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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第２四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28年９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
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 ％

29年３月期第２四半期 42,943 △4.9 4,151 △3.7 4,056 △4.4 2,801 △4.2

28年３月期第２四半期 45,160 12.9 4,312 25.6 4,243 21.7 2,924 31.5
(注) 包括利益 29年３月期第２四半期 416百万円 (△77.8％) 28年３月期第２四半期 1,880百万円 ( △8.5％)

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

29年３月期第２四半期 45.25 －

28年３月期第２四半期 47.07 －

　　

（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 ％

29年３月期第２四半期 95,668 66,028 69.0

28年３月期 96,412 66,419 68.9
(参考) 自己資本 29年３月期第２四半期 66,028百万円 28年３月期 66,419百万円

　　　

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

28年３月期 － 13.00 － 13.00 26.00

29年３月期 － 14.00

29年３月期 (予想) － 14.00 28.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

　　　

３．平成29年３月期の連結業績予想（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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

通期 89,700 1.8 8,500 4.8 8,400 3.8 5,700 4.4 92.06
(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
　

(注) 詳細は、四半期決算短信 (添付資料) ４ページ「２．サマリー情報 (注記事項) に関する事項 (３) 会計方針の
変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

　

（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) 29年３月期２Ｑ 68,909,449株 28年３月期 68,909,449株

② 期末自己株式数 29年３月期２Ｑ 6,992,506株 28年３月期 6,992,315株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期２Ｑ 61,917,067株 28年３月期２Ｑ 62,147,372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連結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
　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) ３ページ「１．当四半期決算に関する定性的
情報 (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。
　当社は、平成28年10月28日に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算
説明資料につきましては、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。
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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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円高により輸出に足踏みがみられたものの、原材料価格の下

落などで企業収益が好転し、緩やかな持ち直し基調となりました。また、設備投資は更新・維持が下支えとなり底

堅く推移いたしました。

海外経済は、米国では雇用と所得の改善による個人消費の増加で景気回復が持続し、欧州では金融緩和策や新興

国景気の下げ止まりなどで底堅く推移いたしました。一方、中国では、公共投資が支えたものの民間投資の低迷に

より緩やかな減速基調が続きました。

このような状況のもとで、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は、退職給付費用の増加及び為替差

損を計上したことにより、売上高42,943百万円（前年同四半期比4.9％減）、営業利益4,151百万円（前年同四半期

比3.7％減）、経常利益4,056百万円（前年同四半期比4.4％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益2,801百万円

（前年同四半期比4.2％減）となりました。

なお、前連結会計年度については、海外連結子会社５社の決算日を連結決算日に変更したことに伴い、前第２四

半期連結累計期間は９か月となっております。この決算期変更に伴う影響を除いた前第２四半期連結累計期間との

比較では、売上高は前年同四半期比1.9％増、営業利益は前年同四半期比0.3％減、経常利益は前年同四半期比1.1％

減となりました。

　

セグメント別の業績は、次のとおりであります。

① 自動機械部門

産業機械では、三次元はんだ印刷検査機は電子化が進む車載用やＬＥＤ照明用の基板向け、リチウムイオン電

池製造システムは環境対応車両向けでそれぞれ売上が増加いたしました。

自動包装システムでは受注は増加いたしましたものの、当第２四半期連結累計期間における納入物件が少なか

ったため売上は減少いたしました。

その結果、売上高は7,107百万円（前年同四半期比7.0％減）、セグメント利益は減価償却費増加の影響もあ

り、1,000百万円（前年同四半期比12.0％減）となりました。

　

② 機器部門

国内市場では、微細化や積層化への投資が続く半導体製造装置向け及び環境対応車両用二次電池製造装置向け

の売上が増加いたしました。

海外市場では、半導体の設備投資が好調な地域の売上は増加いたしましたが、円高の影響により全体の売上は

減少いたしました。

その結果、売上高は35,835百万円（前年同四半期比4.5％減）、セグメント利益は5,004百万円（前年同四半期

比7.1％増）となりました。

なお、決算期変更に伴う影響を除いた前第２四半期連結累計期間との比較では、売上高は前年同四半期比3.9

％増、セグメント利益は前年同四半期比10.6％増となりました。

　

(２) 財政状態に関する説明

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743百万円減少の95,668百万円とな

りました。これは主に、有価証券、たな卸資産、前渡金及びソフトウェアが増加したものの、現金及び預金、売

上債権、有形固定資産並びに投資有価証券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351百万円減少の29,640百万円となりました。これは主に、前受金及び賞与

引当金が増加したものの、仕入債務、設備未払金、未払賞与、借入金及び繰延税金負債が減少したことによるも

のであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ391百万円減少の66,028百万円となりました。

自己資本比率につきましては、前連結会計年度末に比べ0.1ポイント増加の69.0％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」といいます。) は、前連結会計年度

末に比べ622百万円増加の10,965百万円となりました。
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　当第２四半期連結累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２四半期連結累計期間における営業活動の結果、獲得した資金は4,607百万円 (前年同四半期比12.2％減)

となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益4,122百万円、減価償却費1,891百万円、賞与引当金の増

加1,882百万円、前受金の増加1,370百万円による資金の増加、未払賞与の減少1,772百万円、たな卸資産の増加

2,023百万円、法人税等の支払額1,459百万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２四半期連結累計期間における投資活動の結果、使用した資金は2,275百万円 (前年同四半期比1.7％減)

となりました。これは主に、有価証券の売却1,000百万円による資金の増加、有形固定資産の取得による支出

2,620百万円、無形固定資産の取得による支出710百万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２四半期連結累計期間における財務活動の結果、使用した資金は1,277百万円 (前年同四半期比37.5％減)

となりました。これは主に、配当金の支払額803百万円、長期借入金の返済による支出385百万円による資金の減

少によるものであります。

(３) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

今後も国内外経済は持ち直しが期待されるものの、中国の景気減速、英国の欧州連合離脱問題の深刻化、為替レ

ートの変動が及ぼす影響にも注視していく必要があります。

通期の業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間における当社グループの業績を踏まえ、平成28年５

月12日に発表いたしました通期連結業績予想を下記のとおり修正いたしました。なお、平成28年10月１日から平成

29年３月31日までの期間における為替レートは１米ドル100円を前提としております。

平成29年３月期 通期 連結業績予想数値の修正

（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

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

前回発表予想（ Ａ ）
百万円
87,000

百万円
7,200

百万円
7,200

百万円
4,800

今回修正予想（ Ｂ ） 89,700 8,500 8,400 5,700

増減額（ Ｂ － Ａ ） 2,700 1,300 1,200 900

増減率（ ％ ） 3.1 18.1 16.7 18.8

（参考）前期実績
（平成28年３月期）

88,117 8,107 8,094 5,459

この予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいております。実際の業績は、様々な要因により

予想数値とは異なる結果となる可能性があります。

なお、該当予想数値の修正に関する事項は、本日（平成28年10月28日）公表いたしました「第２四半期連結累計

期間の業績予想値と実績値との差異、通期連結業績予想の修正並びに剰余金の配当及び期末配当予想の修正に関す

るお知らせ」にも記載しております。
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２．サマリー情報 (注記事項) に関する事項

(１) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

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

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」 (実務対応

報告第32号 平成28年６月17日) を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属

設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

これによる四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

(４) 追加情報

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」 (企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日) を第１四

半期連結会計期間から適用しております。
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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)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,951 8,928

受取手形及び売掛金 21,186 19,547

電子記録債権 1,905 3,802

営業未収入金 1,150 250

有価証券 2,000 2,500

商品及び製品 4,673 6,026

仕掛品 3,669 3,614

原材料及び貯蔵品 12,178 12,492

その他 2,358 2,587

貸倒引当金 △103 △95

流動資産合計 58,969 59,655

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 12,304 11,544

その他（純額） 15,408 15,335

有形固定資産合計 27,712 26,880

無形固定資産 755 1,298

投資その他の資産 8,974 7,834

固定資産合計 37,442 36,013

資産合計 96,412 95,668

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 11,873 11,248

電子記録債務 920 1,142

短期借入金 1,671 1,533

未払法人税等 1,463 1,584

賞与引当金 178 2,042

その他の引当金 225 269

その他 7,319 6,282

流動負債合計 23,652 24,102

固定負債

長期借入金 2,720 2,375

その他の引当金 76 75

退職給付に係る負債 226 227

その他 3,316 2,859

固定負債合計 6,339 5,537

負債合計 29,992 29,640

純資産の部

株主資本

資本金 11,016 11,016

資本剰余金 12,372 12,372

利益剰余金 44,445 46,439

自己株式 △4,905 △4,905

株主資本合計 62,929 64,922

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,105 2,249

為替換算調整勘定 1,808 197

退職給付に係る調整累計額 △1,423 △1,341

その他の包括利益累計額合計 3,490 1,105

純資産合計 66,419 66,028

負債純資産合計 96,412 95,668
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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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

売上高 45,160 42,943

売上原価 30,883 29,701

売上総利益 14,277 13,241

販売費及び一般管理費 9,965 9,090

営業利益 4,312 4,151

営業外収益

受取利息 22 11

受取配当金 69 68

その他 121 142

営業外収益合計 213 222

営業外費用

支払利息 26 19

売上割引 70 69

為替差損 169 172

その他 15 54

営業外費用合計 281 316

経常利益 4,243 4,056

特別利益

固定資産売却益 123 1

投資有価証券売却益 － 75

補助金収入 66 55

特別利益合計 189 133

特別損失

固定資産売却損 3 3

固定資産除却損 46 9

固定資産圧縮損 － 54

環境対策費 83 －

特別損失合計 133 67

税金等調整前四半期純利益 4,300 4,122

法人税、住民税及び事業税 1,180 1,532

法人税等調整額 194 △211

法人税等合計 1,375 1,321

四半期純利益 2,924 2,801

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,924 2,801
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四半期連結包括利益計算書

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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

四半期純利益 2,924 2,801

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △392 △855

為替換算調整勘定 △573 △1,610

退職給付に係る調整額 △78 81

その他の包括利益合計 △1,044 △2,384

四半期包括利益 1,880 416

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,880 416

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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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27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28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 4,300 4,122

減価償却費 1,963 1,891

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,916 1,882

未払賞与の増減額（△は減少） △1,804 △1,772

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △226 93

売上債権の増減額（△は増加） 1,595 △135

たな卸資産の増減額（△は増加） △721 △2,023

仕入債務の増減額（△は減少） △996 175

前受金の増減額（△は減少） 68 1,370

その他 △251 401

小計 5,843 6,005

利息及び配当金の受取額 95 82

利息の支払額 △27 △20

法人税等の支払額 △664 △1,459

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,246 4,607

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の純増減額（△は増加） 1,499 1,000

有形固定資産の取得による支出 △3,730 △2,620

無形固定資産の取得による支出 △123 △710

その他 39 54

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,315 △2,275

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） △125 △57

長期借入金の返済による支出 △385 △385

自己株式の取得による支出 △700 △0

配当金の支払額 △810 △803

その他 △22 △30

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,042 △1,277

現金及び現金同等物に係る換算差額 △254 △432

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 634 622

現金及び現金同等物の期首残高 12,290 10,342

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,924 10,965
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(４) 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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30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：百万円)

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 7,646 37,514 45,160 － 45,160

　セグメント間の
　内部売上高又は振替高

－ 38 38 △38 －

計 7,646 37,553 45,199 △38 45,160

セグメント利益 1,136 4,675 5,812 △1,500 4,312

(注) １．セグメント利益の調整額△1,500百万円には、セグメント間取引消去16百万円及び各報告セグメントに

配分していない全社費用△1,516百万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ＣＫＤ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。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

従来、連結子会社のうち決算日が12月31日であった在外子会社 (５社) については同日現在の財務諸表を使

用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っておりましたが、CKD THAI

CORPORATION LTD.、CKD USA CORPORATION、M-CKD PRECISION SDN.BHD.については決算日を３月31日に変更し、

喜開理 (中国) 有限公司、喜開理 (上海) 機器有限公司については連結決算日である３月31日に仮決算を行い

連結する方法に変更しております。その結果、当第２四半期連結累計期間は平成27年１月１日から平成27年９

月30日までの９か月間を連結しております。

なお、当該子会社の平成27年１月１日から平成27年３月31日までの売上高は機器部門で3,019百万円、セグメ

ント利益は機器部門で149百万円であります。
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

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：百万円)

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 7,107 35,835 42,943 － 42,943

　セグメント間の
　内部売上高又は振替高

－ 46 46 △46 －

計 7,107 35,882 42,989 △46 42,943

セグメント利益 1,000 5,004 6,005 △1,854 4,151

(注) １．セグメント利益の調整額△1,854百万円には、セグメント間取引消去16百万円及び各報告セグメントに

配分していない全社費用△1,870百万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ＣＫＤ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。

決算短信（宝印刷） 2016年10月26日 13時24分 12ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



ＣＫＤ株式会社(6407) 平成29年３月期 第２四半期決算短信

― 11 ―

４．補足情報

〔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セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

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 9,087 +9.6

機 器 部 門 35,628 △4.9

合 計 44,716 △2.2

(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２四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。

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 10,119 +2.5 14,143 +31.2

(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．上記の金額には、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セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

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 7,107 △7.0

機 器 部 門 35,835 △4.5

合 計 42,943 △4.9

(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．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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