設定益 810

　2．投資有価証券売却益 36

　3．固定資産売却益 4 851 1.7

Ⅶ　特別損失

　1．製品補償引当金
　　 繰入額

　2．固定資産処分損 43

　3．投資有価証券評価損 6 140 0.3

　　税金等調整前中間
　　純利益

 　 法人税、住民税及び
 　 事業税

 　 法人税等調整額 748 2,539 5.1

 　 中間純利益 3,825 7.7

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月 1日

　至 平成19年９月30日)

12.8

区分

90

1,790

金額 (百万円)

6,365
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　 (2) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

（自 平成19年４月１日　
 至 平成19年９月30日）

区分

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

　　　税金等調整前中間純利益 6,365

　　　減価償却費 1,706

　　　貸倒引当金の増減額（減少：△） △ 1

　　　退職給付引当金の増減額（減少：△） △ 743

      退職給付信託設定益 △ 810

　　　受取利息及び受取配当金 △ 74

　　　支払利息 56

　　　固定資産処分損 43

　　　固定資産売却益 △ 4

　　　売上債権の増減額（増加：△） 4,680

　　　営業未収入金の増減額（増加：△） 927

　　　たな卸資産の増減額（増加：△） 1,805

　　　仕入債務の増減額（減少：△） △ 1,650

　　　未払消費税等の増減額（減少：△） 374

　　　前受金の増減額（減少：△） △ 957

　　　その他 △ 238

　　　　　小計 11,478

　　　利息及び配当金の受取額 74

　　　利息の支払額 △ 55

　　　法人税等の支払額 △ 3,137

　　営業活動によるキャッシュ・フロー 8,359

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　投資有価証券の取得による支出 △ 1,643

　　　投資有価証券の売却による収入 146

　　　有形固定資産の取得による支出 △ 7,285

　　　有形固定資産の売却による収入 12

　　　無形固定資産の取得による支出 △ 31

　　　関係会社株式の取得による支出 △ 91

　　　その他 △ 17

　　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 8,910

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　短期借入金純増減額（減少：△） 2,108

　　　ファイナンス・リース債務の返済による支出 △ 6

　　　長期借入金の返済による支出 △ 2

　　　自己株式の取得による支出 △ 1,390

　　　自己株式（単元未満株式等）の純増減額（増加：△） 0

　　　親会社による配当金の支払額 △ 922

　　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 215

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 125

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △ 639

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 4,462

3,822Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高

金額（百万円）

前中間連結会計期間
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　 (3) セグメント情報

　　　〔事業の種類別セグメント情報〕

　　　　前中間連結会計期間 (自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日)

計 連結

(百万円) (百万円)

 　売上高

 　(1) 外部顧客に対する売上高 12,386 37,207 49,593 － 49,593

 　(2) セグメント間の内部売上高

 　　　又は振替高

計 12,447 37,463 49,910 (317) 49,593

 　営業費用 9,778 32,910 42,689 1,190 43,879

 　営業利益 2,668 4,552 7,221 (1,507) 5,713

　　　〔所在地別セグメント情報〕

　　　　前中間連結会計期間 (自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日)

 　売上高

 　(1) 外部顧客に対する売上高 44,158 4,584 850 49,593 － 49,593

 　(2) セグメント間の内部売上高

 　　　又は振替高

計 47,161 5,806 850 53,818 (4,224) 49,593

 　営業費用 39,632 5,667 818 46,118 (2,238) 43,879

 　営業利益 7,529 139 31 7,699 (1,986) 5,713

　　　〔海外売上高〕

　　　　前中間連結会計期間 (自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日)

アジア その他 計

9,810 1,281 11,092

49,593

19.8 2.6 22.4

－60 256 317 (317)

消去又は
全社

(百万円)

自動機械
部門

(百万円)

機器部門
(百万円)

日本
(百万円)

アジア
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

3,002 1,222 － 4,224 (4,224) －

Ⅰ　海外売上高 (百万円)

Ⅱ　連結売上高 (百万円)

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合 (％)
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