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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年３月期第１四半期 16,029 70.6 1,373 － 1,500 － 858 －
22年３月期第１四半期 9,394 △50.6 △1,153 － △995 － △665 －

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

23年３月期第１四半期 13.81 －
22年３月期第１四半期 △10.71 －

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第１四半期 64,788 41,934 64.7 674.54
22年３月期 62,869 41,480 66.0 667.24

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 41,934百万円 22年３月期 41,480百万円

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

22年３月期 － 3.00 － 3.00 6.00

23年３月期 －

23年３月期(予想) 4.00 － 4.00 8.00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３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)

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) 32,500 54.7 2,600 － 2,400 － 1,300 － 20.91
通      期 66,500 32.9 5,000 － 4,750 567.6 2,600 73.9 41.82

ID5066
公益財団法人財務会計基準機構

ID5066
CKD



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

  

 
(注) 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の有無となります。 

  
(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

 
(注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  
(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

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いません。 

  

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

のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）P.２「(3)連結業績予想に関する定性的

情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は【添付資料】P.３「２．その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 無

 

 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) 23年３月期１Ｑ 69,429,349株 22年３月期 69,429,349株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 7,261,898株 22年３月期 7,261,892株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 62,167,456株 22年３月期１Ｑ 62,168,295株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、政府の追加経済対策や中国を中心とする新興国の経済拡大

などに支えられ、輸出の増加、個人消費の持ち直し、企業収益の改善が見られ、緩やかな回復傾向を示しており

ます。しかし、雇用状況に改善が見られないことや、欧州発の新たな金融危機による経済への影響も懸念され、

先行きは不透明な状況で推移いたしました。 

当社グループ関連業界の設備投資需要においては、半導体関連業界が大幅に回復し、工作機械業界も活発化し

てまいりました。また、FPD関連業界、太陽電池関連業界なども徐々に回復してまいりました。 

 このような状況のもとで、売上高については、半導体関連業界などが堅調に推移し、売上高16,029百万円（前

年同四半期比70.6％増）、利益面につきましては、売上高の増加及び経費の抑制などにより営業利益1,373百万

円（前年同四半期は1,153百万円の営業損失）、経常利益1,500百万円（前年同四半期は995百万円の経常損

失）、四半期純利益858百万円（前年同四半期は665百万円の四半期純損失）となりました。 

  

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

当第１四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1,918百万円増加の64,788百万円と

なりました。これは主に、売上高の回復に伴い売上債権及び棚卸資産が増加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1,465百万円増加の22,854百万円となりました。これは主に、借入金の返済

による減少はありましたが、受注の回復に伴い仕入債務が増加したこと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453百万円増加の41,934百万円となりました。これは、四半期純利益の計

上が、配当金の支払い及びその他有価証券評価差額金の減少を上回ったことによるものであります。 

 自己資本比率につきましては、前連結会計年度末に比べ1.3ポイント減少の64.7％となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第１四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）は、前連結会計年度末と

比べて173百万円減少し、5,407百万円となりました。 

当第１四半期連結会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

 (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期連結会計期間における営業活動による資金の増加は、923百万円（前年同四半期比58.9％減）と

なりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,405百万円、減価償却費610百万円、賞与引当金の増加

789百万円、仕入債務の増加1,263百万円による資金の増加、売上債権の増加1,530百万円、たな卸資産の増加

1,553百万円による資金の減少によるものであります。 

 (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期連結会計期間における投資活動による資金の減少は、135百万円（前年同四半期比60.8％減）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100百万円による資金の減少によるものであります。 

 (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期連結会計期間における財務活動による資金の減少は、1,000百万円（前年同四半期比57.5％減）

となりました。これは主に、短期借入金の純増減額626百万円及び長期借入金の返済175百万円、配当金の支払額

178百万円による資金の減少によるものであります。 

  

平成22年５月12日に公表いたしました平成23年３月期の第２四半期累計期間及び通期業績予想数値を上方修正

いたしました。 

 詳細につきましては、平成22年７月30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. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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。 

  

資産除去債務に関する会計基準等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ０百万円減少しており、税金等調整前四半期純利益は79百万円減

少しております。 

また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は127百万円であります。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要 (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特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,525 5,682

受取手形及び売掛金 18,736 17,479

営業未収入金 1,630 1,280

商品及び製品 2,993 2,828

仕掛品 2,132 1,542

原材料及び貯蔵品 9,381 8,543

その他 1,360 1,736

貸倒引当金 △48 △48

流動資産合計 41,712 39,044

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,900 9,033

その他（純額） 10,036 10,201

有形固定資産合計 18,937 19,235

無形固定資産 307 333

投資その他の資産 3,830 4,255

固定資産合計 23,075 23,824

資産合計 64,788 62,869

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 10,966 9,618

短期借入金 3,408 4,012

未払法人税等 145 509

賞与引当金 832 42

その他の引当金 62 55

その他 3,963 3,473

流動負債合計 19,379 17,712

固定負債

長期借入金 1,825 2,000

引当金 551 607

その他 1,098 1,069

固定負債合計 3,474 3,676

負債合計 22,854 21,388

CKD㈱　(6407)　平成23年３月期　第１四半期決算短信

- 4 -



(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22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 12,610 12,610

利益剰余金 23,327 22,655

自己株式 △4,938 △4,938

株主資本合計 42,015 41,343

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 187 472

為替換算調整勘定 △268 △334

評価・換算差額等合計 △81 137

純資産合計 41,934 41,480

負債純資産合計 64,788 62,869

CKD㈱　(6407)　平成23年３月期　第１四半期決算短信

- 5 -



(2) 四半期連結損益計算書

【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年６月30日)

売上高 9,394 16,029

売上原価 7,832 11,505

売上総利益 1,562 4,524

販売費及び一般管理費 2,715 3,150

営業利益又は営業損失（△） △1,153 1,373

営業外収益

受取利息 4 2

受取配当金 32 33

為替差益 52 41

助成金収入 98 0

その他 45 104

営業外収益合計 233 182

営業外費用

支払利息 32 19

売上割引 30 25

その他 14 10

営業外費用合計 76 55

経常利益又は経常損失（△） △995 1,500

特別利益

前期損益修正益 60 －

固定資産売却益 4 1

賞与引当金戻入額 290 －

補助金収入 － 1

その他 2 0

特別利益合計 358 3

特別損失

固定資産売却損 0 1

固定資産除却損 5 2

割増退職金 14 4

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 78

その他 1 11

特別損失合計 22 98

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（△）

△659 1,405

法人税、住民税及び事業税 14 115

法人税等調整額 △8 432

法人税等合計 6 547

少数株主損益調整前四半期純利益 － 858

四半期純利益又は四半期純損失（△） △665 858
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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１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６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（△）

△659 1,405

減価償却費 707 610

賞与引当金の増減額（△は減少） △902 789

未払賞与の増減額（△は減少） 1,057 △20

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 78

売上債権の増減額（△は増加） 2,993 △1,530

たな卸資産の増減額（△は増加） 972 △1,553

仕入債務の増減額（△は減少） △2,407 1,263

その他 504 295

小計 2,265 1,340

利息及び配当金の受取額 37 36

利息の支払額 △27 △20

法人税等の支払額 △28 △436

法人税等の還付額 － 2

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,245 923

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 －

有形固定資産の取得による支出 △404 △100

その他 60 △34

投資活動によるキャッシュ・フロー △344 △135

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） △1,513 △626

長期借入金の返済による支出 △175 △175

社債の償還による支出 △360 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △293 △178

その他 △7 △20

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,350 △1,000

現金及び現金同等物に係る換算差額 51 38

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △398 △173

現金及び現金同等物の期首残高 4,458 5,581

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,059 5,407
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該当事項はありません。 

  

 
(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 

 
  

 
(注) １．国又は地域は、地理的接近度により区別をしております。  

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 

  

 
(注) １．国又は地域は、地理的接近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、中国、韓国、台湾等 

  (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。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報等

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)

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 2,921 6,473 9,394 ― 9,394

 (2) セグメント間の内部売上高 
   又は振替高

6 27 33 (33) ―

計 2,927 6,500 9,427 (33) 9,394

  営業損失 (△) △22 △598 △620 (532) △1,153

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

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)

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 8,234 1,056 103 9,394 ― 9,394

 (2) セグメント間の内部売上高 
   又は振替高

708 174 ― 882 (882) ―

計 8,943 1,230 103 10,276 (882) 9,394

  営業損失（△） △667 △163 △31 △861 (291) △1,153

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,393 195 1,589

Ⅱ 連結売上高(百万円) 9,394

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 14.8 2.1 16.9
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(追加情報) 

当第１四半期連結会計期間より 「セグメント情報等の開示に関する会計基準」 (企業会計基準第17号 平成21年

３月27日) 及び 「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」 (企業会計基準適用指針第20号 平成20

年３月21日) を適用しております。 

  

１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社及び子会社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取

締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

当社グループの構成単位は製品の種類別セグメントから構成されており、製品の種類・性質及び販売方法の類似

性により「自動機械部門」、「機器部門」の２つを報告セグメントとしております。 

自動機械部門では、自動包装システム、リチウムイオン電池製造システムを中心とした大型設備を生産・販売し

ており、個別受注生産方式を採用しております。 

機器部門では、半導体関連業界、自動車関連業界を始めとした幅広い市場に供給できる機能部品を生産・販売し

ており、需要予測に基づく見込生産方式を採用しております。 

  

２．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 

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

(単位：百万円) 

 
(注) １．セグメント利益の調整額△511百万円には、セグメント間取引消去７百万円及び各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△519百万円が含まれております。全社費用は、主に当社の管理部門に係る費用及び長期的

な基礎的研究費用並びにシーケーディグローバルサービス株式会社に係る費用であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

 当第１四半期連結累計期間 (自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日)  

   該当事項はありません。 

  

【セグメント情報】

報告セグメント
調整額 
(注１)

四半期連結損益
計算書計上額 

(注２)自動機械部門 機器部門 計

売上高

 外部顧客への売上高 2,034 13,995 16,029 ― 16,029

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

0 46 47 △47 ―

計 2,034 14,042 16,076 △47 16,029

セグメント利益 85 1,798 1,884 △511 1,373

(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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(1) 生産実績 

当第１四半期連結累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
 (注) １．セグメント間取引については、相殺消去しております。 

     ２．金額は、販売価格によっております。 

    ３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注実績 

当第１四半期連結累計期間における受注実績を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１四半期連結累計期間における販売実績を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。 

  

4. 補足情報

〔生産、受注及び販売の状況〕

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 2,350 +19.8

機 器 部 門 13,700 +100.0

合 計 16,050 +82.1

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 2,890 +26.7 7,039 +23.7

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 2,034 △30.4

機 器 部 門 13,995 +116.2

合 計 16,029 +70.6
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 当第１四半期連結累計期間 (自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

 
 (注) 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

   (1) 国又は地域の区分の方法・・・・・・地理的近接度による 

   (2) 各区分に属する主な国又は地域・・・日本：日本 

                       アジア：マレーシア、タイ、シンガポール、中国、      

                          韓国、台湾 

                       その他：米国 

  

 当第１四半期連結累計期間 (自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

 
 (注) １．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

   (1) 国又は地域の区分の方法・・・・・・地理的近接度による 

   (2) 各区分に属する主な国又は地域・・・アジア：マレーシア、タイ、シンガポール、中国、 

                           韓国、台湾等                   

                      その他の地域：米国、カナダ、中南米、欧州等 

    ２．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。 

  

〔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
13,459 2,341 229 16,029 － 16,029

(2) セグメント間の内部売上 

又は振替高
2,086 329 － 2,415 (2,415) －

計 15,545 2,670 229 18,445 (2,415) 16,029

営業利益 1,183 225 0 1,408 (35) 1,373

〔海外売上高〕

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 (百万円) 2,910 393 3,304

Ⅱ 連結売上高 (百万円) 16,029

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 (％) 18.2 2.5 20.6

CKD㈱　(6407)　平成23年３月期　第１四半期決算短信

- 11 -




