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

売    上    高 営　業　利　益 経　常　利　益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年 9月中間期 105,506 22.1 8,626 △ 2.7 8,468 △ 2.6
17年 9月中間期 86,396 11.7 8,861 43.6 8,694 42.8
18年  3月期 198,810 16,517 16,165

１ 株 当 た り 中 間 潜在株式調整後１株当

( 当 期 ） 純 利 益 たり中間(当期）純利益

百万円 ％ 円　　銭 円　　銭

18年 9月中間期 5,463 △ 4.0 48.24 47.43
17年 9月中間期 5,689 78.8 51.35 -
18年  3月期 10,252 92.20 91.97
(注)①持分法投資損益    18年 9月中間期       -        百万円   17年 9月中間期       -        百万円   18年 3月期       -        百万円

     ②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

     ③会計処理の方法の変更　　 無    　

     ④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)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

18年 9月中間期 181,643 73,043 39.4 632 .28
17年 9月中間期 165,057 58,243 35.3 525 .75
18年  3月期 181,989 68,882 37.8 608 .12
(注) ①期末発行済株式数（連結）　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会計基準変更前の18年9月中間期の純資産は、71,707百万円（添付資料の31ページ参照）

(3)連結キャッシュ･フローの状況
営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物
キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期　 末 　残 　高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年 9月中間期 2,617 △ 3,816 △ 6,811 23,190
17年 9月中間期 △ 1,077 △ 1,667 △ 1,383 16,893
18年  3月期 4,800 △ 4,356 8,021 29,851

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項
    連結子会社数  39　社   持分法適用非連結子会社数　   -  　社   持分法適用関連会社数　   -  　社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況
    連結（新規） 5　社  （除外）  3　社   持分法（新規）   -  　社  （除外）　   -  　社

２. 19年 3月期の連結業績予想（ 平成 18年 4月 1日  ～  平成 19年 3月 31日 ）
　 売   上   高 経 常 利 益 当 期 純 利　益

百万円 百万円 百万円

通　　期 225,000 18,000 11,500
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 101円54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。

中間(当期）純利益
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１． 企  業  集  団  の  状  況 
 

当企業集団が営んでいる主な事業内容と、当該事業に係わる各社の位置づけは次のとおりであります。 

物流システム 
当社が製造販売するほか、商社及び販売代理店を通じて販売し、当社が製品の納入先現場における据付工事を
行っております。また、連結子会社である㈱コンテックの企業グループから製品に組み込まれる電子機器を購入
し、また、連結子会社である㈱九州ダイフクをはじめ連結子会社７社、関連会社１社へ物流機器の製造設計等を
委託しております。海外においては、連結子会社であるDAIFUKU AMERICA CORP.をはじめ連結子会社７社に製造委
託をしており、これらを含む連結子会社19社、非連結子会社１社、関連会社１社を通じて販売しております。 
電子機器 
 連結子会社である㈱コンテックの企業グループが製造し、当社及び㈱コンテックとその連結子会社６社、非連
結子会社１社が販売をしております。 
その他  
 当社及び連結子会社である㈱ダイフクユニックスをはじめ連結子会社３社が洗車機の販売を、㈱ダイフク
キュービカがボウリング設備の販売をしているほか、連結子会社である㈱ダイフクビジネスサービスをはじめ連
結子会社２社、関連会社１社に建物の維持管理業務等を委託しております。 

<事業系統図> 
               以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

 

 

顧         客 

物 流 シ ス テ ム 電子機器 そ の 他 

 子 会 社 

○ ㈱ダイフク・ロジスティック・テクノロジー 
○ DAIFUKU AMERICA CORP. 

○   AMERICAN CONVEYOR AND EQUIPMENT, INC. 

○ DAIFUKU CANADA INC. 

○ DAIFUKU MECHATRONICS (SINGAPORE) PTE. LTD. 

○ DAIFUKU-WIS TECHNOLOGIES PTE. LTD. 

○  DAIFUKU EUROPE LTD. 

○  DAIFUKU (MALAYSIA) SDN. BHD. 

○ 台灣大福物流科技股份有限公司 
○ DAIFUKU (THAILAND) LTD. 

○ ATS CO., LTD. 

○ MIMATS CO., LTD.  

○  CLEAN FACTOMATION, INC. 

○ 大福自動化物流設備（上海）有限公司 
○ 大福自動輸送機（天津）有限公司 
○ 大福自動輸送機（広州）有限公司 
○ P.T. DAIFUKU INDONESIA  
○ 台灣大福高科技設備股份有限公司 

○ 江蘇大福日新自動輸送機有限公司 

 DAIFUKU INDIA PRIVATE LTD.  

 関 連 会 社  

   APPLIED MATERIAL (INTERNATIONAL) CO., LTD. 

 子 会 社 

○ ㈱ダイフクユニックス 

○ ㈱ダイフクキュービカ 

○ DAIFUKU CARWASH-MACHINE KOREA INC. 

○大福洗車設備（上海）有限公司

 子 会 社 

○ ㈱日に新た館 

○ ㈱ダイフクビジネスサービス 

 関 連 会 社  

 ㈱ルネス研究所 

 子 会 社 

○ ㈱コンテック 

○ CONTEC MICROELECTRONICS U.S.A. INC. 

○ ㈱コンテック・イーエムエス 

○ 北京康泰克電子技術有限公司 

○ 上海康泰克電子技術有限公司 

○ 上海康泰克数字設備有限公司 

○ 台湾康泰克股份有限公司 

CONTEC MICROELECTRONICS EUROPE B.V. 

電 子 機 器

注）       工事、製作、製造委託の流れ 

         製品の流れ 

○      連結子会社  

 

当          社 

 子 会 社 

○ ㈱九州ダイフク 

○ ㈱エイ・ピー・エス 

○ ㈱ダイフク技術研究所 

○ ㈱ダイフクソフトウェア開発 

○ ㈱ダイフクフィールドエンジニア 

○ ㈱ダイフク・マニュファクチャリング・エキスパート

○ ㈱ダイフクビジネスクリエイト  

 関 連 会 社  

 ㈱アイ・ケイ・エス 
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２. 経 営 方 針 

 
１．経営の基本方針 

当社は、事業領域・市場・お客様の三つの視点から「広く国内外に、最適・最良の  
マテリアルハンドリングシステム・機器及び電子機器を提供し、産業界の発展に貢献す

る」ことを経営理念の第一の柱としております。さらに、株主・お取引先・社員などす

べてのステークホルダーから真に信頼され、より魅力のある企業になるために、「収益

性を重視した健全で成長性豊かな経営」を経営理念の第二の柱とし、世界的な大競争に

耐えられる、強い企業体質の構築を目指しております。 
 

２．利益配分に関する基本方針 
当社は、従来から安定配当（普通配当１０円）を堅持してまいりましたが、より株主

を重視した配当政策への転換が必要との観点から業績連動型の利益還元を視野に入れ

た配当政策へ転換することとしました。平成 1８年３月期は業績の好転を受けて、前期

から５円増配し１株当たり１８円とさせていただきました。 

また、会社法の施行に伴い、平成 18 年 6 月 29 日開催の当社株主総会において、「剰

余金の配当等を取締役会が決定する」旨ならびに「期末配当及び中間配当ができる」旨

の定款変更が決議されました。この結果、当期において中間配当を１０円、期末配当を   

１３円(創立７０周年記念配当２円を含む)とし、年間合計１株当たり２３円とさせてい

ただくことを予定しております。 

 
３．投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等 

当社は、株式投資単位の引下げにつきまして、投資家層の拡大や株式の流動性を高め

る有効な施策のひとつであると認識しております。市場・個人株主の動向、株券不発行

制度導入等も考慮し、引き続き検討してまいります。 

 

４．中長期的な経営戦略ならびに目標とする経営指標 
   当社はこのほど、2007 年 4 月をスタートとする新中期 3ヵ年経営計画「Jump up for  
   2010」（以下、新計画）を策定しました。「2010」は、新計画の最終年度である 2010 年  

 3 月期決算で売上高営業利益率 10％以上を目指すことの意味を込めています。 

 現在遂行中の中期経営計画、「Create & Challenge for the 70th Anniversary」（創

立 70 周年に向けて創造し、挑戦し続ける）は、内外の活発な設備投資環境にも恵まれて、

順調に推移しています。このため、新計画では、次のステップとしてマテリアルハンド

リング業界において、名実共に「世界一」の座を不動にすることが「Jump up for 2010」

の狙いでもあります。 

現中期経営計画では、①収益力の強化、②財務基盤の強化、③キャッシュフロー重視

を柱に、攻めの経営を行ってまいりました。あわせて、収益力強化のためのプロジェク

ト管理の徹底などのノウハウが蓄積され、収益体質の事業運営が定着しました。この結

果、営業利益率８％台、ROE（株主資本利益率）は 15%台、D/E Ratio も 0.5 倍以下の水
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準を達成するなど、健全な財務基盤も構築しました。これをベースに国内外の設備投資、

研究開発にも積極的に取り組み、受注高 2,500 億円に到達しても十分賄える生産能力、

生産スペースを確保することもできました。 

新計画では、現中期経営計画のこれらの成果を基に、今後さらなる持続的成長を目指

すものであります。その主な指標は、 

・ 海外売上高比率 50％以上 

・ 営 業 利 益 率 10％以上     であります｡ 

  

 ■グローバル展開で海外売上高比率５０％以上 

 国内では成熟した事業環境を基盤に、リニューアルやサービス事業をさらに強固なも

のにする一方、引続き成長路線を歩むためには、海外売上高比率を一層高めることがカ

ギになります。特に経済成長が著しい中国を中心とする BRICｓ市場とアジア各国市場の

さらなる開拓が重要と考えています。 

このためには、世界最適地調達・最適地生産に取り組み、現地法人や海外工場の充実

に努めてまいります。当中間期の海外売上高比率は 46.1％になりましたが、これを 50％

以上にすることを目標とします。 

世界的視野で見れば、当社の主要顧客であります日系を中心とする自動車メーカーは

中国を中心とする BRICｓに加えて、ベトナムやインドネシアなどの“Next11”へも拡大

していくことが見込まれます。また、液晶・半導体メーカーも、日本・欧米・韓国・台

湾に次いで、中国でも生産拠点を建設していくと見ています。 

新計画では、中国にも一般製造業・配送センター向けの事業や、液晶・半導体メーカ

ー向けの事業のための生産拠点を新設することも視野に入ってまいります。また、自動

車メーカー向けに現地法人や支店をBRICｓ、Next11を中心に拡充していきます。さらに、

欧米では日本からの製品に加え、現地調達力を高めることにより、市場を開拓していき

ます。 

 

 ■営業利益率１０％以上達成のための施策 

  中期経営計画で推進してまいりました施策である、 

    ①受注拡大による操業度アップ 

    ②大型システム案件を重点にプロジェクトマネージャー制による徹底したコスト管理 

    ③世界最適地生産および海外調達比率のアップによる変動費削減 

    ④ＩＴを駆使した新生産管理システム活用によるコスト改善 

    ⑤現地法人との緊密な連携 

 を引続き推進するとともに、新計画ではさらに、 

   ⑥豊富な納入実績を基盤に、リニューアルとサービス事業拡大に一層注力すること 

   ⑦主力商品の周辺領域での新商品の開発や機種の多角化を推進すること 

   ⑧比較的手薄だった業界分野、マーケティングが不十分であった顧客層への浸透などを 

   図ること 

 ⑨顧客の強いニーズである短納期化、コストダウン要求、環境対応、少子高齢化対策な 

   どに積極的に取り組むこと 
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    ⑩世代交代が加速度的に進む中で、人材の育成を強力に推進すること 

を施策として推進してまいります。 

 

■内部統制システムの確立 

物流は、産業・貿易の要であり、地震などの災害時にこそ機能発揮が要求される社会

インフラです。そうした施設の円滑な建設、維持を阻害する様々なリスクに迅速に対応

することは当社にとって最も重要な社会貢献と考え、新計画「Jump up for 2010」では、

内部統制システムの早期確立を図り、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図っ

てまいります。 

また、各現地法人での ISO9001,14001 認証取得、世界技能コンクールの開催、ものづ

くり教育訓練機関 D-MAND 推進センターの拡充強化等を実現してまいります。 

 

５．親会社等に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

６．その他、会社の経営上の重要な事項 

 該当事項はありません。 

 

３.経営成績及び財政状態 

 

１．当期の概況 

（１）経営成績  

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原材料や原油価格の高止まりが懸念され

ながらも、戦後最長の「いざなぎ景気」を超える息の長い景気拡大局面で推移しました。 

好調な企業業績に支えられ設備投資も増加傾向を維持しました。 

 海外においては、北米経済は住宅投資の減速傾向が見られるものの、GDP は堅調に推

移しました。欧州経済もユーロ圏で活気が出ており、企業部門では明るさが見られます。

アジア諸国の経済は、世界第４位の GDP を持つに至った中国を中心に高成長を引続き維

持し、わが国経済の成長に好影響をもたらしました。 

このような情勢のなかで、当社を取り巻く事業環境も国内外で活発な設備投資が続き

当中間連結会計期間の受注高は期初計画数字を大きく上回り、1,355 億 65 百万円（前年

同期比 12.2％増）となりました。特に、物流システム部門が順調に推移し、国内の運

輸・倉庫・食品卸業界や食品・飲料・医薬品・IT 関連製造業向けの物流センタ－・配送

センター建設需要により、大型自動倉庫を中心とする搬送・保管・仕分け・ピッキング

システム事業が順調に推移いたしました。また、国内および北米・アジア地域における

自動車生産ラインの搬送システムも堅調に推移するとともに、国内およびアジア地域に

おけるエレクトロニクス業界向けクリーンルーム内の搬送・保管システム事業において

も引続き堅調に推移いたしました。この結果、当中間期受注高は、昨年に記録した過去
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最高実績を再更新いたしました。この高水準の受注により、下期から来期にかけての更

なる業績向上に期待をつなぐことができました。 

 売上高は、同じく物流システム部門が好調に推移したことにより、1,055 億 6 百万円

（前年同期比 22.1％増）と、受注高同様に過去最高の実績を計上することができまし

た。 

利益につきましては、営業利益で 86 億 26 百万円（前年同期比 2.7％減）、経常利益は

84 億 68 百万円（前年同期比 2.6％減）、中間純利益は 54 億 63 百万円（前年同期比 4.0％

減）を計上いたしました。第一四半期に一過性ながら自然災害の影響等による追加コス

トが発生し、売上原価を押し上げたこともあり、営業利益率が対前年同期を下回ったこ

とに加え、前年同期は退職給付制度一部終了益計上（8億 65 百万円）という特殊要因が

ありましたが、当中間連結会計期間はこの特殊要因がなくなったため、前年同期比では

微減となりました。 

 

          平成 18 年 9 月期 実績                   

連 結 受 注 高            1,355 億 65 百万円（前年同期比 12.2％増）  

連 結 売 上 高            1,055 億 6 百万円（前年同期比 22.1％増）  

連結営業利益               86 億 26 百万円（前年同期比  2.7％減）  

連結経常利益               84 億 68 百万円（前年同期比  2.6％減）  

連結中間純利益        54 億 63 百万円（前年同期比  4.0％減）  

 

（２）事業別業績の概況 

   部門別の概況は次のとおりであります。                   (金額単位：百万円) 

受 注 高 売 上 高 営業利益 

部 門 
金 額 

対前年同期

増 減 率
金 額 

対前年同期

増 減 率 
金 額 

対前年同期

増 減 率

物流システム部門 123,323 13.6% 93,876 25.4% 11,138 5.4%

電 子 機 器 部 門 6,350 △6.6% 5,695 △6.6% 598 11.0%

そ の 他 部 門 5,890 8.9% 5,934 9.6% 467 17.9%

消 去 又 は 全 社 - - - - △3,578 35.7%

合 計 135,565 12.2% 105,506 22.1% 8,626 △2.7%

（注）「消去又は全社」は、親会社の総務・人事部門、財務部門、企画調整部門に係る 

   費用であります。 

 

①物流システム部門 

受注高は、当初計画を大きく上回りました。売上高も、同じく国内を中心とした物流

センターや一般製造業向け立体自動倉庫・仕分システム等を主要製品とする搬送・保管

システム事業に加え、国内および北米・アジア地域における自動車生産ラインの搬送シ

ステム、エレクトロニクス業界向けの搬送・保管システム事業も堅調に推移したため過

去最高の実績となりました。 
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②電子機器部門 

堅調な設備投資に支えられ、インダストリアル・オートメーション系のボード類の

売上が好調に推移し、それに加えて各種端末装置組み込みコンピュータ分野での官公

庁向けの金融端末用のボードコンピュータ、流通業界向けの POS 端末用組み込み無
線 LAN製品と相次いで大口顧客の獲得に成功しました。 

 
③その他部門 

主要製品の洗車機は、全国各地で増え続けているセルフ式ガソリンスタンド向けのロ

ーラコンベヤ式連続洗車機を、より高い洗浄性、より早い洗車時間と安全性をコンセプ

トに、７年ぶりにフルモデルチェンジし発売を開始しました。大手ディーラーを中心に

順調に商量を伸ばしています。また海外の強化を図り、韓国では現地法人による販売が

軌道に乗り、シェアを広げています。中国でも上海の現地生産工場を立ち上げ、中国市

場の開拓をスタート致しました。 
 

（３）財政状態  

  当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前中間連結会計期間末に比

べ 62 億 97 百万円増加し、231 億 90 百万円（前年同期は 168 億 93 百万円）となりま

した。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動におきましては、26 億 17 百万円の収入超過（前年同期は 10 億 77 百万円

の支出超過）となりました。これは主に受注量拡大による棚卸資産の増加による支出

増もありましたが、売上債権の回収が進んだことならびに仕入債務が増加したことに

よる収入増です。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動におきましては、38 億 16 百万円の支出超過（前年同期は 16 億 67 百万円

の支出超過）となりました。これは主に国内外での新工場建設に伴う固定資産の増加

による支出 38 億 95 百万円によるものです。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動におきましては、68 億 11 百万円の支出超過（前年同期は 13 億 83 百万円

の支出超過）となりました。これは主に長期借入金の返済 48 億 42 百万円と、配当金

の支払いによる支出 20 億 32 百万円によるものです。 
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なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記の通りであります。 

 平成 15 年３月期 平成 16 年３月期 平成 17 年３月 平成 18 年３月 平成 18 年９月 

自己資本比率 37.6％ 37.8％ 36.2％ 37.8％ 39.4％

時価ベースの自己 

資本比率 
32.7％ 50.0％ 59.7％ 120.3％ 92.8％

債務償還年数 2.8 年 5.4 年 2.6 年 7.1 年 －

インタレスト・ 

カバレッジ・レシオ 
14.0 7.0 14.3 8.1 －

 

 自己資本比率          ：（純資産－少数株主持分）／総資産 

 時価ベースの自己資本比率    ：株式時価総額／総資産 

 債務償還年数          ：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

  ※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

  ※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

  ※キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は連結貸借対照表

に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。なお、利払

いのない転換社債型新株予約権付社債も有利子負債に含めて計算しております。また利払いにつ

いては連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 

（４）設備投資の状況 

①物流システム部門 

当社小牧事業所の自動倉庫システム工場及び工作工場の滋賀事業所への移転に伴

い、工場建屋の建設を行った他、既存工場のクリーンルーム化、海外工場の建設、

生産設備維持更新、生産管理システム等を中心に 28 億 58 百万円の設備投資を実施

しました。 

②電子機器部門 

生産設備維持更新等で、2億 29 百万円の設備投資を実施しました。 

③その他部門 

生産設備維持更新ならびに社員寮の増築等で、7 億 38 百万円の設備投資を実施し

ました。 

上記各部門を含む設備投資総額は 38 億 27 百万円で、資金は、前期末に実施した自

己株式の処分及び第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行による資金調達

ならびに自己資金で賄いました。 

 

（５）その他報告事項 

前期より実施してきた設備投資による新工場が次々に竣工し、「国内外 2,500 億円

生産体制」が整いつつあります。 

① 滋賀事業所（滋賀県蒲生郡日野町）への工場集約を終え、11 の工場棟が建ち並ぶ、

世界最大級のマテリアルハンドリングシステム・機器の生産拠点が完成しました。

小牧事業所（愛知県小牧市）から自動倉庫や無人搬送車の生産工場および工作工場

を移転していたもので、新工場建設と平行して、最新の大型工作機械の導入、一部

既存工場のクリーンルーム化を行っています。これにより、1970 年に用地を取得し

て以来の夢でありました、緑と豊かな自然に恵まれた環境に結集して人間性豊かな
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ものづくりを行う「インダストリアルパーク」構想が実現しました。今後、滋賀事

業所はコアコンポーネントの開発・生産を行う一方、品質管理や生産技術に磨きを

かけ、研修や技能コンクールを通して海外工場との連携を深め、ダイフクグループ

のマザー工場としての役割を果たしていきます。 

 

② 全額出資の現地法人「台灣大福高科技設備股份有限公司」が、台湾南部のサイエン

スパーク「南部科学工業園区」で、今年３月から生産を開始いたしました。その後

主に液晶メ－カ－からの計画を上回る需要増により、新たにクリーンルーム仕様の

組立工場を増設、来年初めの稼動に向け工事中です。 

 

③中国江蘇省常熟市の合弁企業「江蘇大福日新自動輸送機有限公司」が、今年 1月よ

り自動車生産ライン向け搬送機器を現地で製造しています。８月には本社事務棟の

建設、工場のリニューアル工事を終え、９月には竣工式を開催しました。 

 当社は既に自動車生産ライン向け搬送機器の営業・サービス販売拠点として、中国

に全額出資の現地法人を２社設立していますがこれらの 2現法の傘下に、今年 5月

には広州南沙地区に出張所を開設したことにより、中国に８カ所（天津地区２カ所、

広州地区２カ所、北京、福州、重慶、武漢）の営業・サービス拠点を確立しました。

これらの拠点が生産拠点である江蘇大福日新自動輸送機と連携し、華北・華中・華

東・華南各地域への密着体制をますます強固なものとしていきます。また、近い将

来に世界第２位の自動車生産国になると予測されていることなどを踏まえ、中国で

の洗車機の開発・生産拠点として「大福洗車設備（上海）有限公司」が 8月にスタ

ートしました。 

 

④自動車生産ライン向け事業では、タイ現地法人でも昨年 7月の新工場増設に続き、

さらに工場拡張を行うとともに韓国現地法人も工場の増改築を行い、グローバル生

産体制を着々と強化しております。また、インドのニューデリーで、販売や工事、

アフターサービスを行う現地法人「Daifuku India Private Limited」が営業を開始、

5月には開業式を開催しました。引き続き、成長著しいＢＲＩＣｓの一角、ロシア

に支店を 12 月に開設する予定です。 

 

 

２．通期の見通しと会社の対処すべき課題 

今後、当社が対処すべき課題は、原材料価格の上昇圧力や地政学的リスク増大等によ

る世界及び国内経済への影響を十分配慮しつつ、グローバル規模での競争に打ち勝つた

め、なお一層のコストダウンと世界市場の開拓による商量拡大、営業・生産拠点の拡充、

内部統制の強化を図ることです。 

生産面では、前期から今期にかけて整備してきた内外の生産体制をフルに活用してい

きます。量的には受注高 2,500 億円でも可能な生産能力、生産スペースを確保致しまし

たが、「物づくり」の質を決める技能継承と人材育成のため、教育センターの内容充実

を図り、その一環として技能コンクール世界大会を滋賀事業所で11月に開催しました。 
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また、事業活動のすべての面で「Ｓ.Ｑ.Ｃ.Ｄ.Ｅ.」（安全、品質、コスト、納期、環

境）の一層の徹底を図るため、品質と環境のＩＳＯ認証取得を北米、中国、タイで進め

ています。滋賀事業所では今期より労働安全衛生マネジメントシステムの運用を開始、

さらに全社的な品質・環境・安全の統合マネジメントシステムへ発展させていく予定で

す。 

 会社法の施行に伴い、コンプライアンス、リスクマネジメント、財務の健全性・正確

性、情報の適時開示など内部統制システム整備のため、専門の部署を設け、全社共通の

基準の文書化、モニタリング・評価・改善を行う体制の構築を図っています。世界各地

で工事プロジェクトが進むなか、経営トップへの迅速な情報伝達をはじめとする管理体

制を強化していきます。 

  

 

   平成 19 年 3 月期の連結通期業績予想    平成 19 年 3 月期の個別通期業績予想      

受  注  高   2,270 億円（前期比  2.7％増）   1,640 億円（前期比   1.1％減）   

売  上  高   2,250 億円（前期比 13.2％増）   1,650 億円（前期比   6.4％増）   

営 業 利 益    185 億円（前期比 12.0％増）     127 億円（前期比   8.1％増）   

経 常 利 益    180 億円（前期比  11.3％増）     123 億円（前期比   7.1％増）   

当期純利益    115 億円（前期比  12.2％増）      78 億円（前期比  18.5％増）   

 

上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、国内外の

経済・競合状況、各種リスク要因等の様々な不確定要素により、実際の業績は記載の見

通しとは異なる可能性もあります。 

 
 

３．事業等のリスク 

(1) 海外事業展開 

当社グループは、国内はもとより、北米、アジア地域をはじめとして、グローバル

に事業を展開しており、これらの海外市場への事業進出には、以下に掲げるような

海外事業展開に共通のリスクがあります。 

① 各国政府の予期しない法律または規制の変更 

② 社会・政治及び経済状況の変化または治安の悪化 

③ 輸送の遅延、電力等のインフラの障害 

④ 為替制限、為替変動 

⑤ 各種税制の不利な変更 

⑥ 移転価格税制による課税 

⑦ 保護貿易諸規制の発動 

⑧ 異なる商習慣による取引先の信用リスク等 

⑨ 異なる雇用制度、社会保険制度 

⑩ 労働環境の変化や人材の採用と確保の難しさ 

⑪ 疾病の発生 

また、海外売上高比率は、平成 17 年 3 月期 38.6％、平成 18 年 3 月期 41.6％、平
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成 18 年 9 月期 46.1％と顧客の納入現場の海外シフトにより、今後も海外事業のウェ

イトは高くなることを想定しております。海外売上高の増加に付随して、海外での

据付現場、生産現場における現地国情の相違等により、安全、品質、調達、納期、

コスト等に万全を期しておりますものの国内に比してリスクは高いと認識しており

ます。 

  
(2) 半導体・液晶関連市場及び自動車関連市場の影響について 

当社グループは半導体・液晶関連市場及び自動車関連市場向けの事業を行っており、

当社の業績は両市場の設備投資動向の影響を受けます。特に、当社グループのコア

事業の１つである半導体・液晶関連市場に対する売上で、日本・北米・韓国・台湾

における搬送・保管システムの需要が特定の取引先で大幅に伸張しております。こ

れらの取引先は、いずれも業界では最上位群に位置し、将来を見据えた設備投資に

も積極的で力強く成長している企業ではありますが、半導体・液晶市場の需要動向

が激変すれば、一時的に設備投資の中止・延期によって、当社グループの業績に影

響を及ぼす可能性があります。 

  
 (3) 原材料の価格上昇 
世界的な景気回復と中国における需要急増を受け、鉄、原油等の値上げや生産量

不足が顕著になってきているなか、当社グループの製品に使用する原材料費も上昇

傾向にあり、材料及び部品の価格高騰や供給不安が懸念されます。 

当社グループでは、徹底したコスト管理などを通じてコストダウンに努めると同

時に原材料費上昇分の製品価格への転嫁に努めておりますが、コストアップを吸収

しきれなければ、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  
(4) 価格競争 

当社グループの収益基盤である物流システム事業をはじめ、その他事業において

も競争は厳しいものとなっています。当社グループの製品は、技術的・品質的・コ

スト的に他社の追随を許さない高付加価値な製品であると考えていますが、激化す

る価格競争の環境次第で収益が圧迫される可能性があります。 

  
(5) 製品の品質問題 

当社グループでは国内外を問わず生産する全ての商品について、万全の品質管理

に努めています。 

また、予期せぬ品質クレームに備え賠償保険に加入していますが、当該保険は無

制限、無条件に当社グループの賠償責任を担保するものではなく、重大な品質クレ

ームが仮に発生した場合には当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 (6) 知的財産権 
当社グループでは、国内外の特許権をはじめとする知的財産権を事業の競争力維

持の為に重要と考えております。 
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一方、知的財産権の重要性が増すに従い、以下のケースが発生した場合、当社グ

ループの業績に影響を及ぼす可能性を完全に排除できるものではありません。 

① 事業展開のためには、第三者の知的財産権につき実施許諾を得る必要があり、

ロイヤルティの支払いが生じる場合、又は実施許諾が得られない場合。 

② 第三者により知的財産権侵害の主張をされる場合。 

③ 特定の国または地域において、法的実効性が必ずしも十分でないため、不正競

争品を効果的に排除できない場合。 

 

(7) 新製品・新技術開発に関するリスク  

当社グループの新製品開発活動は収益拡大のための重要な課題でありますが、当

社グループの製品に対する市場からの開発ニーズはその多様性を増し、ニーズの変

化速度も以前に増して早くなってきております。 

新製品開発は製品が市場から評価され、販売されてはじめて収益に寄与いたしま

すが、新製品開発には以下にあげるものをはじめ様々なリスクが存在しており、こ

れらのリスクが回避できない場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

① 当社グループが開発した新製品または新技術に対する市場からの支持を正確

に予測できるとは限らず、これらの製品が市場に受け入れられない可能性がな

いとはいえません。 

② 競合他社の製品開発のスピードが仮に当社グループを上回った場合、その製品

のシェアが低下する可能性があります。 

③ 新たに開発した製品または技術が、当社グループ独自の知的財産権として保護

されない可能性があります。 

④ 競合他社の開発品または技術が、他社の知的財産権として保護され、当社の新

製品開発を阻害する可能性があります。 

⑤ 新たに開発した製品を代替する他社の新技術製品が出現する可能性がありま

す。 

  
(8) 重大な生産トラブル 

当社グループでは国内外を問わず全ての工場の設備の予防保全に努めるとともに、

設備の安全審査、保安管理体制等の強化を図っています。また、生産トラブルに関

しては、設備の損傷のための保険に加入していますが、万一重大な生産トラブルが

発生した場合には当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 (9) 災害・戦争・テロ・ストライキ等の影響 
当社グループ及び当社グループ取引先の事業拠点が地震、洪水、火災等の災害や

テロ攻撃または政治情勢の変化に伴う社会的混乱により物的・人的被害を受けた場

合、当社グループの生産・販売活動に影響が及ぶ可能性があります。 

危機管理は重要な経営課題の１つであり、組織した危機管理センターを中心に今
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後とも万全を期してまいりますが完全にリスクを回避することは困難であります。 

 

  
(10) コンプライアンス 

当社グループでは、法令遵守の徹底を目的に企業行動規範を制定し最も重要と思われ

る以下の 16 項目について法令遵守のための行動指針を定め、イントラネット等に掲示す

るとともに、配布、教育等を通じ役員・従業員に周知徹底し、リスクの軽減を図ってお

ります。 

① 最適・最良の製品サービスの提供と安全性のための方針 

② 公正な取引と自由な競争のための方針  

独占禁止法・不正競争防止法・輸出関連法規の遵守等 

③ 協力会社との取引方針 

下請代金支払遅延等防止法の遵守等 

④ 贈答・接待に関する方針 

⑤ 企業情報の開示 

⑥ インサイダー取引の禁止 

⑦ 人権・個人情報保護に関する方針 

⑧ 安全・衛生に関する方針 

⑨ 人事処遇の方針 

⑩ 環境保全 

⑪ 地域社会との関係 

⑫ 政治献金等の取り扱い 

⑬ 反社会的勢力・団体との関係 

⑭ 会社資産の保護 

⑮ 情報の管理 

⑯ 知的財産権の保護 

  
 (11) 情報管理 
当社グループでは、事業遂行に関連し多くの重要情報や個人情報を入手すること

があります。これらの情報の外部への流出防止・目的以外への流用等が起こらない

よう情報セキュリティ委員会を組織し、情報セキュリティ基本方針や情報セキュリ

ティマネジメント規定等を定め、周知徹底及び運用を図っておりますが、予期せぬ

事態により流出する可能性がまったくないとは言えません。 

  
(12) 環境問題  

当社グループは、環境保全活動を重要な経営方針の１つとして掲げ、環境マネジ

メントシステムの充実を図っており、これまで重大な環境問題を生じさせたことは

ありません。しかし、将来において環境問題がまったく生じないとの保証は無く、

何らかの環境問題が発生した場合、当社グループの事業展開に影響を及ぼす可能性
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があります。 

 

(13) 人材確保 

当社グループが競争力を維持するためには、技術または技能に関する優秀な人材

を確保・採用することが必要であると考えております。当面は国内における定年退

職者の急増が予定されていますが、これらの人材を事業に活用するとともに後継者

育成をも目的とした子会社を設立し、人材の有効活用と育成を積極的に進めており

ます。しかし、有能な人材確保における競争は高まっており、当社グループがその

ような人材を充分に確保し育成できない場合には、技能の継承にも支障をきたし、

当社グループの事業に影響を及ぼす可能性があります。 

  
(14) 労使関係 

当社グループでは安定した労使関係の構築に努めております。国内グループ会社

におきましては労使協議会を定期的に開催し、職場環境、労働条件の改善について

協議しており、労使関係の悪化による事業リスクはないと考えております。しかし、

事業の拡大を進めております海外の国または地域においては、労使慣行の相違が存

在し、また法環境の変化、経済環境の変化、社会環境の変化など予期せぬ事象を起

因とした労使関係の悪化、労働争議の可能性があり、その場合には一部の子会社に

おいて事業の遂行に制約が生じる可能性があります。 

  
 (15) 取引先の信用リスク 

当社グループの販売は自動車業界やエレクトロニクス業界をはじめとする大手の

極めて安定した取引先向けの比率が高く、売掛債権等にかかる回収リスクは軽微で

あると認識しております。また、貸倒れが懸念される債権につきましては、回収可

能性を勘案して引当金を計上しております。 

しかしながら、予測していない不良債権や貸倒れが発生するリスクは一般的に存

在しております。景気後退やグローバル規模での競争激化の影響を受け、国内外を

問わず潜在的に資本力が将来脆弱化していく取引先がないという保証はありません。 

  
(16) 合弁事業 

当社グループは、いくつかの国において、各国の法律上及びその他の要件により

合弁で事業を行っております。これらの合弁事業は、合弁先の経営方針、経営環境

の変化により影響を受けることがあります。 
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  中間連結財務諸表等 

  中間連結財務諸表 

① 中間連結貸借対照表 

 

  
前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

(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  16,899 23,202   29,860

２ 受取手形及び売掛金 ※４ 47,342 45,246   52,634

３ 棚卸資産  50,457 57,510   45,886

４ 繰延税金資産  2,721 3,457   3,223

５ その他  6,466 6,759   5,725

貸倒引当金  △282 △321   △352

流動資産合計  123,606 74.9 135,854 74.8  136,977 75.2

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物及び構築物 ※３ 13,202 16,859  14,317 

(2) 機械装置及び運搬具  2,091 3,349  2,342 

(3) 工具器具及び備品  1,109 1,331  1,268 

(4) 土地 ※３ 7,971 8,121  8,091 

(5) 建設仮勘定  290 913  1,070 

(6) その他  47 24,713 15.0 90 30,667 16.8 73 27,162 14.9

２ 無形固定資産    

(1) 営業権  25 ―  284 

(2) 連結調整勘定  1,029 ―  991 

(3) のれん  ― 1,214  ― 

(4) その他 ※３ 1,688 2,743 1.6 1,819 3,033 1.7 1,729 3,005 1.7

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  6,771 5,537  7,261 

(2) 長期貸付金  483 459  473 

(3) 繰延税金資産  4,793 4,156  4,364 

(4) その他  2,320 2,310  3,112 

貸倒引当金  △374 13,994 8.5 △377 12,087 6.7 △366 14,844 8.2

固定資産合計  41,451 25.1 45,789 25.2  45,012 24.8

資産合計  165,057 100.0 181,643 100.0  181,989 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

(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 支払手形及び買掛金  33,446 40,742   34,405

２ 短期借入金 ※３ 11,575 4,006   13,702

３ 未払法人税等  3,254 2,815   3,468

４ 前受金  19,168 16,526   18,156

５ 役員賞与引当金  ― 62   ―

６ その他  13,173 13,297   14,995

流動負債合計  80,618 48.8 77,450 42.7  84,728 46.6

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 ※３ 10,744 13,257   8,153

４ 長期未払金  2,533 2,421   2,516

５ 退職給付引当金  4,435 3,234   3,937

６ 役員退職慰労引当金  566 ―   622

７ その他  100 235   227

固定負債合計  25,381 15.4 31,150 17.1  27,457 15.1

負債合計  105,999 64.2 108,600 59.8  112,186 61.7

(少数株主持分)    

  少数株主持分  814 0.5 ― ―  921 0.5

(資本の部)    

Ⅰ 資本金  8,023 4.9 ― ―  8,023 4.4

Ⅱ 資本剰余金  5,013 3.0 ― ―  9,022 5.0

Ⅲ 利益剰余金  44,831 27.2 ― ―  49,394 27.1

Ⅳ その他有価証券評価差額金  1,072 0.6 ― ―  1,521 0.8

Ⅴ 為替換算調整勘定  455 0.3 ― ―  1,092 0.6

Ⅵ 自己株式  △1,152 △0.7 ― ―  △172 △0.1

資本合計  58,243 35.3 ― ―  68,882 37.8

負債、少数株主持分 

及び資本合計 
 165,057 100.0 ― ―  181,989 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

(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 4.4  ― ―

２ 資本剰余金  ― ― 9,025 5.0  ― ―

３ 利益剰余金  ― ― 52,791 29.0  ― ―

４ 自己株式  ― ― △197 △0.1  ― ―

株主資本合計  ― ― 69,641 38.3  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評価差額金  ― ― 942 0.5  ― ―

２ 繰延ヘッジ損益  ― ― △96 △0.0  ― ―

３ 為替換算調整勘定  ― ― 1,123 0.6  ― ―

評価・換算差額等合計  ― ― 1,968 1.1  ― ―

Ⅲ 少数株主持分  ― ― 1,432 0.8  ― ―

純資産合計  ― ― 73,043 40.2  ― ―

負債及び純資産合計  ― ― 181,643 100.0  ― ―
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② 中間連結損益計算書 

 

  

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

(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  86,396 100.0 105,506 100.0  198,810 100.0

Ⅱ 売上原価  66,359 76.8 83,791 79.4  159,311 80.1

売上総利益  20,037 23.2 21,714 20.6  39,499 19.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 販売費 ※１ 6,266 6,768  13,047 

２ 一般管理費 ※１ 4,909 11,175 12.9 6,320 13,088 12.4 9,934 22,981 11.6

営業利益  8,861 10.3 8,626 8.2  16,517 8.3

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  68 84  190 

２ 受取配当金  48 56  58 

３ その他  123 240 0.3 152 293 0.2 245 494 0.2

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  293 216  584 

２ 為替差損  15 10  13 

３ その他  98 407 0.5 224 450 0.4 248 846 0.4

経常利益  8,694 10.1 8,468 8.0  16,165 8.1

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益  23 0  26 

２ 退職一時金制度一部終了益  865 ―  865 

３ その他  16 905 1.0 26 26 0.0 416 1,308 0.7

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除売却損  25 22  630 

２ その他  10 36 0.0 43 66 0.0 102 733 0.4

税金等調整前中間(当期) 

純利益 
 9,564 11.1 8,428 8.0  16,740 8.4

法人税、住民税 

及び事業税 
 2,969 2,489  5,711 

法人税等調整額  759 3,728 4.3 328 2,818 2.7 478 6,189 3.1

少数株主利益  145 0.2 146 0.1  298 0.1

中間(当期)純利益  5,689 6.6 5,463 5.2  10,252 5.2
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③ 中間連結剰余金計算書 

 

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(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) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  5,011  5,011

Ⅱ 資本剰余金増加高   

自己株式処分差益  1 1 4,011 4,011

Ⅲ 資本剰余金中間期末 
(期末)残高 

 5,013  9,022

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  41,087  41,087

Ⅱ 利益剰余金増加高   

 中間(当期)純利益  5,689 5,689 10,252 10,252

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１ 配当金  1,440 1,440 

２ 役員賞与  127 127 

３ 連結子会社増加に伴う 
  減少高 

 378 1,946 378 1,946

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
(期末)残高 

 44,831  49,394
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④ 中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間(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 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高 8,023 9,022 49,394 △172 66,267

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 △2,038  △2,038

 中間純利益 5,463  5,463

 役員賞与 △5  △5

 自己株式の取得 △26 △26

 自己株式の処分 2 0 2

 連結子会社増加に伴う変動額 △22  △22

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) 

 ―

中間連結会計期間中の変動額合計 ― 2 3,397 △25 3,374

平成18年９月30日残高 8,023 9,025 52,791 △197 69,641

 

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 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 

純資産合計 

平成18年３月31日残高 1,521 ― 1,092 2,614 921 69,803

中間連結会計期間中の変動額   

 剰余金の配当   △2,038

 中間純利益   5,463

 役員賞与   △5

 自己株式の取得   △26

 自己株式の処分   2

 連結子会社増加に伴う変動額   △22

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) 

△579 △96 30 △645 511 △134

中間連結会計期間中の変動額合計 △579 △96 30 △645 511 3,239

平成18年９月30日残高 942 △96 1,123 1,968 1,432 73,043
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⑤ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  

税金等調整前中間(当期) 
純利益 

 9,564 8,428 16,740

減価償却費  1,087 1,319 2,271

連結調整勘定償却額  83 ― 121

のれん償却額  ― 61 ―

固定資産売却益  △23 △0 △26

固定資産除売却損  25 22 630

投資有価証券売却益  ― ― △390

受取利息及び受取配当金  △117 △140 △248

支払利息  293 216 584

退職一時金制度一部終了益  △865 ― △865

役員退職慰労引当金の 
増加額 

 16 ― 72

売上債権の 
減少額又は増加額(△) 

 △2,094 7,873 △6,823

棚卸資産の増加額  △16,708 △11,473 △12,015

仕入債務の増加額  2,661 5,770 3,305

前受金等の 
減少額又は増加額(△) 

 13,206 △2,484 9,909

その他  △3,801 △3,771 △1,426

小計  3,327 5,820 11,838

利息及び配当金の受取額  119 140 252

利息の支払額  △297 △302 △590

法人税等の支払額  △4,275 △3,083 △6,904

その他  49 42 204

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △1,077 2,617 4,800
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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) 金額(百万円) 金額(百万円) 

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 

 △148 △13 △415

投資有価証券の 
売却による収入 

 ― 0 1,097

固定資産の取得による支出  △1,318 △3,895 △3,695

固定資産の売却による収入  198 2 213

貸付による支出  △5 ― ―

貸付金の回収による収入  22 8 21

定期預金の預入による支出  ― △2 △1

定期預金の払戻による収入  215 ― 229

子会社株式・出資金の 
取得による支出 

 △650 ― △1,778

その他  18 84 △27

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △1,667 △3,816 △4,356

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

短期借入金の純増額  458 68 195

長期借入による収入  3,000 5,018 3,000

長期借入金の 
返済による支出 

 △7,357 △9,861 △7,516

社債の発行による収入  3,985 ― 3,985

新株予約権付社債の 
発行による収入 

 ― ― 4,968

自己株式の取得による支出  △54 △26 △113

自己株式の売却による収入  3 2 5,046

親会社による配当金の 
支払額 

 △1,439 △2,032 △1,440

その他  19 18 △104

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △1,383 △6,811 8,021

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 278 △65 643

Ⅴ 現金及び現金同等物 
の増加額又は減少額(△) 

 △3,850 △8,075 9,107

Ⅵ 現金及び現金同等物 
の期首残高 

 20,441 29,851 20,441

Ⅶ 連結範囲の変更による 
  現金及び現金同等物の増加額 

 302 1,415 302

Ⅷ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 16,893 23,190 29,851
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関す
る事項 

(1) 連結子会社の数 37社
  主要な連結子会社の名

称 
  ・株式会社コンテック
  ・株式会社ダイフクユ

ニックス 
  ・DAIFUKU AMERICA  
   CORP. 
  ・DAIFUKU EUROPE  
   LTD. 
  ・台灣大福物流科技股

份有限公司（旧社名 
大福先鋒股份有限公
司） 

 前連結会計年度におい
て非連結子会社でありま
した株式会社ダイフク・
アルベック・ソフトウェ
ア、大福自動輸送機(広
州)有限公司、北京康泰
克電子技術有限公司、上
海康泰克電子技術有限公
司、上海康泰克数字設備
有限公司、康泰克国際電
子有限公司、瀋陽康泰克
電子技術有限公司、及
び、当中間期に設立によ
り子会社となりました株
式会社ダイフクビジネス
クリエイト、株式会社ダ
イフク・マニュファクチ
ャリング・エキスパー
ト、株式会社ダイフクフ
ィールドエンジニアにつ
いては、当中間期より、
連結子会社に含めており
ます。 

(1) 連結子会社の数 39社
  主要な連結子会社の名

称 
  ・株式会社コンテック
  ・株式会社ダイフクユ

ニックス 
  ・DAIFUKU AMERICA  
   CORP. 
  ・DAIFUKU EUROPE  
   LTD. 
  ・台灣大福物流科技股

份有限公司 
 
 
 前連結会計年度におい
て株式会社ダイフクソフ
トウェア開発の連結子会
社でありました株式会社
ダイフク・アルベック・
ソフトウェアは、当中間
期に株式会社ダイフクソ
フトウェア開発と合併
し、また、瀋陽康泰克電
子技術有限公司、CONTEC 
MICROELECTRONICS EUROP 
E B.V.は、当中間期に連
結の範囲から除外いたし
ました。 
また、前連結会計年度
において非連結子会社で
ありました大福洗車設備
(上海)有限公司、台灣大
福高科技設備股份有限公
司、江蘇大福日新自動輸
送機有限公司、DAIFUKU
CARWASH-MACHINE KOREA
INC.、P.T.DAIFUKU INDO
NESIAについては、当中
間期より、連結子会社に
含めております。この結
果、連結子会社の数が差
引き２社増加しておりま
す。 

(1) 連結子会社の数 37社
  主要な連結子会社の名

称 
  ・株式会社コンテック
  ・株式会社ダイフクユ

ニックス 
  ・DAIFUKU AMERICA  
   CORP. 
  ・DAIFUKU EUROPE  
   LTD. 
  ・台灣大福物流科技股

份有限公司（旧社名 
大福先鋒股份有限公
司） 

 前連結会計年度におい
て非連結子会社でありま
した株式会社ダイフク・
アルベック・ソフトウェ
ア、大福自動輸送機(広
州)有限公司、北京康泰
克電子技術有限公司、上
海康泰克電子技術有限公
司、上海康泰克数字設備
有限公司、瀋陽康泰克電
子技術有限公司、及び、
当連結会計年度に設立に
より子会社となりました
株式会社ダイフクビジネ
スクリエイト、株式会社
ダイフク・マニュファク
チャリング・エキスパー
ト、株式会社ダイフクフ
ィールドエンジニア、台
湾康泰克股份有限公司に
ついては、当連結会計年
度より、連結子会社に含
めております。この結
果、連結子会社の数が10
社増加しております。 

 (2) 主要な非連結子会社の
名称等 

  主要な非連結子会社名
  ・P.T. DAIFUKU  
   INDONESIA 
  ・DAIFUKU CARWASH- 
   MACHINE KOREA INC.
  ・大福洗車設備(上海)

有限公司(新規設立)
  ・台灣大福高科技設備

股份有限公司(新規
設立) 

(2) 主要な非連結子会社の
名称等 

  主要な非連結子会社名
  ・DAIFUKU INDIA  

PRIVATE LTD. 

(2) 主要な非連結子会社の
名称等 

  主要な非連結子会社名
  ・P.T. DAIFUKU  
   INDONESIA 
  ・DAIFUKU CARWASH- 
   MACHINE KOREA INC.
  ・DAIFUKU INDIA  

PRIVATE LTD.(新規
設立) 

  ・大福洗車設備(上海)
有限公司(新規設立)

  ・台灣大福高科技設備
股份有限公司(新規
設立) 

  ・江蘇大福日新自動輸
送機有限公司(新規
設立) 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  (連結の範囲から除いた
理由) 

  非連結子会社はいずれ
も小規模会社であり、合
計の総資産額、売上高、
中間純損益(持分に見合
う額)及び利益剰余金等
の額(持分に見合う額)
は、いずれも中間連結財
務諸表に重要な影響を及
ぼさないと判断されるの
で連結の範囲から除外し
ております。 

 (連結の範囲から除いた
理由) 

  非連結子会社はいずれ
も小規模会社であり、合
計の総資産額、売上高、
中間純損益(持分に見合
う額)及び利益剰余金(持
分に見合う額)等は、い
ずれも中間連結財務諸表
に重要な影響を及ぼさな
いと判断されるので連結
の範囲から除外しており
ます。 

 (連結の範囲から除いた
理由) 

  非連結子会社はいずれ
も小規模会社であり、合
計の総資産額、売上高、
当期純損益（持分に見合
う額）及び利益剰余金
（持分に見合う額）等
は、いずれも連結財務諸
表に重要な影響を及ぼさ
ないと判断されるので、
連結の範囲から除外して
おります。 

２ 持分法の適用に関
する事項 

(1) 持分法適用の非連結子
会社及び関連会社数 

―

(1) 持分法適用の非連結子
会社及び関連会社数 

―

(1) 持分法適用の非連結子
会社及び関連会社数 

―
 (2) 持分法を適用していな

い非連結子会社４社及び
関連会社５社は、連結会
社の中間純損益及び利益
剰余金（持分に見合う
額）等に及ぼす影響が軽
微であり、かつ、全体と
して中間連結財務諸表に
重要な影響を及ぼさない
と判断されるので持分法
は適用せず原価法により
評価しております。 

(2) 持分法を適用していな
い非連結子会社２社及び
関連会社３社は、連結会
社の中間純損益及び利益
剰余金（持分に見合う
額）等に及ぼす影響が軽
微であり、かつ、全体と
して中間連結財務諸表に
重要な影響を及ぼさない
と判断されるので持分法
は適用せず原価法により
評価しております。 

(2) 持分法を適用していな
い非連結子会社６社及び
関連会社３社は、連結会
社の当期純損益(持分に
見合う額)及び利益剰余
金(持分に見合う額)等に
及ぼす影響が軽微であ
り、かつ、全体として連
結財務諸表に重要な影響
を及ぼさないと判断され
るので持分法は適用せず
原価法により評価してお
ります。 

   持分法を適用しない主
要な非連結子会社名 

  ・P.T. DAIFUKU  
   INDONESIA 
  ・DAIFUKU CARWASH- 
   MACHINE KOREA INC.
  ・大福洗車設備(上海)

有限公司(新規設立)
  ・台灣大福高科技設備

股份有限公司(新規
設立) 

  持分法を適用しない主
要な関連会社名 

  ・株式会社ルネス研究
所 

  持分法を適用しない主
要な非連結子会社名 

  ・DAIFUKU INDIA 
PRIVATE LTD. 

  持分法を適用しない主
要な関連会社名 

  ・株式会社ルネス研究
所 

  持分法を適用しない主
要な非連結子会社名 

  ・P.T. DAIFUKU  
   INDONESIA 
  ・DAIFUKU CARWASH- 
   MACHINE KOREA INC.
  ・DAIFUKU INDIA 

PRIVATE LTD.(新規
設立) 

  ・大福洗車設備(上海)
有限公司(新規設立)

  ・台灣大福高科技設備
股份有限公司(新規
設立) 

  ・江蘇大福日新自動輸
送機有限公司(新規
設立) 

  持分法を適用しない主
要な関連会社名 

  ・株式会社ルネス研究
所 

３ 連結子会社の中間
決算日(決算日)等
に関する事項 

 連結子会社のうち、 
 DAIFUKU EUROPE LTD.、 
 DAIFUKU CANADA INC.、 
 DAIFUKU MECHATRONICS  
 (SINGAPORE)PTE.LTD.、 
 DAIFUKU-WIS  
 TECHNOLOGIES  
 PTE. LTD.、 
 台灣大福物流科技股份有
限公司（旧社名 大福先
鋒股份有限公司)、 

 連結子会社のうち、 
 DAIFUKU EUROPE LTD.、 
 DAIFUKU CANADA INC.、 
 DAIFUKU MECHATRONICS  
 (SINGAPORE)PTE.LTD.、 
 DAIFUKU-WIS  
 TECHNOLOGIES  
 PTE. LTD.、 
 台灣大福物流科技股份有
限公司、 

 連結子会社のうち、 
 DAIFUKU EUROPE LTD.、 
 DAIFUKU CANADA INC.、 
 DAIFUKU MECHATRONICS  
 (SINGAPORE)PTE.LTD.、 
 DAIFUKU-WIS  
 TECHNOLOGIES  
 PTE. LTD.、 
 台灣大福物流科技股份有
限公司、 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  DAIFUKU(MALAYSIA)  

 SDN. BHD.、 

 ATS CO., LTD.、 

 CLEAN FACTOMATION, 

  INC.、 

 DAIFUKU(THAILAND)  

 LTD.、 

 CONTEC  

 MICROELECTRONICS  

 U.S.A. INC.、 

 CONTEC  

 MICROELECTRONICS  

 EUROPE B.V.、 

 MIMATS CO., LTD(旧社名

ATS TECH CO., LTD.) 

 大福自動化物流設備(上

海)有限公司、 

 大福自動輸送機(天津)有

限公司、 

  大福自動輸送機(広州)有

限公司、 

  北京康泰克電子技術有限

公司、 

  上海康泰克電子技術有限

公司、 

  上海康泰克数字設備有限

公司、 

  康泰克国際電子有限公

司、 

  瀋陽康泰克電子技術有限

公司 

 

の中間決算日は６月30日

であり、中間連結財務諸

表の作成にあたっては６

月30日現在の中間財務諸

表を使用しております

が、中間連結決算日との

間に生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な

調整を行うこととしてお

ります。 

その他の連結子会社の中

間決算日はいずれも９月

30日で中間連結決算日と

一致しております。 

 DAIFUKU(MALAYSIA)  

 SDN. BHD.、 

 ATS CO., LTD.、 

 CLEAN FACTOMATION,  

 INC.、 

 DAIFUKU(THAILAND)  

 LTD.、 

 CONTEC  

 MICROELECTRONICS  

 U.S.A. INC.、 

 MIMATS CO., LTD.、 

DAIFUKU CARWASH- 
 MACHINE KOREA INC.、 
 P.T.DAIFUKU INDOESIA、

 大福自動化物流設備(上

海)有限公司、 

 大福自動輸送機(天津)有

限公司、 

 大福自動輸送機(広州)有

限公司、 

大福洗車設備(上海)有限
公司、 
台灣大福高科技設備股份
有限公司、 
江蘇大福日新自動輸送機
有限公司、 

 北京康泰克電子技術有限

公司、 

 上海康泰克電子技術有限

公司、 

 上海康泰克数字設備有限

公司、 

 台湾康泰克股份有限公司

 

の中間決算日は６月30日

であり、中間連結財務諸

表の作成にあたっては６

月30日現在の中間財務諸

表を使用しております

が、中間連結決算日との

間に生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な

調整を行うこととしてお

ります。 

その他の連結子会社の中

間決算日はいずれも９月

30日で中間連結決算日と

一致しております。 

 DAIFUKU(MALAYSIA)  

 SDN. BHD.、 

 ATS CO., LTD.、 

 CLEAN FACTOMATION,  

 INC.、 

 DAIFUKU(THAILAND)  

 LTD.、 

 CONTEC  

 MICROELECTRONICS  

 U.S.A. INC.、 

 CONTEC  

 MICROELECTRONICS  

 EUROPE B.V.、 

 MIMATS CO., LTD.、 

 大福自動化物流設備(上

海)有限公司、 

 大福自動輸送機(天津)有

限公司、 

 大福自動輸送機(広州)有

限公司、 

 北京康泰克電子技術有限

公司、 

 上海康泰克電子技術有限

公司、 

 上海康泰克数字設備有限

公司、 

 台湾康泰克股份有限公

司、 

 瀋陽康泰克電子技術有限

公司 

 

の決算日は12月31日であ

り、連結財務諸表の作成

にあたっては12月31日現

在の財務諸表を使用して

おりますが、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

要な調整を行うこととし

ております。 

その他の連結子会社の決

算日はいずれも３月31日

で連結決算日と一致して

おります。 

４ 会計処理基準に関

する事項 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 ① 有価証券 

   子会社及び関連会社

株式 

    …移動平均法によ

る原価法 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 ① 有価証券 

   子会社及び関連会社

株式 

    …同左 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 ① 有価証券 

   子会社及び関連会社

株式 

    …同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

    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) 

   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) 

   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 

   製品・仕掛品 

    物流器具 

    …主として移動平

均法による低価

法 

 ③ 棚卸資産 

   製品・仕掛品 

    物流器具 

    …同左 

 ③ 棚卸資産 

   製品・仕掛品 

    物流器具 

    …同左 

     上記以外のもの 

    …主として個別法

による低価法 

    上記以外のもの 

    …同左 

    上記以外のもの 

    …同左 

    原材料 

    …主として移動平

均法による低価

法 

   原材料 

    …同左 

   原材料 

    …同左 

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

   当社及び国内連結子

会社は、主として定率

法を採用し、在外連結

子会社は主として定額

法を採用しておりま

す。但し、当社及び国

内連結子会社が平成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、当社及び国内

連結子会社は、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 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

同左 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

同左 

  ② 営業権 

   当社及び国内の連結

子会社が計上している

営業権の償却は５年の

定額法によっておりま

す。 

 ② のれん 

   当社及び国内の連結

子会社が計上している

のれんの償却は５年及

び15年の定額法によっ

ております。 

 ② 営業権 

   当社及び海外の連結

子会社が計上している

営業権の償却は５年の

定額法によっておりま

す。 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (3) 重要な引当金の計上基
準 

 ① 貸倒引当金 
   債権の貸倒れによる
損失に備えるため、当
社及び国内連結子会社
は、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
回収可能性を検討し、
回収不能見込額を計上
しております。在外連
結子会社については、
主として特定の債権に
ついて、その回収可能
性を検討し、回収不能
見込額を計上しており
ます。 

(3) 重要な引当金の計上基
準 

 ① 貸倒引当金 
同左 

(3) 重要な引当金の計上基
準 

 ① 貸倒引当金 
同左 

 ―――  ② 役員賞与引当金 

   役員賞与の支給に備

えて、当連結会計年度

における支給見込額の

当中間連結会計期間負

担額を計上しておりま

す。 

――― 

  ③ 退職給付引当金 
従業員の退職給付に

備えるため、当連結会
計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
中間連結会計期間末に
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、各連結会計年度の
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、
それぞれ発生の翌連結
会計年度から処理する
こととしております。
 

 ③ 退職給付引当金 
従業員の退職給付に

備えるため、当連結会
計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
中間連結会計期間末に
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、各連結会計年度の
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、
それぞれ発生の翌連結
会計年度から処理する
こととしております。

 ③ 退職給付引当金 
従業員の退職給付に

備えるため、当連結会
計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、各連結会計年度の
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、
それぞれ発生の翌連結
会計年度から処理する
こととしております。
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項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  (追加情報) 
当社及び一部の国内

連結子会社は、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865百万円計上されて
おります。 

  (追加情報) 
当社及び一部の国内連

結子会社は、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
865百万円計上されてお
ります。 

  ④ 役員退職慰労引当金 

   当社及び国内連結

子会社１社は、役員

の退職慰労金の支給

に備えるため、内規

に基づく中間連結会

計期間末要支給額を

計上しております。 

 ④ 役員退職慰労引当金

――― 

 

 

 

 

 

 
(追加情報) 

   当社及び国内連結子

会社１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761百万

円を取崩し、長期未払

金に計上しておりま

す。 

 ④ 役員退職慰労引当金

   当社及び国内連結子

会社１社は、役員の退

職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく

連結会計年度末要支給

額を計上しておりま

す。 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換

算の基準 

  外貨建金銭債権債務

は、中間決算日の直物為

替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益とし

て処理しております。な

お、在外連結子会社等の

資産及び負債は、中間決

算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、収益及

び費用は期中平均相場に

より円貨に換算し、換算

差額は少数株主持分及び

資本の部における為替換

算調整勘定に含めており

ます。 

(4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換

算の基準 

  外貨建金銭債権債務

は、中間決算日の直物為

替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益とし

て処理しております。な

お、在外連結子会社等の

資産及び負債は、中間決

算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、収益及

び費用は期中平均相場に

より円貨に換算し、換算

差額は純資産の部におけ

る為替換算調整勘定に含

めております。 

(4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換

算の基準 

  外貨建金銭債権債務

は、決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処

理しております。なお、

在外連結子会社等の資産

及び負債は、決算日の直

物為替相場により円貨に

換算し、収益及び費用は

期中平均相場により円貨

に換算し、換算差額は少

数株主持分及び資本の部

における為替換算調整勘

定に含めております。 

 (5) 重要なリース取引の処
理方法 

  当社及び国内連結子会
社は、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、
在外連結子会社について
は、主として通常の売買
取引に準じた会計処理に
よっております。 

(5) 重要なリース取引の処
理方法 

同左 

(5) 重要なリース取引の処
理方法 

同左 

 (6) 重要なヘッジ会計の方

法 

 ① ヘッジ会計の方法 

   主として繰延ヘッジ

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

の要件を充たしている

場合は特例処理を採用

しております。 

(6) 重要なヘッジ会計の方

法 

 ① ヘッジ会計の方法 

同左 

(6) 重要なヘッジ会計の方

法 

 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

先物為替予約  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 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  ④ ヘッジ有効性評価の

方法 

   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 ヘッジ有効性評価の

方法 

同左 

 ④ ヘッジ有効性評価の

方法 

   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

対象の資産又は負債と

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 

 (7) 消費税等の会計処理方

法 

  税抜方式によっており

ます。 

(7) 消費税等の会計処理方

法 

同左 

(7) 消費税等の会計処理方

法 

同左 

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

(連結キャッシュ・

フロー計算書)にお

ける資金の範囲 

 中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金

(現金及び現金同等物)

は、手許現金、随時引き

出し可能な預金及び容易

に換金可能であり、か

つ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ヵ月以内

に償還期限の到来する短

期投資からなっておりま

す。 

同左  連結キャッシュ・フロー

計算書における資金(現

金及び現金同等物)は、

手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得

日から３ヵ月以内に償還

期限の到来する短期投資

からなっております。 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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）を当中間連結会

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） 

 当中間連結会計期間より、「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、71,707百万円であります。

 なお、中間連結財務諸表等規則の

改正により、当中間連結会計期間に

おける中間連結貸借対照表の純資産

の部については、改正後の中間連結

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） 

 当中間連結会計期間より「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

び税金等調整前中間純利益は、それ

ぞれ62百万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)を当連結会計年度か

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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表示方法の変更 

 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

――― 

 

 

 

 

――― 

（中間連結貸借対照表関係） 

 前中間連結会計期間における「営業権」および「連

結調整勘定」は、当中間連結会計期間より「のれん」

として表示しております。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 前中間連結会計期間における「連結調整勘定償却

額」は、当中間連結会計期間より「のれん償却額」と

して表示しております。 

 

注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 
前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は39,935百万円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は38,175百万円であります。

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は37,096百万円であります。

 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) 株式会社アイ・ケイ・エス

の銀行借入金に対する経営指

導念書差し入れ 

125百万円 

  (2) 株式会社アイ・ケイ・エス

の銀行借入金に対する経営指

導念書差し入れ 

117百万円

  (2) 株式会社アイ・ケイ・エス

の銀行借入金に対する経営指

導念書差し入れ 

120百万円

  (3) DAIFUKU CARWASH-MACHINE 

KOREA INC.の銀行借入金に対

する保証予約 

163百万円  

   (3) DAIFUKU CARWASH-MACHINE 

KOREA INC.の銀行借入金に対

する保証予約 

180百万円

※３ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産 

建物 46百万円

土地 200 

合計 246 

 

   担保付対応債務 

短期借入金 36百万円

長期借入金 110 

合計 146 
 

※３ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産 

建物 147百万円

土地 200 

その他 51 

合計 398 

   担保付対応債務 

短期借入金 80百万円

長期借入金 111 

合計 192 
 

※３ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産 

建物 149百万円

土地 200 

その他 50 

合計 399 

   担保付対応債務 

短期借入金 79百万円

長期借入金 128 

合計 208 
 

――― ※４ 中間連結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、当中間連結会

計期間の末日は金融機関の休日

であったため、次の中間連結会

計期間末日満期手形が中間連結

会計期間末残高に含まれていま

す。 

    受取手形 

           463百万円 

――― 
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(中間連結損益計算書関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

  (1) 販売費 

     販売手数料 

173百万円 

     広告宣伝費 

104 

     給与及び賞与 

2,783 

     退職給付引当金繰入額 

141 

     福利厚生費 

516 

     旅費交通費 

665 

     賃借料 

282 

     減価償却費 

66 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

  (1) 販売費 

     販売手数料 

289百万円

     広告宣伝費 

262 

     給与及び賞与 

2,840 

     退職給付引当金繰入額 

4 

     福利厚生費 

523 

     旅費交通費 

798 

     賃借料 

271 

     減価償却費 

49 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

  (1) 販売費 

     販売手数料 

425百万円

     広告宣伝費 

235 

     給与及び賞与 

5,751 

     退職給付引当金繰入額 

323 

     福利厚生費 

1,095 

     旅費交通費 

1,367 

     賃借料 

569 

     減価償却費 

134 

  (2) 一般管理費 

     役員報酬 

395百万円 

     給与及び賞与 

1,387 

     退職給付引当金繰入額 

78 

     役員退職慰労引当金繰入

額 

46 

     福利厚生費 

156 

研究開発費 

1,192 

減価償却費 

341 

  (2) 一般管理費 

     役員報酬 

682百万円

     給与及び賞与 

1,738 

     退職給付引当金繰入額 

△3 

     役員退職慰労引当金繰入

額 

209 

     福利厚生費 

180 

研究開発費 

1,285 

減価償却費 

362 

  (2) 一般管理費 

     役員報酬 

807百万円

     給与及び賞与 

2,871 

     退職給付引当金繰入額 

186 

     役員退職慰労引当金繰入

額 

111 

     福利厚生費 

324 

研究開発費 

2,235 

減価償却費 

720 
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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 113,670 － － 113,670
 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

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 

 

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年6月29日 
定時株主総会 

普通株式 2,038 18 平成18年3月31日 平成18年6月30日

 

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後

となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 

平成18年11月16日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 1,132 10 平成18年9月30日 平成18年12月12日
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

(平成17年９月30日) 

現金及び預金勘定 16,899百万円 

預入期間が３ヵ月を 
超える定期預金 

△6 

現金及び現金同等物 16,893 
 

 現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

(平成18年９月30日)

現金及び預金勘定 23,202百万円

預入期間が３ヵ月を
超える定期預金 

△11 

現金及び現金同等物 23,190 
 

 現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

(平成18年３月31日)

現金及び預金勘定 29,860百万円

預入期間が３ヵ月を 
超える定期預金 

△9 

現金及び現金同等物 29,851 
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(リース取引関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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 

 

 

機械装 
置及び 
運搬具 
(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 

2,056 265 98 2,420 

減価 
償却 
累計額 
相当額 

610 200 57 868 

中間期 
末残高 
相当額 

1,446 65 40 1,552 

  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。 

 

機械装
置及び
運搬具
(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

2,367 158 99 2,625

減価 
償却 
累計額
相当額

858 63 60 982

中間期
末残高
相当額

1,508 94 39 1,642

同左 

 

機械装 
置及び 
運搬具 
(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

2,057 316 106 2,480

減価 
償却 
累計額
相当額

732 215 68 1,015

期末 
残高 
相当額

1,325 101 38 1,464

  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  280百万円 

１年超 1,271 

合計 1,552 

  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   326百万円

１年超 1,316 

合計 1,642 

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   287百万円

１年超 1,176 

合計 1,464 

  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 

                           154百万円 

   減価償却費相当額 

154 

   支払リース料 

                           159百万円 

   減価償却費相当額 

159 

支払リース料 

                           300百万円 

   減価償却費相当額 

300 

(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 328百万円 

１年超 164 

合計 493 

 

（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 164百万円 

１年超  ― 

合計 164 

 

（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 328百万円 

１年超  ― 

合計 328 

 

（減損損失について） 

同左 
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(有価証券関係) 

(前中間連結会計期間末)(平成17年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

(1) 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

(2) その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 取得原価(百万円) 
中間連結貸借 

対照表計上額(百万円)
差額(百万円) 

(1) 株式 3,161 4,995 1,833

(2) 債券   

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

計 3,161 4,995 1,833

 

２ 時価のない主な有価証券の内容 
 

内容 
中間連結貸借 

対照表計上額(百万円)
摘要 

(1) 満期保有目的の債券 ― 

(2) 子会社株式及び関連会社株式 726 

(3) その他有価証券  

非上場株式 1,049 

非上場外国債券 ― 

 

(当中間連結会計期間末)(平成18年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

(1) 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

(2) その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 取得原価(百万円) 
中間連結貸借 

対照表計上額(百万円)
差額(百万円) 

(1) 株式 2,665 4,281 1,616

(2) 債券   

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

計 2,665 4,281 1,616

 

２ 時価のない主な有価証券の内容 
 

内容 
中間連結貸借 

対照表計上額(百万円)
摘要 

(1) 満期保有目的の債券 ― 

(2) 子会社株式及び関連会社株式 96 

(3) その他有価証券  

非上場株式 1,159 

非上場外国債券 ― 
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(前連結会計年度)(平成18年３月31日) 

１ 時価のある有価証券 

(1) 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

(2) その他有価証券で時価のあるもの 
 

区分 取得原価(百万円) 
連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額(百万円) 

(1) 株式 2,658 5,258 2,600

(2) 債券  

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

計 2,658 5,258 2,600

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

 

２ 時価のない主な有価証券の内容 
 

内容 
連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

摘要 

(1) 満期保有目的の債券 ― 

(2) 子会社株式及び関連会社株式 849 

(3) その他有価証券  

非上場株式 1,153 

非上場外国債券 ― 

 

(デリバティブ取引関係) 

(前中間連結会計期間末)(平成17年９月30日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

ヘッジ会計を適用しておりますので、記載すべき事項はありません。 

 

(当中間連結会計期間末)(平成18年９月30日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

ヘッジ会計を適用しておりますので、記載すべき事項はありません。 

 

(前連結会計年度末)(平成18年３月31日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

ヘッジ会計を適用しておりますので、記載すべき事項はありません。 
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(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17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

 

 
物流システム 
(百万円) 

電子機器 
(百万円) 

その他 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去または 
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 

74,880 6,100 5,415 86,396 ― 86,396

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

49 3,999 1,315 5,363 (5,363) ―

計 74,929 10,099 6,730 91,759 (5,363) 86,396

営業費用 64,365 9,560 6,334 80,260 (2,725) 77,534

営業利益 10,563 539 396 11,499 (2,637) 8,861

(注) １ 事業区分は、製品の機能別種類により区分しております。 

２ 各事業の主な製品 

物流システム： コンベヤ、モノレール、無人搬送車、立体自動倉庫、ラック、ボックスパレット

電子機器 ： ＰＣボード類 

その他 ： 洗車機 

３ 営業費用のうち、「消去または全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社の総務・

人事部門、財務部門、企画調整部門に係る費用であります。 

前中間連結会計期間 2,637百万円

 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

 
物流システム 
(百万円) 

電子機器 
(百万円) 

その他 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去または 
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 

93,876 5,695 5,934 105,506 ― 105,506

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

59 5,457 1,791 7,307 (7,307) ―

計 93,936 11,153 7,725 112,814 (7,307) 105,506

営業費用 82,797 10,554 7,257 100,609 (3,729) 96,880

営業利益 11,138 598 467 12,204 (3,578) 8,626

(注) １ 事業区分は、製品の機能別種類により区分しております。 

２ 各事業の主な製品 

物流システム： コンベヤ、モノレール、無人搬送車、立体自動倉庫、ラック、ボックスパレット

電子機器 ： ＰＣボード類 

その他 ： 洗車機、車椅子用リアリフト 

３ 営業費用のうち、「消去または全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社の総務・

人事部門、財務部門、企画調整部門に係る費用であります。 

当中間連結会計期間 3,578百万円
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前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 

 
物流システム 
(百万円) 

電子機器 
(百万円) 

その他 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去または 
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 

174,405 13,285 11,119 198,810 ― 198,810

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

97 9,154 2,837 12,089 (12,089) ―

計 174,503 22,440 13,956 210,900 (12,089) 198,810

営業費用 154,779 21,408 12,794 188,982 (6,689) 182,293

営業利益 19,723 1,031 1,162 21,917 (5,399) 16,517

(注) １ 事業区分は、製品の機能別種類により区分しております。 

２ 各事業の主な製品 

物流システム： コンベヤ、モノレール、無人搬送車、立体自動倉庫、ラック、ボックスパレット

電子機器 ： ＰＣボード類 

その他 ： 洗車機、車椅子用リアリフト 

３ 営業費用のうち、「消去または全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社の総務・

人事部門、財務部門、企画調整部門に係る費用であります。 

前連結会計年度 5,399百万円
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 所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

 

在外 

 
国内 

(百万円) 北米 
(百万円)

アジア
(百万円)

その他
(百万円)

小計 
(百万円)

計 

(百万円) 

消去または 
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 

66,648 8,404 9,397 1,945 19,747 86,396 － 86,396

(2) セグメント間の内部 
売上高または振替高 

5,151 713 3,012 4 3,730 8,882 (8,882) －

計 71,800 9,117 12,409 1,950 23,477 95,278 (8,882) 86,396

営業費用 61,769 8,694 11,150 2,163 22,009 83,778 (6,244) 77,534

営業利益または 
営業損失(△) 

10,031 422 1,259 △213 1,468 11,499 (2,637) 8,861

(注) １ 国又は地域の区分は地域的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

  (前中間連結会計期間) 
 (1) 北米………アメリカ・カナダ 
 (2) アジア……シンガポール・マレーシア・タイ・台湾・韓国・中国 
 (3) その他……イギリス 

３ 「消去又は全社」の項目に含めた金額及び主な内容は、事業の種類別セグメント情報の(注)３と同一で

あります。 

 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

在外 

 
国内 

(百万円) 北米 
(百万円)

アジア
(百万円)

その他
(百万円)

小計 
(百万円)

計 

(百万円) 

消去または 
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 

76,905 8,590 16,574 3,435 28,601 105,506 － 105,506

(2) セグメント間の内部 
売上高または振替高 

6,475 384 3,186 137 3,708 10,184 (10,184) －

計 83,381 8,974 19,761 3,573 32,309 115,690 (10,184) 105,506

営業費用 73,763 8,662 17,537 3,522 29,722 103,486 (6,605) 96,880

営業利益 9,617 312 2,223 51 2,587 12,204 (3,578) 8,626

(注) １ 国又は地域の区分は地域的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

  (当中間連結会計期間) 
 (1) 北米………アメリカ・カナダ 
 (2) アジア……シンガポール・マレーシア・タイ・台湾・韓国・中国 
 (3) その他……イギリス 

３ 「消去又は全社」の項目に含めた金額及び主な内容は、事業の種類別セグメント情報の(注)３と同一で

あります。 

 

― 41 ― 



ファイル名:○連⑩090_0354600661812.doc 更新日時:2006/11/15 17:39 印刷日時:06/11/15 18:21 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 

在外 

 
国内 

(百万円) 北米 
(百万円)

アジア
(百万円)

その他
(百万円)

小計 
(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 

153,198 20,965 21,258 3,388 45,612 198,810 ― 198,810

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

14,238 1,204 4,614 311 6,131 20,369 (20,369) ―

計 167,436 22,170 25,873 3,700 51,744 219,180 (20,369) 198,810

営業費用 148,839 21,259 23,390 3,774 48,423 197,263 (14,969) 182,293

営業利益又は 
営業損失（△） 

18,596 910 2,483 △73 3,320 21,917 (5,399) 16,517

(注) １ 国又は地域の区分は地域的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

  (前連結会計年度) 
 (1) 北米………アメリカ・カナダ 
 (2) アジア……シンガポール・マレーシア・タイ・台湾・韓国・中国 
 (3) その他……イギリス 

３ 「消去又は全社」の項目に含めた金額及び主な内容は、事業の種類別セグメント情報の(注)３と同一で

あります。 
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 海外売上高 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

 

 北米(百万円) アジア(百万円) その他(百万円) 計(百万円) 

Ⅰ 海外売上高 7,416 24,630 4,477 36,524

Ⅱ 連結売上高 － － － 86,396

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

8.6 28.5 5.2 42.3

(注) １ 国又は地域の区分は地域的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………アメリカ・カナダ 

(2) アジア……シンガポール・マレーシア・タイ・台湾・韓国・中国 

(3) その他……イギリス・デンマーク・アイルランド 

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。 

 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

 北米(百万円) アジア(百万円) その他(百万円) 計(百万円) 

Ⅰ 海外売上高 8,780 34,988 4,861 48,631

Ⅱ 連結売上高 － － － 105,506

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

8.3 33.2 4.6 46.1

(注) １ 国又は地域の区分は地域的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………アメリカ・カナダ 

(2) アジア……シンガポール・インドネシア・タイ・台湾・韓国・中国 

(3) その他……イギリス・スペイン・アイルランド・スウェーデン 

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。 

 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 

 北米(百万円) アジア(百万円) その他(百万円) 計(百万円) 

Ⅰ 海外売上高 19,717 54,850 8,198 82,766

Ⅱ 連結売上高 － － － 198,810

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

9.9 27.6 4.1 41.6

(注) １ 国または地域の区分は地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国または地域 

(1) 北米………アメリカ・カナダ 

(2) アジア……シンガポール・マレーシア・タイ・台湾・韓国・中国 

(3) その他……イギリス・アイルランド・スウェーデン 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 
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(ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付関係) 

該当事項はありません。 

 

(ストック・オプション関係) 

該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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 
525円75銭

 

１株当たり純資産額 
632円28銭

 

１株当たり純資産額 
608円12銭

 
１株当たり中間純利益金額 

51円35銭
 

１株当たり中間純利益金額 
48円24銭

 

１株当たり当期純利益金額 
92円20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株当たり中間純利益金額 

47円43銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 

91円97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。 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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) 5,689 5,463 10,252

普通株主に帰属しない金額 － － －

(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) 

5,689 5,463 10,252

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 

 

中間(当期)純利益調整額(百万円) － － －

(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。 

 
前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

純資産の部の合計額(百万円) － 73,043 －

純資産の部の合計額から控除する 
金額(百万円) 

－ 1,432 －

 (うち少数株主持分) － (1,432) －

普通株式に係る中間期末(期末)の 
純資産額(百万円) 

－ 71,610 －

１株当たり純資産の算定に用いられた 
中間期末(期末)の普通株式の数(千株) 

－ 113,256 －

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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（１） 生 産 実 績

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

89,448 87.8 91,842 85.6 173,189 85.2

8,590 8.4 11,885 11.1 23,132 11.4

3,853 3.8 3,553 3.3 6,942 3.4

101,892 100.0 107,281 100.0 203,264 100.0

　　(注)　１．金額は販売価格によっております。

　　　　  ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（２） 受 注 状 況

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

108,569 89.9 123,323 91.0 196,049 88.6 133,033 96.4

6,798 5.6 6,350 4.7 13,825 6.3 3,655 2.7

5,407 4.5 5,890 4.3 11,259 5.1 1,275 0.9

120,774 100.0 135,565 100.0 221,133 100.0 137,964 100.0

（３） 販 売 実 績

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

74,880 86.7 93,876 89.0 174,405 87.7

6,100 7.0 5,695 5.4 13,285 6.7

5,415 6.3 5,934 5.6 11,119 5.6

86,396 100.0 105,506 100.0 198,810 100.0

　　(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

至 平成17年9月30日

)至 平成17年9月30日

金　　額 構成比

金　　額 構成比

平成１７年９月中間期

(自 平成17年4月 1日)

５．生 産、受 注 及 び 販 売 の 状 況

平成１8年９月中間期 平成１8年３月期

事 業 の 種 類 別
セグメントの名称 (自 平成18年4月 1日)(自 平成17年4月 1日

平成１７年９月中間期

金　　額 構成比

自 平成18年4月 1日)至 平成18年9月30日

(自 平成17年4月 1日)至 平成18年9月30日 至 平成18年3月31日

金　　額 構成比

(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

受　　　　　注　　　　　高

平成１8年３月期

)至 平成18年3月31日

合 計

合 計

物 流 シ ス テ ム

電 子 機 器

そ の 他

事 業 の 種 類 別
セグメントの名称

(

構成比

金　　額 構成比

受 注 残 高

平成１8年９月中間期

平成18年9月30日現在( )

金　　額

(

金　　額 構成比

自 平成18年4月 1日)
平成１8年９月中間期

物 流 シ ス テ ム

電 子 機 器

そ の 他

電 子 機 器

そ の 他

合 計

構成比

事 業 の 種 類 別
セグメントの名称

平成１8年９月中間期

金　　額

平成１７年９月中間期

(自 平成17年4月 1日

至 平成18年9月30日

金　　額 構成比

物 流 シ ス テ ム

(自 平成17年4月 1日)至 平成17年9月30日

金　　額 構成比
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