
平成 19年 3月期       個別中間財務諸表の概要 平成 18年 11 月 16日

上   場   会   社   名       株式会社ダイフク 上場取引所 東証・大証各１部

コード番号       6383 本社所在都道府県

(URL http://www.daifuku.co.jp) 大阪府

代　　　表　　　者　　　　代表取締役社長      竹内　克己

問合せ先責任者　　    取締役本社部門長　 猪原　幹夫 TEL (06) 6472 - 1261
決算取締役会開催日      平成 18年 11月 16日 配当支払開始日　　　　平成18年12月12日

単元株制度採用の有無 　 有（1単元500株）

１. 18年 9月中間期の業績（平成 18年 4月 1日 ～ 平成18年 9月 30日）
(1)経営成績 （百万円未満切捨）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年 9月中間期 73,879 15.5 4,681 △ 31.0 4,400 △ 34.0
17年 9月中間期 63,961 △ 1.6 6,787 39.1 6,662 38.0
18年 3月期 150,881 11,753 11,486

百万円 ％ 円　　銭 円　　銭

18年 9月中間期 2,705 △ 37.7 23.89 23.49
17年 9月中間期 4,343 117.1 39.20 -
18年 3月期 6,580 59.18 59.03
(注)①期中平均株式数    18年 9月中間期 113,262,546 株   17年 9月中間期 110,805,556 株   18年 3月期 111,201,809 株

     ②会計処理の方法の変更　　 無

     ③売上高、営業利益、経常利益、中間(当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2)財政状態
１株当たり
純資産

百万円 百万円 円　　銭

18年 9月中間期 143,927 61,379 541.95
17年 9月中間期 140,064 53,806 485.70
18年 3月期 148,593 61,399 542.06
（注）①期末発行済株式数    18年 9月中間期113,256,624株   17年 9月中間期 110,781,606株   18年 3月期 113,270,038株

　　　②期末自己株式数       18年 9月中間期     414,097株   17年 9月中間期    2,889,115株   18年 3月期      400,683株

      ③会計基準変更前の18年9月中間期の純資産は、61,482百万円（添付資料の59ページを参照）

２. 19年 3月期の業績予想（ 平成 18年 4月 1日  ～  平成 19年 3月 31日 ）
　

百万円 百万円 百万円

通　　期 165,000 12,300 7,800
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  68円87銭

※　上記予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の9ページを参照して下さい。

３.配当状況
 ・現金配当

中間期末 期　末 年　間
18年 3月期 － 18.00 18.00
19年 3月期（実績） 10.00 －

19年 3月期（予測） － 13.00

総  資  産 純  資  産

23.00

自己資本比率

％

42.6
38.4
41.3

１株当たり配当金（円）

売   上   高 経　常　利　益 当　期　純　利　益

経　常　利　益

１ 株 当 た り 中 間 潜在株式調整後、1株当たり

中間 ( 当 期 ） 純 利 益

売   上   高 営　業　利　益

中間(当期）純利益
 ( 当 期 ） 純 利 益

 －48－
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  個別中間財務諸表等 

  中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 

 

  
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 

構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比 

(％)
金額(百万円) 

構成比

(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  6,960 8,939 18,306 

２ 受取手形 ※３ 3,138 2,953 4,308 

３ 売掛金  30,913 28,829 34,528 

４ 棚卸資産  44,859 47,769 38,154 

５ 短期貸付金  3,139 2,215 1,349 

６ その他  4,645 4,897 4,313 

貸倒引当金  △7 △3 △8 

流動資産合計   93,648 66.9 95,601 66.4  100,951 67.9

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物  9,763 12,508 10,735 

(2) 機械及び装置  1,851 2,221 2,000 

(3) 土地  6,712 6,747 6,747 

(4) その他  2,356 2,959 3,241 

有形固定資産合計 ※１ 20,684 (14.8) 24,436 (17.0) 22,725 (15.3)

２ 無形固定資産  896 (0.6) 863 (0.6) 900 (0.6)

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  5,524 4,688 5,632 

(2) 関係会社株式  13,973 12,166 13,132 

(3) その他  7,410 7,440 7,578 

投資損失引当金  △1,704 △910 △1,966 

貸倒引当金  △369 △359 △361 

投資その他の資産合計  24,835 (17.7) 23,026 (16.0) 24,015 (16.2)

固定資産合計   46,415 33.1 48,325 33.6  47,641 32.1

資産合計   140,064 100.0 143,927 100.0  148,593 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 

構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比 

(％)
金額(百万円) 

構成比

(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形  3,094 3,906 3,318 

２ 買掛金  26,736 28,882 26,293 

３ 一年以内に返済予定の 

長期借入金 
 10,000 ― 10,000 

４ 未払法人税等  2,661 1,559 2,358 

５ 前受金  18,155 12,513 11,911 

６ 役員賞与引当金  ― 60  ― 

７ その他  4,670 6,538 7,835 

流動負債合計   65,318 46.6 53,460 37.2  61,717 41.6

Ⅱ 固定負債    

１ 社債  7,000 7,000 7,000 

２ 新株予約権付社債  ― 5,000 5,000 

３ 長期借入金  7,000 12,000 7,000 

４ 長期未払金  2,503 2,218 2,456 

５ 退職給付引当金  3,980 2,863 3,515 

６ 役員退職慰労引当金  449 ― 497 

７ その他  5 5 5 

固定負債合計   20,939 15.0 29,087 20.2  25,475 17.1

負債合計   86,257 61.6 82,547 57.4  87,193 58.7
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 

構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比 

(％)
金額(百万円) 

構成比

(％)

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   8,023 5.7 ― ―  8,023 5.4

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  2,005 ― 2,005 

２ その他資本剰余金  3,007 ― 7,017 

資本剰余金合計   5,013 3.6 ― ―  9,022 6.1

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  112 ― 112 

２ 任意積立金    

(1) 配当準備積立金  7,000 ― 7,000 

(2) 固定資産圧縮積立金  200 ― 200 

(3) 別途積立金  25,000 ― 25,000 

任意積立金合計  32,200 ― 32,200 

３ 中間(当期)未処分利益  8,779 ― 11,016 

利益剰余金合計   41,092 29.3 ― ―  43,329 29.1

Ⅳ その他有価証券評価差額金   829 0.6 ― ―  1,196 0.8

Ⅴ 自己株式   △1,152 △0.8 ― ―  △172 △0.1

資本合計   53,806 38.4 ― ―  61,399 41.3

負債・資本合計   140,064 100.0 ― ―  148,593 100.0

    
 



ファイル名:○単②100_0354600661812 更新日時:2006/11/15 10:56 印刷日時:06/11/15 13:29 

― 52 ― 

 

  
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 

構成比

(％)
金額(百万円) 

構成比 

(％)
金額(百万円) 

構成比

(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ― ― 8,023 5.6  ― ―

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  ― 2,005 ― 

(2) その他資本剰余金  ― 7,019 ― 

資本剰余金合計   ― ― 9,025 6.2  ― ―

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  ― 112 ― 

(2) その他利益剰余金    

配当準備積立金  ― 7,000 ― 

固定資産圧縮積立金  ― 182 ― 

別途積立金  ― 30,000 ― 

繰越利益剰余金  ― 6,701 ― 

利益剰余金合計   ― ― 43,996 30.5  ― ―

４ 自己株式   ― ― △197 △0.1  ― ―

株主資本合計   ― ― 60,846 42.2  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評価差額金   ― 635  ―

２ 繰延ヘッジ損益   ― △102  ―

評価・換算差額等 

合計 
  ― ― 532 0.4  ― ―

純資産合計   ― ― 61,379 42.6  ― ―

負債・純資産合計   ― ― 143,927 100.0  ― ―
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② 中間損益計算書 

 

  

前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前事業年度の 

要約損益計算書 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 

百分比

(％)
金額(百万円) 

百分比

(％)
金額(百万円) 

百分比

(％)

Ⅰ 売上高   63,961 100.0 73,879 100.0  150,881 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１  50,675 79.2 61,317 83.0  125,514 83.2

売上総利益   13,286 20.8 12,561 17.0  25,366 16.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  6,498 10.2 7,879 10.7  13,613 9.0

営業利益   6,787 10.6 4,681 6.3  11,753 7.8

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  38 28 63 

２ その他 ※２ 151 190 0.3 140 169 0.2 393 457 0.3

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  240 156 481 

２ その他 ※３ 74 314 0.5 294 450 0.5 243 724 0.5

経常利益   6,662 10.4 4,400 6.0  11,486 7.6

Ⅵ 特別利益 ※４  874 1.4 91 0.1  1,272 0.8

Ⅶ 特別損失 ※５  24 0.0 12 0.0  958 0.6

税引前中間(当期)純利益   7,512 11.8 4,480 6.1  11,800 7.8

法人税、住民税 

及び事業税 
 2,591 1,375 4,573 

法人税等調整額  578 3,169 5.0 398 1,774 2.4 645 5,219 3.4

中間(当期)純利益   4,343 6.8 2,705 3.7  6,580 4.4

前期繰越利益   4,436 ―  4,436

中間(当期)未処分利益   8,779 ―  11,016
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③ 中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)                (単位：百万円) 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金  
資本金 資本 

準備金 

その他

資本 

剰余金

資本剰

余金 

合計 

利益  

準備金

配当 

準備 

積立金

固定資

産圧縮

積立金

別途 

積立金

繰越 

利益 

剰余金 

利益 

剰余金

合計 

自己

株式

株主 

資本 

合計 

平成18年３月31日残高 8,023 2,005 7,017 9,022 112 7,000 200 25,000 11,016 43,329 △172 60,203

中間会計期間中の変動額     

 剰余金の配当   △2,038 △2,038 △2,038

 中間純利益   2,705 2,705 2,705

 別途積立金の積立   5,000 △5,000 ― ―

 圧縮積立金の取崩   △18 18 ― ―

 自己株式の取得     △26 △26

 自己株式の処分   2 2   0 2

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動 
 額(純額) 

    ―

中間会計期間中の変動額
合計 

― ― 2 2 ― ― △18 5,000 △4,314 666 △25 643

平成18年９月30日残高 8,023 2,005 7,019 9,025 112 7,000 182 30,000 6,701 43,996 △197 60,846

 

評価・換算差額等 

 

その他

有価証

券評価

差額金

繰延 

ヘッジ

損益 

評価・

換算 

差額等

合計 

純資産

合計 

平成18年３月31日残高 1,196 ― 1,196 61,399

中間会計期間中の変動額   

 剰余金の配当   △2,038

 中間純利益   2,705

 別途積立金の積立   ―

 圧縮積立金の取崩   ―

 自己株式の取得   △26

 自己株式の処分   2

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動 
 額(純額) 

△561 △102 △664 △664

中間会計期間中の変動額
合計 

△561 △102 △664 △20

平成18年９月30日残高 635 △102 532 61,379
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 資産の評価基準

及び評価方法 

(1) 有価証券 

 ① 子会社及び関連会社

株式 

   …移動平均法による

原価法 

(1) 有価証券 

 ① 子会社及び関連会社

株式 

   …同左 

(1) 有価証券 

 ① 子会社及び関連会社

株式 

   …同左 

  ② その他有価証券 

   時価のあるもの 

   …中間決算末日の市

場価格等に基づく

時価法(評価差額

は、全部資本直入

法により処理し、

売却原価は、移動

平均法により算

定) 

 ② その他有価証券 

   時価のあるもの 

   …中間決算末日の市

場価格等に基づく

時価法(評価差額

は、全部純資産直

入法により処理

し、売却原価は、

移動平均法により

算定) 

 ② その他有価証券 

   時価のあるもの 

   …期末日の市場価格

等に基づく時価法

(評価差額は全部

資本直入法により

処理し、売却原価

は移動平均法によ

り算定) 

    時価のないもの 

   …移動平均法による

原価法 

   時価のないもの 

   …同左 

   時価のないもの 

   …同左 

 (2) デリバティブ 

  …時価法 

(2) デリバティブ 

  …同左 

(2) デリバティブ 

  …同左 

 (3) 棚卸資産 

 ① 製品・仕掛品 

   物流器具 

   …移動平均法による

低価法 

(3) 棚卸資産 

 ① 製品・仕掛品 

   物流器具 

   …同左 

(3) 棚卸資産 

 ① 製品・仕掛品 

   物流器具 

   …同左 

    上記以外のもの 

   …個別法による低価

法 

   上記以外のもの 

   …同左 

   上記以外のもの 

   …同左 

  ② 原材料 

   …移動平均法による

低価法 

 ② 原材料 

   …同左 

 ② 原材料 

   …同左 

２ 固定資産の減価

償却の方法 

(1) 有形固定資産 

  …定率法 

  ただし、平成10年４月

１日以降取得した建物

(建物附属設備を除く)に

ついては、定額法によっ

ております。 

  なお、耐用年数及び残

存価額については、法人

税法に規定する方法と同

一の基準によっておりま

す。 

(1) 有形固定資産 

  …同左 

(1) 有形固定資産 

  …同左 

 (2) 無形固定資産 

  自社利用のソフトウェ

ア 

  …社内における利用可

能期間(５年)に基づ

く定額法 

(2) 無形固定資産 

  自社利用のソフトウェ

ア 

  …同左 

(2) 無形固定資産 

  自社利用のソフトウェ

ア 

  …同左 

   上記以外のもの 

  …定額法 

  上記以外のもの 

  …同左 

  上記以外のもの 

  …同左 

 (3) 長期前払費用 

  …定額法 

(3) 長期前払費用 

  …同左 

(3) 長期前払費用 

  …同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

３ 引当金の計上基
準 

(1) 貸倒引当金 
  債権の貸倒れによる損
失に備えるため、一般債
権については貸倒実績率
により、貸倒懸念債権等
特定の債権については個
別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計
上しております。 

(1) 貸倒引当金 
   同左 

(1) 貸倒引当金 
   同左 

 (2) 投資損失引当金 
  関係会社等への投資に
対する損失に備えるた
め、財政状態等を勘案し
て必要額を計上しており
ます。 

(2) 投資損失引当金 
   同左 

(2) 投資損失引当金 
   同左 

 ――― (3) 役員賞与引当金 

 役員賞与の支給に備え

て、当会計年度における

支給見込額の当中間会計

期間負担額を計上してお

ります。 

――― 

 (4) 退職給付引当金 
  従業員の退職給付に備
えるため、当事業年度末
における退職給付債務及
び年金資産の見込額に基
づき、当中間会計期間末
において発生していると
認められる額を計上して
おります。 
過去勤務債務について
は、その発生時の従業員
の平均残存勤務期間以内
の一定の年数（５年）に
よる按分額を処理するこ
ととしております。 
数理計算上の差異は、
各事業年度の発生時にお
ける従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数
(５年)による定額法によ
り、それぞれ発生の翌事
業年度から処理すること
としております。 

（追加情報） 
確定拠出年金法の施行
に伴い、平成17年４月に
退職一時金制度の一部に
ついて確定拠出年金制度
へ移行し、「退職給付制
度間の移行等に関する会
計処理」（企業会計基準
適用指針第１号）を適用
しております。 
  なお本移行に伴う影響
額は、特別利益として
848百万円計上されてお
ります。 

(4) 退職給付引当金 
  従業員の退職給付に備
えるため、当事業年度末
における退職給付債務及
び年金資産の見込額に基
づき、当中間会計期間末
において発生していると
認められる額を計上して
おります。 
過去勤務債務について
は、その発生時の従業員
の平均残存勤務期間以内
の一定の年数（５年）に
よる按分額を処理するこ
ととしております。 
数理計算上の差異は、
各事業年度の発生時にお
ける従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数
(５年)による定額法によ
り、それぞれ発生の翌事
業年度から処理すること
としております。 
 

(4) 退職給付引当金 
  従業員の退職給付に備
えるため、当事業年度末
における退職給付債務及
び年金資産の見込額に基
づき計上しております。

  過去勤務債務について
は、その発生時の従業員
の平均残存勤務期間以内
の一定の年数（５年）に
よる按分額を処理するこ
ととしております。 

  数理計算上の差異は、
各事業年度の発生時にお
ける従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数
(５年)による定額法によ
り、それぞれ発生の翌事
業年度から処理すること
としております。 

（追加情報） 
確定拠出年金法の施行
に伴い、平成17年４月に
退職一時金制度の一部に
ついて確定拠出年金制度
へ移行し、「退職給付制
度間の移行等に関する会
計処理」（企業会計基準
適用指針第１号）を適用
しております。 
なお本移行に伴う影響
額は、特別利益として848
百万円計上されておりま
す。 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (5) 役員退職慰労引当金 
 役員の退職慰労金の支
給に備えるため、内規に
基づく中間会計期間末要
支給額を計上しておりま
す。 

(5) 役員退職慰労引当金 
――― 
 
 
 
 

（追加情報） 
 当社は従来、役員の退
職慰労金の支給に備える
ため、内規に基づく要支
給額を役員退職慰労金引
当金として計上しており
ましたが、平成18年６月
開催の定時株主総会にお
いて、役員退職慰労金制
度の廃止を決議しまし
た。 
 役員退職慰労金制度の
廃止に伴い、役員退職慰
労引当金598百万円を取
崩し、長期未払金に計上
しております。 

(5) 役員退職慰労引当金 
 役員の退職慰労金の支
給に備えるため、内規に
基づく期末要支給額を計
上しております。 

４ リース取引の処
理方法 

 リース物件の所有権が借
主に移転すると認められる
もの以外のファイナンス・
リース取引については、通
常の賃貸借取引に係る方法
に準じた会計処理によって
おります。 

   同左    同左 

５ ヘッジ会計の方
法 

(1) ヘッジ会計の方法 
  繰延ヘッジ処理を採用
しております。 

  なお、金利スワップに
ついては特例処理の要件
を満たしている場合は特
例処理を採用しておりま
す。 

(1) ヘッジ会計の方法 
   同左 

(1) ヘッジ会計の方法 
   同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対
象 
ヘッジ手段  ヘッジ対象

為替予約  外貨建債権

債務及び外

貨建予定取

引 

金利スワッ

プ 

 借入金 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対
象 

   同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対
象 

   同左 

 (3) ヘッジ方針 
  主として当社の内部規
定に基づき、為替変動リ
スク及び金利変動リスク
をヘッジしております。

(3) ヘッジ方針 
   同左 

(3) ヘッジ方針 
   同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (4) ヘッジ有効性 
  ヘッジ手段及びヘッジ
対象について、毎決算期
末(中間期末を含む)に、
個別取引毎のヘッジ効果
を検証しておりますが、
ヘッジ対象の資産または
負債とデリバティブ取引
について、元本・利率・
期間等の条件が同一の場
合は、ヘッジ効果が極め
て高いことから本検証を
省略しております。 

(4) ヘッジ有効性 
   同左 

(4) ヘッジ有効性 
ヘッジ手段及びヘッジ
対象について、毎決算期
末に、個別取引毎のヘッ
ジ効果を検証しておりま
すが、ヘッジ対象の資産
または負債とデリバティ
ブ取引について、元本・
利率・期間等の条件が同
一の場合は、ヘッジ効果
が極めて高いことから本
検証を省略しておりま
す。 

 (5) その他リスク管理方法
のうちヘッジ会計に係る
もの 

  ヘッジ手段の執行・管
理については、取引権限
及び取引限度等を定めた
社内ルールに従い、資金
担当部門が決済担当者の
承認を得て行っておりま
す。 

(5) その他リスク管理方法
のうちヘッジ会計に係る
もの 

   同左 

(5) その他リスク管理方法
のうちヘッジ会計に係る
もの 

   同左 

６ その他中間財務
諸表（財務諸表)
作成のための基
本となる重要な
事項 

 消費税等の会計処理 
  消費税及び地方消費税
の会計処理は、税抜方式
を採用しており、仮払消
費税等と仮受消費税等は
相殺のうえ、流動資産の
「その他」に含めて表示
しております。 

 消費税等の会計処理 
   同左 

 消費税等の会計処理 
  消費税及び地方消費税
の会計処理は、税抜方式
を採用しております。 

 



ファイル名:○単③110_a_0354600661812 更新日時:2006/11/15 10:56 印刷日時:06/11/15 13:30 

― 59 ― 

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 「固定資産の減損に係る会計基

準」（「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」（企業

会計審議会 平成14年８月９日））

及び「固定資産の減損に係る会計基

準の適用指針」（企業会計基準委員

会 平成15年10月31日 企業会計基

準適用指針第６号）を当中間会計期

間から適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――― 

 

――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成

17年12月９日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月９日）を

適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は、61,482百万円であります。

 なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

（役員賞与に関する会計基準） 

 当中間会計期間より「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準委

員会 企業会計基準第４号 平成17

年11月29日）を適用しております。

 これにより営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益は、それぞれ60

百万円減少しております。 

（固定資産の減損に係る会計基準）

 「固定資産の減損に係る会計基

準」(「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」(企業

会計審議会 平成14年８月９日))及

び「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」(企業会計基準委員会

平成15年10月31日 企業会計基準適

用指針第６号)を当事業年度から適

用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――― 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は37,295百万円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は34,981百万円であります。

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は34,206百万円であります。

 ２ 偶発債務 

  (1) 従業員の銀行借入金(住宅

資金)に対する保証債務 

60百万円 

 ２ 偶発債務 

  (1) 従業員の銀行借入金(住宅

資金)に対する保証債務 

50百万円

 ２ 偶発債務 

  (1) 従業員の銀行借入金(住宅

資金)に対する保証債務 

55百万円

  (2) 株式会社ダイフクユニック

スの銀行借入金に対する保証

予約 

450百万円 

  (2) 株式会社ダイフクユニック

スの銀行借入金に対する保証

予約 

300百万円

  (2) 株式会社ダイフクユニック

スの銀行借入金に対する保証

予約 

375百万円

  (3) 株式会社アイ・ケイ・エス

の銀行借入金に対する経営指

導念書差入れ 

125百万円 

  (3) 株式会社アイ・ケイ・エス

の銀行借入金に対する経営指

導念書差入れ 

117百万円

  (3) 株式会社アイ・ケイ・エス

の銀行借入金に対する経営指

導念書差入れ 

120百万円

  (4) DAIFUKU CARWASH-MACHINE 

KOREA INC.の銀行借入金に対

する保証予約 

163百万円 

  (4) DAIFUKU CARWASH-MACHINE 

KOREA INC.の銀行借入金に対

する保証予約 

124百万円

  (4) DAIFUKU CARWASH-MACHINE 

KOREA INC.の銀行借入金に対

する保証予約 

180百万円

  (5) CLEAN FACTOMATION,INC.の

銀行借入金に対する保証予約 

102百万円 

  (5) MIMATS CO.,LTD.の銀行借

入金に対する保証予約 

217百万円

  (5) CLEAN FACTOMATION,INC.の

銀行借入金に対する保証予約

34百万円

  (6) ATS CO.,LTD.の銀行借入金

に対する保証予約 

192百万円 

  (6) 大福洗車設備（上海）有限

公司の銀行借入金に対する保

証予約 

74百万円

  (6) MIMATS CO.,LTDの銀行借入

金に対する保証予約 

228百万円

  (7)MIMATS CO.,LTD.の銀行借入

金に対する保証予約 

 

125百万円 

  (7) 台灣大福高科技設備股份有

限公司の銀行借入金に対する

保証予約 

322百万円

  (7) 大福自動輸送機（天津）有

限公司の銀行借入金に対する

経営指導念書差入れ 

146百万円

   (8) 大福自動輸送機（広州）有

限公司の銀行借入金に対する

経営指導念書差入れ 

234百万円

――― ※３ 中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交

換日をもって決済処理をして

おります。なお、当中間会計

期間の末日は金融機関の休日

であったため、次の中間会計

期間末日満期手形が中間会計

期間末残高に含まれていま

す。 

    受取手形 

           100百万円

――― 



ファイル名:○単③110_a_0354600661812 更新日時:2006/11/15 10:56 印刷日時:06/11/15 13:30 

― 61 ― 

(中間損益計算書関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 減価償却実施額 

    有形固定資産 

688百万円 

    無形固定資産 

170 

※１ 減価償却実施額 

    有形固定資産 

827百万円

    無形固定資産 

155 

※１ 減価償却実施額 

    有形固定資産 

1,460百万円

    無形固定資産 

350 

※２ 営業外収益 

    その他の主なもの 

     受取配当金 

88百万円 

※２ 営業外収益 

    その他の主なもの 

     受取配当金 

90百万円

※２ 営業外収益 

    その他の主なもの 

     受取配当金 

300百万円

※３ 営業外費用 

    その他の主なもの 

     為替差損 

30百万円 

※３ 営業外費用 

    その他の主なもの 

     為替差損 

159百万円

※３ 営業外費用 

    その他の主なもの 

     為替差損 

61百万円

※４ 特別利益 

    主なもの 

   退職一時金制度一部終了益 

848百万円 

※４ 特別利益 

    主なもの 

   関係会社株式売却益 

83百万円

 

※４ 特別利益 

    主なもの 

   退職一時金制度一部終了益 

848百万円

   投資有価証券売却益 

390百万円

※５ 特別損失 

    主なもの 

   固定資産除却損 

24百万円 

 

※５ 特別損失 

    主なもの 

   固定資産除却損 

12百万円

 

 

※５ 特別損失 

    主なもの 

   固定資産除却損 

614百万円

   投資損失引当金繰入額 

262 

 

 



ファイル名:○単③110_a_0354600661812 更新日時:2006/11/15 10:56 印刷日時:06/11/15 13:30 

― 62 ― 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 400,683 15,163 1,749 414,097
 
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加15,163株 

  減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株主への単元未満株式の売渡しによる減少1,749株 
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(リース取引関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額 

 

１ リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び中間期末残高相当額 

 

１ リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当額

及び期末残高相当額 

 

 

 
機械及び
装置 
 

(百万円) 

工具・ 
器具・ 
備品 
(百万円) 

その他

(百万円) 

合計 

(百万円) 

取得 
価額 
相当額 

1,765 138 54 1,959 

減価 
償却 
累計額 
相当額 

543 135 29 708 

中間期 
末残高 
相当額 

1,222 2 25 1,250 

  取得価額相当額は、未経過リース料
中間期末残高が有形固定資産の中間期末

残高等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。 

 

 
機械及び
装置
 

(百万円)

工具・
器具・
備品
(百万円)

その他

(百万円)

合計

(百万円)

取得 
価額 
相当額

2,055 28 73 2,157

減価 
償却 
累計額
相当額

743 6 37 788

中間期
末残高
相当額

1,312 21 35 1,369

同左 

 

 
機械及び
装置 
 

(百万円) 

工具・ 
器具・ 
備品 
(百万円) 

その他

(百万円)

合計

(百万円)

取得 
価額 
相当額

1,761 161 60 1,983

減価 
償却 
累計額
相当額

640 137 38 816

期末 
残高 
相当額

1,121 24 21 1,167

  取得価額相当額は、未経過リース料
期末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等 

    未経過リース料中間期末残高相当額 

 

１年内   208百万円 

１年超 1,041 

合計 1,250 

  未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が有形

固定資産の中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算定

しております。 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等

    未経過リース料中間期末残高相当額

 

１年内   250百万円

１年超 1,118 

合計 1,369 

同左 

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

   未経過リース料期末残高相当額 

 

１年内   211百万円

１年超 955 

合計 1,167 

  未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しております。

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額および減損損

失 

   

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額および減損損

失 

   

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の

取崩額、減価償却費相当額および減損損

失 

    

 

 支払リース料 

                           118百万円 

   減価償却費相当額 

118 

 支払リース料 

                           119百万円 

   減価償却費相当額 

119 

 支払リース料 

                           223百万円 

   減価償却費相当額 

223 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零(残価保証のあるものについては、

当該残価保証額)とする定額法によって

おります。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内   232百万円 

１年超 116 

合計 349 

 

（減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はあ

りません。 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内   101百万円

１年超 ― 

合計 101 

 

（減損損失について） 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内  236百万円

１年超 ― 

合計 236 

 

（減損損失について） 

同左 

 



ファイル名:○単④110_b_0354600661812 更新日時:2006/11/15 10:56 印刷日時:06/11/15 13:31 

― 64 ― 

(有価証券関係) 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株

式で時価のあるものはありません。 

 

(１株当たり情報) 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 485円70銭

 

１株当たり純資産額 541円95銭

 

１株当たり純資産額 542円06銭

 

１株当たり中間純利益金額 39円20銭

 

１株当たり中間純利益金額 23円89銭

 

１株当たり当期純利益金額 59円18銭

 
 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式がないため記載しておりません。 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額

23円49銭

 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

59円03銭

 

 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当り中間(当期)純利益金額の算定上の基礎 

  は、以下のとおりであります 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり中間(当期)純利益金額  

中間(当期)純利益(百万円) 4,343 2,705 6,580

普通株主に帰属しない金額 
(百万円) 

― ― ―

(うち利益処分による役員賞与金 
(百万円)) 

― ― ―

普通株式に係る中間(当期) 
純利益(百万円) 

4,343 2,705 6,580

普通株式の期中平均株式数(千株) 110,805 113,262 111,201

  

潜在株式調整後１株当たり 
中間(当期)純利益金額(百万円) 

 

中間(当期)純利益調整額 ― ― ―

(うち支払利息 
(税額相当額控除後)(百万円)) 

― ― ―

普通株式増加数(千株) ― 1,933 275

(うち転換社債型新株予約権付 
社債(千株)) 

― (1,933) (275)
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２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日)

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日)

中間貸借対照表の純資産の部の合計額
(百万円) 

－ 61,379 －

普通株主に帰属しない金額(百万円) － － －

普通株式に係る純資産額(百万円) － 61,379 －

普通株式の発行済株式数(千株) － 113,670 －

普通株式の自己株式数(千株) － 414 －

１株当たり純資産の算定に用いられた 
普通株式の数(千株) 

－ 113,256 －

 

 (重要な後発事象) 

該当事項はありません。 



百万円 百万円 百万円

搬送システム 28,107 29,284 64,075

( 内 、 輸 出 ) （ 9,312 ） （ 9,901 ） （ 18,815 ）

保管システム 24,642 33,952 64,158

( 内 、 輸 出 ) （ 12,187 ） （ 15,688 ） （ 31,265 ）

物 流 機 器 5,695 4,582 10,743

( 内 、 輸 出 ) （ 20 ） （ 7 ） （ 31 ）

そ    の    他 5,516 6,059 11,903

(  内 、 輸   出  ) （ 199 ） （ 369 ） （ 379 ）

合          計 63,961 73,879 150,881

(  内、  輸   出  ) （ 21,720 ） （ 25,967 ） （ 50,492 ）

受 注 残 高

百万円 百万円 百万円 百万円

搬送システム 40,064 43,767 65,442 42,495

( 内 、 輸 出 ) （ 13,029 ） （ 14,413 ） （ 19,009 ） （ 11,885 ）

保管システム 41,130 40,761 78,033 62,110

( 内 、 輸 出 ) （ 15,837 ） （ 14,266 ） （ 39,391 ） （ 25,015 ）

物 流 機 器 5,619 5,633 9,988 2,866

( 内 、 輸 出 ) （ 16 ） （ 57 ） （ 27 ） （ 51 ）

そ    の    他 6,469 6,540 12,428 3,625

(  内 、 輸   出  ) （ 222 ） （ 400 ） （ 399 ） （ 148 ）

合          計 93,284 96,703 165,892 111,097

(  内、  輸   出  ) （ 29,106 ） （ 29,137 ） （ 58,827 ） （ 37,100 ）

製 品 別 売 上 高 比 較 表

受　　　　　　　　注　　　　　　　高

製   品   別   受   注   状   況

物

流

シ

ス

テ

ム

製   品

期   別

製   品

期   別 平成17年9月中間期
自　平成 17年4月 1日
至　平成 17年9月30日

平成18年9月中間期
自　平成 18年4月 1日
至　平成 18年9月30日

平成18年9月中間期
自　平成 18年4月 1日
至　平成 18年9月30日

平成17年9月中間期
自　平成 17年4月 1日
至　平成 17年9月30日

平成18年9月中間期

(平成18年9月30日 現在 )

平成18年3月期
自　平成 17年4月 1日
至　平成 18年3月31日

( )( )

( ) ( ) ( )

平成18年3月期
自　平成 17年4月 1日
至　平成 18年3月31日( )

物

流

シ

ス

テ

ム

 －66－


