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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 21,012 △45.7 △1,534 ― △1,310 ― △1,032 ―

21年3月期第2四半期 38,716 ― 2,642 ― 2,476 ― 520 ―

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

22年3月期第2四半期 △16.60 ―

21年3月期第2四半期 8.20 8.15

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3月期第2四半期 56,482 38,916 68.9 625.99
21年3月期 62,802 39,594 63.0 636.90

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  38,916百万円 21年3月期  39,594百万円

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

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

21年3月期 ― 11.00 ― 5.00 16.00

22年3月期 ― 3.00

22年3月期 
（予想）

― 3.00 6.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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 45,000 △34.0 △900 ― △900 ― △800 ― △12.87
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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) 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５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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．平成21年５月12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、平成21年10月29日に別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

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3月期第2四半期 69,429,349株 21年3月期  69,429,349株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  7,261,302株 21年3月期  7,260,967株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 62,168,223株 21年3月期第2四半期 63,462,581株
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平成22年３月期の個別業績予想 (平成21年４月１日～平成22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 

  

(参考) 個別業績予想

  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

43,400

％ 

 △30.9

百万円

△600

％

－

百万円

△600

％

－

百万円

△800

％ 

 －

円 銭

△12.87
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 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部に回復の兆しが見え、明るさは出てきたものの、特に設

備投資に関しては、各業界とも慎重で、まだまだ本格的な回復に至らない状況が続いております。 

 このような状況のもとで、当社グループは、半導体関連業界の需要が多少回復してまいりました。しかし、依然

として自動車関連業界、電機関連業界などの設備投資需要の回復は厳しい状態にあります。収益面につきましても

売上高の減少が固定費の圧縮以上に大きく、前年同四半期比で減収減益となりました。第２四半期連結累計期間の

業績は、売上高21,012百万円（前年同四半期比△45.7％）、営業損失1,534百万円（前年同四半期は2,642百万円の

営業利益）、経常損失1,310百万円（前年同四半期は2,476百万円の経常利益）、四半期純損失1,032百万円（前年同

四半期は520百万円の四半期純利益）となりました。 

  

(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6,319百万円減少の56,482百万円とな

りました。これは主に、売上高の減少に伴う売上債権の減少、たな卸資産が減少したことによるものでありま

す。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ5,640百万円減少の17,566百万円となりました。これは主に、仕入債務、短期

借入金がそれぞれ減少したことによります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ678百万円減少の38,916百万円となりました。これは主に、四半期純損失の

計上、配当金の支払いによるものであります。なお、純資産は減少したものの、総資産の圧縮により自己資本比

率は前連結会計年度末に比べ5.9％増加の68.9％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末における現金及び現金同等物 (以下、「資金」という) の残高は5,730百万円とな

り、前連結会計年度末と比較して1,272百万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、5,373百万円 (前年同四半期は4,666百万円の獲得) となりました。これは主

に、減価償却費1,434百万円、売上債権の減少額3,161百万円、たな卸資産の減少額2,071百万円及び法人税等の還

付額1,339百万円による資金の増加、税金等調整前四半期純損失1,035百万円、仕入債務の減少額1,543百万円によ

る資金の減少によるものであります。 

 投資活動の結果使用した資金は、581百万円 (前年同四半期は1,573百万円の使用) 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655百万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、3,578百万円 (前年同四半期は899百万円の使用) となりました。これは主

に、短期及び長期借入金の返済による支出2,887百万円、社債の償還による支出360百万円、配当金の支払額311百

万円による資金の減少によるものであります。 

  

 今後のわが国経済は、緩やかに景気回復に向かうと考えられるものの、二番底も有り得る、予断を許さない状況

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においては、自動機械部門では堅調に推移してい

た薬品包装機械の受注が減少傾向にあるものの、機器部門では半導体関連業界からの受注には回復の兆しが見えま

す。また、経費削減等の収益改善策の効果も上がっております。 

 まだ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、アジアを中心とした海外での

生産・販売を推進するとともに、コスト管理を徹底し連結業績の達成を目指してまいります。 

   

 以上のことから平成21年５月12日に公表しました平成22年３月期の通期業績予想数値を修正いたしました。 

 詳細につきましては、平成21年10月29日に別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧く

ださい。  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

・会計処理基準に関する事項の変更 

 工事契約に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関

する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結

会計期間に着手した工事契約から、当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認め

られる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事

完成基準を適用しております。 

 これにより、売上高は204百万円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ６百

万円減少しております。 

  

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）

(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

(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
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,792 4,516

受取手形及び売掛金 12,029 14,457

営業未収入金 941 1,565

商品及び製品 2,903 3,532

仕掛品 1,299 1,819

原材料及び貯蔵品 8,016 8,847

その他 647 2,189

貸倒引当金 △28 △29

流動資産合計 31,601 36,899

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,458 9,843

その他（純額） 11,010 11,615

有形固定資産合計 20,469 21,458

無形固定資産 387 444

投資その他の資産 4,024 4,000

固定資産合計 24,881 25,903

資産合計 56,482 62,802

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,373 6,771

短期借入金 5,723 8,221

未払法人税等 76 93

賞与引当金 959 1,379

その他の引当金 20 41

その他 1,817 2,635

流動負債合計 13,970 19,143

固定負債   

長期借入金 2,350 2,700

引当金 209 217

その他 1,036 1,146

固定負債合計 3,595 4,064

負債合計 17,566 23,207
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21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 20,314 21,657

自己株式 △4,938 △4,938

株主資本合計 39,005 40,348

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 133 △359

為替換算調整勘定 △221 △394

評価・換算差額等合計 △88 △753

純資産合計 38,916 39,594

負債純資産合計 56,482 62,802

CKD㈱　(6407)　平成22年３月期　第２四半期決算短信

- 7 -



(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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 38,716 21,012

売上原価 28,539 17,155

売上総利益 10,177 3,856

販売費及び一般管理費 7,534 5,391

営業利益又は営業損失（△） 2,642 △1,534

営業外収益   

受取利息 19 7

受取配当金 56 37

為替差益 － 71

助成金収入 － 145

その他 143 112

営業外収益合計 219 375

営業外費用   

支払利息 61 59

売上割引 140 56

為替差損 117 －

その他 66 36

営業外費用合計 385 151

経常利益又は経常損失（△） 2,476 △1,310

特別利益   

前期損益修正益 53 61

固定資産売却益 1 7

賞与引当金戻入額 － 290

その他 18 3

特別利益合計 73 363

特別損失   

前期損益修正損 － 49

固定資産売却損 8 0

固定資産除却損 16 21

投資有価証券評価損 742 －

たな卸資産評価損 405 －

その他 0 16

特別損失合計 1,173 88

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（△）

1,377 △1,035

法人税、住民税及び事業税 917 20

法人税等調整額 △59 △24

法人税等合計 857 △3

四半期純利益又は四半期純損失（△） 520 △1,032
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(第２四半期連結会計期間)  

（単位：百万円）

前第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２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 19,691 11,617

売上原価 14,587 9,323

売上総利益 5,103 2,294

販売費及び一般管理費 3,681 2,678

営業利益又は営業損失（△） 1,422 △383

営業外収益   

受取利息 11 3

受取配当金 2 5

為替差益 97 18

助成金収入 － 47

法人税等還付加算金 － 34

その他 68 32

営業外収益合計 180 142

営業外費用   

支払利息 30 27

売上割引 69 26

その他 31 22

営業外費用合計 131 75

経常利益又は経常損失（△） 1,471 △316

特別利益   

前期損益修正益 27 0

固定資産売却益 1 2

貸倒引当金戻入額 11 －

補助金収入 － 2

その他 4 －

特別利益合計 44 6

特別損失   

前期損益修正損 － 49

固定資産売却損 6 0

固定資産除却損 10 16

投資有価証券評価損 742 －

その他 0 0

特別損失合計 759 66

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（△）

756 △376

法人税、住民税及び事業税 144 6

法人税等調整額 413 △16

法人税等合計 557 △9

四半期純利益又は四半期純損失（△） 198 △366
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

1,377 △1,035

減価償却費 1,595 1,434

売上債権の増減額（△は増加） 3,795 3,161

たな卸資産の増減額（△は増加） △327 2,071

仕入債務の増減額（△は減少） △1,227 △1,543

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,572 △421

投資有価証券評価損益（△は益） 742 －

未払賞与の増減額（△は減少） △1,701 11

その他 △741 422

小計 5,084 4,100

利息及び配当金の受取額 75 45

利息の支払額 △61 △51

法人税等の支払額 △432 △60

法人税等の還付額 － 1,339

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,666 5,373

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 △655

投資有価証券の取得による支出 △302 △2

その他 9 76

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,573 △581

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 △2,535

長期借入金の返済による支出 － △352

社債の償還による支出 － △360

自己株式の取得による支出 △649 △0

配当金の支払額 △701 △311

その他 1 △19

財務活動によるキャッシュ・フロー △899 △3,578

現金及び現金同等物に係る換算差額 △115 59

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,078 1,272

現金及び現金同等物の期首残高 3,605 4,458

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 5,730
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該当事項はありません。 

  

前第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)  

当第２四半期連結累計期間 (自 平成21年４月１日 至 平成21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 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
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

  
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  6,232  14,779  21,012  －  21,012

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 6  52  58  (58)  －

計  6,238  14,832  21,071  (58)  21,012

営業利益又は営業損失（△）  447  △968  △520  (1,014)  △1,534

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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前第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)  

当第２四半期連結累計期間 (自 平成21年４月１日 至 平成21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 

   

〔所在地別セグメント情報〕

  
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

  
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  18,428  2,375  208  21,012  －  21,012

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 1,718  330  －  2,048  (2,048)  －

計  20,146  2,705  208  23,060  (2,048)  21,012

営業利益又は営業損失 (△)   △850  △209  △49  △1,109  (425)  △1,534
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前第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) 

当第２四半期連結累計期間 (自 平成21年４月１日 至 平成21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。 

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  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

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高 (百万円)  2,861  401  3,262

Ⅱ 連結売上高 (百万円)       21,012

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 (％)  13.6  1.9  15.5

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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生産、受注及び販売の状況  

(1) 生産実績 

 当第２四半期連結累計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 (注) １．金額は、販売価格により、セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2) 受注実績 

当第２四半期連結累計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 (注) １．自動機械部門以外は、需要見込による生産方法をとっております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3) 販売実績 

 当第２四半期連結累計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 (注) １．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

６．その他の情報

事業の種類別セグメントの名称 生産高 (百万円)  前年同四半期比 (％)

自動機械部門  5,151  △43.6

機 器 部 門  15,325  △47.9

合 計  20,477  △46.9

事業の種類別セグメントの名称 
受注高
(百万円) 

前年同四半期比
(％)  

受注残高 
(百万円)  

前年同四半期比
(％)  

自動機械部門  4,336  △41.8  4,441  △54.9

事業の種類別セグメントの名称 販売高 (百万円)  前年同四半期比 (％)

自動機械部門  6,232  △22.8

機 器 部 門  14,779  △51.8

合 計  21,012  △45.7
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