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                                            (財)財務会計基準機構会員  
平成 20 年３月期 中間決算短信 

平成 19年 11 月 15 日 

 

上 場 会 社 名        株式会社ダイフク                    上場取引所 東証一部・大証一部 
コ ー ド 番 号         6383                                   ＵＲＬ  http://www.daifuku.co.jp/ 
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      
半期報告書提出予定日 平成 19年 12 月 14 日         配当支払開始予定日 平成 19年 12 月７日 
  

（百万円未満切捨て） 
１．平成 19年９月中間期の連結業績（平成 19年４月１日～平成 19年９月 30日） 
(1)連結経営成績                             （％表示は対前年中間期増減率） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 中間（当期）純利益 

   百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

110,999 
105,506 

5.2 
22.1 

10,632 
8,626 

23.3 
△2.7 

10,835 
8,468 

27.9 
△2.6 

6,017 
5,463 

10.1 
△4.0 

19 年３月期 232,703 － 18,836 － 18,487 － 11,382 － 
 

 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

       円  銭      円   銭 
19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

 53  15 
 48  24 

52  26 
47  43 

19 年３月期 100  50 98  82 
 (参考) 持分法投資損益   19 年９月中間期 －百万円 18 年９月中間期 －百万円 19 年３月期 －百万円 

 
(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 
19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

195,408 
181,643 

85,709 
73,043 

41.9 
39.4 

722  41 
632  28 

19 年３月期 195,015 80,717 
 

39.6 
 

682  01 
 (参考) 自己資本    19 年９月中間期81,790 百万円 18 年９月中間期 71,610 百万円 19 年３月期77,226 百万円 

 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高          

 
 

            百万円               百万円               百万円              百万円 

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

8,478 
2,617 

     △2,821 
     △3,816 

△4,846 
△6,811 

21,384 
23,190 

19 年３月期   864 
 

    △10,257 
 

△2,328 
 

19,969 
  

 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 
     円   銭      円   銭     円   銭 

19 年３月期 10  00 15  00 25  00 
20 年３月期 10  00  
20年３月期（予想）  15  00 

25  00 

 
 
３．20年３月期の連結業績予想（平成 19年４月１日～平成 20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 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 230,000 △1.2 19,500 3.5 19,400 4.9 11,400 0.2   100  69 
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４．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無 
 
(2) 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（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に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更  有  
② ①以外の変更   無 
(注)詳細は、22ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

 
(3) 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） 
  19 年９月中間期 113,671,494 株 18 年９月中間期 113,670,721 株 19 年３月期 113,671,494 株 
②期末自己株式数                 
  19 年９月中間期   453,252 株  18 年９月中間期     414,097 株 19 年３月期     437,038 株 
 (注) １株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、37ページ「１株当

たり情報」をご覧ください。 
 
 
(参考)個別業績の概要 
 
１.19 年９月中間期の個別業績(平成 19年４月 1日～平成 19年９月 30日) 
(1)個別経営成績                             （％表示は対前年中間期増減率） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 中間（当期）純利益 

   百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

82,561 
73,879 

11.8 
15.5 

6,679 
4,681 

42.7 
△31.0 

6,823 
4,400 

55.1 
△34.0 

3,532 
2,705 

30.6 
△37.7 

19 年３月期 171,758 － 12,048 － 11,853 －  7,709 － 
 
 

１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

      円   銭      円   銭 

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

31  20 
23  89 

30  68 
23  49 

19 年３月期 68  07 66  93 
  
(2)個別財政状態 
 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 

19 年９月中間期 
18 年９月中間期 

153,449 
143,927 

67,006 
61,379 

43.7 
42.6 

591  83 
541  95 

19 年３月期 150,866 65,342 43.3 577  06 
 (参考) 自己資本    19 年９月中間期 67,006 百万円 18 年９月中間期 61,379 百万円 19年３月期 65,342 百万円   
２．20年３月期の個別業績予想（平成 19年４月 1日～平成 20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 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 168,000 △2.2 12,500 3.7 12,600 6.3 7,000 △9.2 61 83 
   

 

 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記に記載しております業績予想につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき当社が判断

した見通しであり、実際の業績は、様々な重要な要素により、これら業績予想とは異なる結果となり得る

ことをご承知おき下さい。業績予測の前提条件その他の関連する事項については４ページから５ページの

「1.経営成績 (1)経営成績に関する分析 ③通期の見通し」を参照して下さい。 
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１.経営成績 

 

（１）経営成績に関する分析 

①当中間期の経営成績 

当中間期におけるわが国経済は、好調な輸出や民間設備投資に牽引され、拡大基調が続き

ました。世界経済は、中国、インドをはじめとするアジア各国の成長、欧州経済の回復の一

方で、原油価格の高騰、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱、為替

の急速な変動など、先行き不透明感を払拭できない状況で年度後半を迎えることになりまし

た。 

このような事業環境の中で、当社グループの受注高は、前年同期に記録した過去最高の実

績には及ばないものの、1,299 億 98百万円（前年同期比 4.1％減）と、高い水準を維持する

ことができました。特に、物流システム部門が好調に推移いたしました。 

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 1,109 億 99 百万円（前

年同期比 5.2％増）と、中間期としては昨年記録した過去最高の実績を再更新することがで

きました。 

利益につきましても、プロジェクト管理の強化による大型案件の徹底したコスト管理、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、ＩＴを駆使した新生産管理シ

ステム活用によるコスト改善、サービス・リニューアル事業の売上拡大による収益力の強化

に加え、アジア各国の現地法人との緊密な連携が効を奏した結果、前期に引続き収益改善が

図られ、営業利益で 106 億 32百万円（前年同期比 23.3％増）を計上いたしました。 

 これにより、経常利益では、108 億 35 百万円（前年同期比 27.9％増）、中間純利益では

60 億 17 百万円（前年同期比 10.1％増）をそれぞれ計上し、利益面でも、中間期としては過

去最高の実績となりました。 

  

平成 19年９月中間期 実績 

 

連結受注高     1,299 億 98 百万円（前年同期比 4.1％減） 

連結売上高     1,109 億 99 百万円（前年同期比 5.2％増） 

連結営業利益     106 億 32 百万円（前年同期比 23.3％増） 

連結経常利益     108 億 35 百万円（前年同期比 27.9％増） 

連結中間純利益     60 億 17 百万円（前年同期比 10.1％増） 

 

②当中間期の部門別業績の概況 

物流システム部門 

受注高・売上高ともに、国内の IT・食品・飲料・医薬などの製造業や流通業界向けの保

管・搬送・仕分け・ピッキングシステムが堅調に推移したほか、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、国内外の自動

車業界向け搬送システムのいずれもが好調に推移いたしました。 

この結果、当部門の受注高は 1,176 億 46 百万円(前年同期比 4.6％減)、売上高は 997 億

29 百万円(前年同期比 6.2％増)、営業利益は 132 億 45 百万円(前年同期比 18.9％増)を計
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上いたしました。 

 

電子機器部門 

拡張ボード系機器、産業用パソコン系機器及びネットワーク系機器では、大口案件の終了

や関連する設備投資の減速傾向の影響を受けることとなりました。一方、システム機器では、

塗装システムの販売が自動車業界の活況に支えられ順調に推移いたしました。 

この結果、当部門の受注高は 52 億 83百万円(前年同期比 16.8％減)、売上高は 50 億 22

百万円(前年同期比 11.8％減)、営業利益は４億 24百万円(前年同期比 29.1％減)を計上い

たしました。 

 

その他部門 

洗車機は、国内需要の減少、原油高騰によるガソリンスタンド経営の悪化を受けて厳し

い販売状況が続いておりますが、一方で、乾燥時のブロワー音を大幅に低減した「超静音

クリスタルドライシステム」の全機種への展開を図り需要層を拡大、他社との差異化で騒

音問題を抱えているスタンドを中心に拡販を図っております。 

車いすをワゴン車に搭載する福祉リヤリフトは市場の旺盛な需要に支えられ、住宅関連

のルネス事業は大型分譲物件が寄与し、受注・売上・利益ともに計画を上回ることができ

ました。 

この結果、当部門の受注高は 70 億 68百万円(前年同期比 20.0％増)、売上高は 62 億 47

百万円(前年同期比 5.3％増)、営業利益は３億 21 百万円(前年同期比 31.3％減)を計上いた

しました。 

 

③通期の見通し 

米国のサブプライムローン問題、原油価格の高騰とそれに伴う物価への影響などにより、

国内外の経済は下振れリスクの増大も指摘されており、また国内では、建築基準法の改正

に伴う審査期間の長期化による着工遅延などもあって、当社事業環境への影響も懸念され

ます。 

このような事業環境の中、当社グループは平成 19 年４月を起点とする中期３ヵ年経営計

画「Jump up for 2010」をスタートさせ、引き続き持続的成長路線を堅持すべく、海外市

場のさらなる開拓と海外事業の充実に加え、サービス事業の拡大を図ることにより、営業

利益率 10％を目指していきます。 

また、平成 19 年４月に、グループの経営全般にわたるリスクの認識・評価と適切な対応

体制の整備・運用を行う「内部統制統轄」を新設するとともに、財務報告の信頼性の確保

を中心に内部統制の仕組みの構築を推進する「管理統轄」の機能も充実させ、当社のコー

ポレートガバナンス体制を一層充実・強化していきます。 

通期の見通しにつきましては、自動車業界向け搬送システム事業は、国内・北米・東南

アジア・インド等での積極的な設備投資を受けて堅調に推移し、国内の IT・食品・飲料・

医薬などの製造業や流通業界向けの物流センタ－・工場内の保管・搬送・仕分け・ピッキ

ングシステム事業でも、卸・流通業界の再編に伴う需要が創出される一方、中・小型シス

テム分野や豊富な納入実績を基盤としたサービス・リニューアル事業も拡大するとみてお
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ります。エレクトロニクス業界向けクリーンルーム内の搬送・保管システム事業は、液晶

業界ではパネル需要の逼迫を受け、テレビ画面大型化や有機ＥＬに向けた投資が動き出す

兆候があり、また、引き続き堅調を維持すると予想される半導体業界の設備投資とともに、

今期の受注拡大ひいては来期の業績向上に寄与するものと期待しております。 

一方、電子機器事業においては営業力全般の強化と、主力商品の市場ニーズを的確に把

握した開発を強化するとともに、金融機関向けＩＰ電話関連用途の需要開拓や、高画質な

遠距離配信を可能にした機器開発と拡販等を積極的に推進しておりますが、当期について

は残念ながら、当初計画を下回る見通しです。 

このような状況を踏まえ、通期の業績といたしまして次の通り予想しております。 

 

        平成20年３月期の連結通期業績予想   平成20年３月期の個別通期業績予想  

 

受  注  高    2,270 億円（前期比 3.9％減）  1,630 億円（前期比  7.4％減）   

売  上  高    2,300 億円（前期比 1.2％減）  1,680 億円（前期比 2.2％減）   

営 業 利 益     195 億円（前期比 3.5％増）    125 億円（前期比 3.7％増）   

経 常 利 益     194 億円（前期比 4.9％増）    126 億円（前期比 6.3％増）   

当期純利益     114 億円（前期比 0.2％増）      70 億円（前期比  9.2％減）   

 

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。 

 

（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債および純資産の状況 

当中間連結会計期間末における総資産は 1,954億８百万円（前年同期比 137 億 64百万円

の増加）となりました。これは、大型プロジェクトの売上計上等による受取手形及び売掛

金の増加 117 億 87 百万円やそれに伴う棚卸資産の減少 30 億 47 百万円、本社社屋改修・増

築等による固定資産の増加 30億 90 百万円が主な要因であります。 

負債は、1,096 億 98百万円（前年同期比 10 億 97 百万円の増加）となりました。支払手

形及び買掛金が 69億 43 百万円減少した一方、前受金が 47 億 15 百万円、有利子負債が 44

億 26 百万円それぞれ増加いたしました。 

純資産につきましては、利益剰余金の増加 90 億 52百万円等もあり、857 億９百万円（前

年同期比 126 億 66 百万円の増加）となりました。これにより、自己資本比率は 41.9％（前

年同期は 39.4％）となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前年同期に比べ 18 億６百万円減

少し、213億 84 百万円（前年同期は 231 億 90百万円）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、84 億 78 百万円の収入超過（前年同期は 26 億 17 百万円の
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収入超過）となりました。これは、税金等調整前中間純利益が 109 億 44百万円と伸張し

たことに加え、前受金等が増加したことが主な要因であります。 

（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、28 億 21 百万円の支出超過（前年同期は 38 億 16 百万円の

支出超過）となりました。これは主に本社社屋改修・増築等、固定資産の取得による支

出 16 億 54百万円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） 

財務活動におきましては、48億 46 百万円の支出超過（前年同期は 68億 11 百万円の支

出超過）となりました。これは主に社債（私募債）償還のための支払基金の交付による

支出 30 億円と配当金の支払いによる支出 16 億 94百万円によるものであります。 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
平成 16年 
３月期 

平成 17年 
３月期 

平成 18年 
３月期 

平成 19年 
３月期 

平成 19年 
９月期 

自己資本比率 37.8％ 36.2％ 37.8％ 39.6％ 41.9％ 

時価ベースの 
自己資本比率 

50.0％ 59.7％ 120.2％ 99.2％ 76.0％ 

キャッシュ・フロー
対有利子負債比率 

5.4 2.6 7.1 39.0 － 

インタレスト・ 
カバレッジ・レシオ 7.0 14.3 8.1 1.6 44.5 

 

  自己資本比率           ：（純資産－少数株主持分－新株予約権）／総資産 
  時価ベースの自己資本比率     ：株式時価総額／総資産 
  キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
  （中間期は記載しておりません） 
  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。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社は、株主各位に対する利益還元を経営の最重要方針と位置づけ、剰余金の配当につきま

しては、連結純利益をベースとしました業績連動による配当政策を取り入れております。 

残余の剰余金につきましては内部留保金として、今後の成長に向けた投資資金に充てる方針

であります。 

この方針を踏まえ、当期におきましては、中間配当を 10 円、期末配当を 15 円とし、年間合

計１株当たり 25 円配当とさせていただくことを予定しております。 

 

（４）その他報告事項 

① 平成 19 年５月 20 日、当社は創立 70 周年を迎えました。記念事業の一環として、新

コーポレートスローガン「Material Handling and Beyond」を制定。マテハンをコア

とする揺るぎない企業姿勢と、そこから広がるさまざまな世界を表現しています。70

周年を機に、滋賀事業所の地元の福祉施設へ当社製車いす用リヤリフト搭載車両を計



フ株式会社ダイフク（6383） 平成 20 年３月期中間決算短信 

 ― 7 ― 

３台寄贈したほか、記念誌の発行、新社章の制定などを行いました。福祉車両の寄贈

は来期以降も継続していきます。 

② 平成 19 年４月、設計・製造など技術系を中心とした人材の育成を担当する社内の技

能教育センターを、基礎・要素技術の研究開発を行っている子会社「ダイフク技術研

究所」に編入。新たに株式会社ダイフク研究・研修センターとしてスタートさせまし

た。昨年 11 月に第１回技能コンクール・世界大会を主催したほか、パソコンを活用

した自己学習システムの推進など、国境を越えた積極的な研修で、モノ作りに関する

人材・技術双方の育成と創造に務めています。 

③ 平成 19 年６月、本社敷地内に「２号館」が完成しました。本社社屋の耐震補強工事

実施に伴い、食堂等の厚生施設や、営業活動のスペース確保などを目的に建設が進め

られていたものです。昨年 10 月に完成した滋賀事業所内の新工場２棟と並ぶ、70 周

年のモニュメント的建物になりました。 

④ 平成 19年６月、当社の社債格付けが「ＢＢＢ＋」から「Ａ－」に格上げされました。

Ａ格債への復帰は 1998 年３月以来。近年の好業績により、収益基盤の強化・拡充が

進んでいること、財務耐久性が向上していることなどが評価されました。 

⑤ 平成 19年６月、ロジスティクス総合展示場「日に新た館」をリニューアルしました。

1994 年の開館以来初の大規模なもので、展示品を最新機種に大幅に更新したほか、ク

リーンルーム向け搬送・保管システム、洗車機、ボウリング関連製品も新たに加えま

した。また、９月に東京ビッグサイトで開催された「自動認識総合展」に出展したＲ

ＦＩＤ（無線ＩＣタグ）活用例も展示し、バーコードに代わる自動認識システムとし

て、早くから研究・開発を進めてきたＲＦＩＤの物流現場における実用化を促進して

います。 

⑥ 世界各地の事業所で、ＩＳＯ認証を相次ぎ取得しています。ダイフクブランドとして

の品質の向上・維持を図るため、生産機能を持つ海外現法のＩＳＯ9001 および 14001

の認証取得を推進してきました。その結果、４月に「DAIFUKU AMERICA CORP.」（アメ

リカ）がＩＳＯ9001、８月に「上海康泰克電子技術有限公司」（中国）、９月に「江蘇

大福日新自動輸送機有限公司」（中国）がＩＳＯ14001 を取得。また、「ATS CO., LTD.」

（韓国）は８月に両認証を同時に取得しました。 
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２．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20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、㈱コンテックとその連結子会社５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 
キュービカエーエムエフをはじめ連結子会社２社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 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 EUROPE LTD. 

○ DAIFUKU MECHATRONICS (SINGAPORE) PTE. LTD. 

○ DAIFUKU-WIS TECHNOLOGIES PTE. LTD. 

○ DAIFUKU (MALAYSIA) SDN. BHD. 

○ 台灣大福物流科技股份有限公司 

○ 台灣大福高科技設備股份有限公司 

○ 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 
○ 江蘇大福日新自動輸送機有限公司 

○ P.T. DAIFUKU INDONESIA  
○ DAIFUKU INDIA PRIVATE LTD.  

 子 会 社 

○ ㈱ダイフクユニックス 

○ DAIFUKU CARWASH-MACHINE KOREA INC. 

○ 大福洗車設備（上海）有限公司 
○ ㈱ダイフクボウルモアー 

○ ㈱ダイフク キュービカエーエムエフ 

 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 

○ ㈱コンテック・イーエムエス 

○ CONTEC MICROELECTRONICS U.S.A. INC. 

○ 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 

○ 台湾康泰克股份有限公司 

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 

○ ㈱ダイフクデザインアンドエンジニアリング(旧社名 ㈱ｴｲ･ﾋﾟｰ･ｴｽ) 

○ ㈱ダイフク研究・研修センター(旧社名 ㈱ﾀﾞｲﾌｸ技術研究所) 
○ ㈱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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３. 経営方針 
 

（１）会社の経営の基本方針等 

会社の経営の基本方針、中長期的な経営戦略、目標とする経営指標、会社の対処すべき

課題につきましては、平成 19 年３月期決算短信（平成 19 年５月 17 日開示）により開示

を行った内容から重要な変更がないため開示を省略します。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

 http://www.daifuku.co.jp 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

 http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

 

（２）その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 
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４. 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18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19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   23,202   17,576   19,980  

２ 受取手形及び売掛金 ※４  45,246   57,033   61,474  

３ 有価証券   ―   4,600   ―  

４ 棚卸資産   57,510   54,462   52,547  

５ 繰延税金資産   3,457   2,944   3,678  

６ その他   6,759   10,140   8,006  

貸倒引当金   △321   △228   △185  

流動資産合計   135,854 74.8  146,529 75.0  145,501 74.6 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１          

(1) 建物及び構築物 ※３ 16,859   17,536   17,330   

(2) 機械装置及び運搬具  3,349   3,747   3,811   

(3) 工具器具及び備品  1,331   1,276   1,361   

(4) 土地 ※３ 8,121   10,132   10,087   

(5) 建設仮勘定  913   826   785   

(6) その他  90 30,667 16.8 121 33,640 17.2 98 33,473 17.1 

２ 無形固定資産           

(1) のれん  1,214   1,808   1,155   

(2) その他 ※３ 1,819 3,033 1.7 1,579 3,387 1.7 1,913 3,068 1.6 

３ 投資その他の資産           

(1) 投資有価証券  5,537   4,968   5,656   

(2) 長期貸付金  459   427   445   

(3) 繰延税金資産  4,156   2,909   3,662   

(4) その他  2,310   3,884   3,551   

貸倒引当金  △377 12,087 6.7 △338 11,850 6.1 △344 12,970 6.7 

固定資産合計   45,789 25.2  48,879 25.0  49,513 25.4 

資産合計   181,643 100.0  195,408 100.0  195,015 100.0 
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前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19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   40,742   33,798   44,190  

２ 短期借入金 ※３  4,006   10,326   6,452  

３ 一年以内に償還予定の社債   ―   7,000   3,000  

４ 未払法人税等   2,815   2,904   3,545  

５ 繰延税金負債   ―   18   31  

６ 前受金   16,526   21,242   13,352  

７ 役員賞与引当金   62   122   ―  

８ その他   13,297   14,601   14,578  

流動負債合計   77,450 42.7  90,015 46.0  85,150 43.7 

Ⅱ 固定負債           

１ 社債   7,000   ―   4,000  

２ 新株予約権付社債   5,000   4,998   4,998  

３ 長期借入金 ※３  13,257   11,365   15,313  

４ 長期未払金   2,421   1,604   2,370  

５ 繰延税金負債   ―   3   48  

６ 退職給付引当金   3,234   1,428   2,175  

７ その他   235   283   241  

固定負債合計   31,150 17.1  19,683 10.1  29,147 14.9 

負債合計   108,600 59.8  109,698 56.1  114,297 58.6 

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   8,023 4.4  8,024 4.1  8,024 4.1 

２ 資本剰余金   9,025 5.0  9,029 4.6  9,028 4.6 

３ 利益剰余金   52,791 29.0  61,843 31.7  57,577 29.5 

４ 自己株式   △197 △0.1  △267 △0.1  △240 △0.1 

株主資本合計   69,641 38.3  78,630 40.3  74,389 38.1 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券評価差額金   942 0.5  642 0.3  1,001 0.5 

２ 繰延ヘッジ損益   △96 △0.0  16 0.0  △60 0.0 

３ 為替換算調整勘定   1,123 0.6  2,501 1.3  1,896 1.0 

評価・換算差額等合計   1,968 1.1  3,159 1.6  2,837 1.5 

Ⅲ 少数株主持分   1,432 0.8  3,919 2.0  3,490 1.8 

純資産合計   73,043 40.2  85,709 43.9  80,717 41.4 

負債純資産合計   181,643 100.0  195,408 100.0  195,015 100.0 
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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18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19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18年４月１日 
至 平成19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   105,506 100.0  110,999 100.0  232,703 100.0 

Ⅱ 売上原価   83,791 79.4  86,563 78.0  186,991 80.4 

売上総利益   21,714 20.6  24,436 22.0  45,712 19.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費           

１ 販売費 ※１ 6,768   7,005   14,213   

２ 一般管理費 ※１ 6,320 13,088 12.4 6,797 13,803 12.4 12,662 26,875 11.5 

営業利益   8,626 8.2  10,632 9.6  18,836 8.1 

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息  84   150   249   

２ 受取配当金  56   57   67   

３ その他  152 293 0.2 446 654 0.6 250 567 0.2 

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息  216   190   471   

２ 為替差損  10   76   187   

３ その他  224 450 0.4 183 451 0.4 256 916 0.4 

経常利益   8,468 8.0  10,835 9.8  18,487 7.9 

Ⅵ 特別利益           

１ 固定資産売却益  0   0   92   

２ 投資有価証券売却益  ―   231   136   

３ 持分変動利益  ―   ―   100   

４ その他  26 26 0.0 21 252 0.2 31 360 0.2 

Ⅶ 特別損失           

１ 固定資産売却損  0   0   40   

２ 固定資産除却損  22   75   451   

３ その他  43 66 0.0 68 144 0.1 ― 492 0.2 

税金等調整前中間(当期) 
純利益 

  8,428 8.0  10,944 9.9  18,355 7.9 

法人税、住民税 
及び事業税 

 2,489   2,906   6,046   

法人税等調整額  328 2,818 2.7 1,669 4,575 4.2 611 6,657 2.9 

少数株主利益   146 0.1  351 0.3  315 0.1 

中間(当期)純利益   5,463 5.2  6,017 5.4  11,382 4.9 
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③ 中間連結株主資本等変動計算書 

前中間連結会計期間(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 

 役員賞与   △5  △5 

 中間純利益   5,463  5,463 

 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 

 役員賞与      △5 

 中間純利益      5,463 

 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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当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19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19年３月31日残高 8,024 9,028 57,577 △240 74,389 

中間連結会計期間中の変動額      

 剰余金の配当   △1,698  △1,698 

役員賞与   △11  △11 

 中間純利益   6,017  6,017 

 自己株式の取得    △27 △27 

 自己株式の処分  1  0 1 

 連結子会社増加に伴う変動額   △40  △40 

 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 ― 1 4,266 △26 4,240 

平成19年９月30日残高 8,024 9,029 61,843 △267 78,630 

 

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19年３月31日残高 1,001 △60 1,896 2,837 3,490 80,717 

中間連結会計期間中の変動額       

 剰余金の配当      △1,698 

 役員賞与      △11 

 中間純利益      6,017 

 自己株式の取得      △27 

 自己株式の処分      1 

 連結子会社増加に伴う変動額      △40 

 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) △358 76 605 322 429 751 

中間連結会計期間中の変動額合計 △358 76 605 322 429 4,992 

平成19年９月30日残高 642 16 2,501 3,159 3,919 85,709 
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前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31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 

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 1 0   2 

 剰余金の配当   △3,171  △3,171 

 役員賞与   △5  △5 

 当期純利益   11,382  11,382 

 自己株式の取得    △69 △69 

 自己株式の処分  4  1 6 

 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連結 
 会計年度中の変動額(純額) 

     

連結会計年度中の変動額合計 1 5 8,182 △67 8,121 

平成19年３月31日残高 8,024 9,028 57,577 △240 74,389 

 

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 

連結会計年度中の変動額       

新株の発行      2 

 剰余金の配当      △3,171 

 役員賞与      △5 

 当期純利益      11,382 

 自己株式の取得      △69 

 自己株式の処分      6 

 連結子会社増加に伴う変動額      △22 

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額) 

△520 △60 803 222 2,569 2,791 

連結会計年度中の変動額合計 △520 △60 803 222 2,569 10,913 

平成19年３月31日残高 1,001 △60 1,896 2,837 3,490 80,717 
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④ 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18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日
至 平成19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 

 8,428 10,944 18,355

減価償却費  1,319 1,640 2,885

のれん償却額  61 79 124

固定資産売却益  △0 △0 ―

固定資産除売却損  22 75 492

投資有価証券売却益  ― △231 △136

持分変動利益  ― ― △100

受取利息及び受取配当金  △140 △208 △316

支払利息  216 190 471

売上債権の 
減少額又は増加額(△) 

 7,873 5,325 △7,664

棚卸資産の増加額  △11,473 △1,173 △5,964

仕入債務の 
増加額又は減少額(△) 

 5,770 △11,409 8,684

前受金等の 
増加額又は減少額(△) 

 △2,484 9,410 △5,930

その他  △3,771 △2,546 △3,769

小計  5,820 12,096 7,131

利息及び配当金の受取額  140 208 310

利息の支払額  △302 △190 △543

法人税等の支払額  △3,083 △3,631 △6,048

その他  42 △4 14

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 2,617 8,478 864
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日
至 平成19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 

 △13 △679 △116

投資有価証券の 
売却による収入 

 0 ― 676

固定資産の取得による支出  △3,895 △1,654 △9,721

固定資産の売却による収入  2 32 111

貸付金の回収による収入  8 13 21

定期預金の預入による支出  △2 △735 △2

子会社株式・出資金の 
取得による支出 

 ― ― △510

その他  84 201 △714

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △3,816 △2,821 △10,257

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  68 36 868

長期借入による収入  5,018 ― 11,193

長期借入金の 
返済による支出 

 △9,861 △151 △12,394

少数株主の増資引受による 
払い込み収入 

 ― ― 1,339

自己株式の取得による支出  △26 △27 △69

自己株式の売却による収入  2 1 6

社債（私募債）償還のための
支払基金の交付による支出 

 ― △3,000 ―

親会社による配当金の 
支払額 

 △2,032 △1,694 △3,163

その他  18 △11 △109

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △6,811 △4,846 △2,328

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 △65 337 424

Ⅴ 現金及び現金同等物 
の増加額又は減少額(△) 

 △8,075 1,148 △11,297

Ⅵ 現金及び現金同等物 
の期首残高 

 29,851 19,969 29,851

Ⅶ 連結範囲の変更による 
  現金及び現金同等物の増加額 

 1,415 266 1,415

Ⅷ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 23,190 21,384 19,969
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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18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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 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 40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
て非連結子会社でありま
した株式会社ダイフクキ
ュービカエーエムエフ、
DAIFUKU INDIA PRIVATE 
LTD.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２
社増加しております。 

(1) 連結子会社の数 38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、株式会
社ダイフクソフトウェア
開発と合併、上海康泰克
数字設備有限公司は、上
海康泰克電子技術有限公
司と合併し、また瀋陽康
泰克電子技術有限公司及
びCONTEC MICROELECTRON 
ICS EUROPE B.V.は、清
算いたしましたので、当
連結会計年度に連結の範
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  
INDONESIA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
社の数が差引き１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
  ・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
・DAIFUKU INDIA  
PRIVATE LTD. 

・株式会社ダイフクキ
ュービカエーエムエ
フ(新規取得) 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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(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
い関連会社２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２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 

  ・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.  

  ・株式会社ダイフクキ
ュービカエーエムエ
フ(新規取得) 

  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、 
 DAIFUKU(MALAYSIA)  
 SDN. BHD.、 
 ATS CO., LTD.、 
 CLEAN FACTOMATION,  
 INC.、 
 DAIFUKU(THAILAND)  
 LTD.、 
 CONTEC  
 MICROELECTRONICS  
 U.S.A. INC.、 
 MIMATS CO., LTD.、 

 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、 
 DAIFUKU(MALAYSIA)  
 SDN. BHD.、 
 ATS CO., LTD.、 
 CLEAN FACTOMATION,  
 INC.、 
 DAIFUKU(THAILAND)  
 LTD.、 
 CONTEC  
 MICROELECTRONICS  
 U.S.A. INC.、 
 MIMATS CO., LTD.、 

 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、 
 DAIFUKU(MALAYSIA)  
 SDN. BHD.、 
 ATS CO., LTD.、 
 CLEAN FACTOMATION,  
 INC.、 
 DAIFUKU(THAILAND)  
 LTD.、 
 CONTEC  
 MICROELECTRONICS  
 U.S.A. INC.、 
 MIMATS CO., LTD.、 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  DAIFUKU CARWASH- 

 MACHINE KOREA INC.、 

 P.T.DAIFUKU  

 INDONESIA、 

 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 CARWASH- 

 MACHINE KOREA INC.、 

 P.T.DAIFUKU  

 INDONESIA、 

 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、 

 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 CARWASH- 

 MACHINE KOREA INC.、 

 P.T.DAIFUKU  

 INDONESIA、 

 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、 

 台湾康泰克股份有限公司

 

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18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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

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 

    …同左 

   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) 

     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 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 ―――  (会計方針の変更) 

   当社及び国内連結子
会社は、法人税法の改
正に伴い、当中間連結
会計期間より、平成19
年４月１日以降に取得
した有形固定資産につ
いて、改正後の法人税
法に基づく減価償却の
方法に変更しておりま
す。 

   これにより従来の方
法によった場合と比
べ、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８百万円減少してお
ります。 

   なお、セグメント情
報に与える影響につい
ては、当該箇所に記載
しております。 

――― 

 ―――  (追加情報) 

   当社及び国内連結子

会社は、法人税法の改

正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した

資産については、改正

前の法人税法に基づく

減価償却の方法の適用

により取得価額の５％

に達した連結会計年度

の翌連結会計年度よ

り、取得価額の５％相

当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費

に含めて計上しており

ます。 

  これにより従来の方法

によった場合と比べ、

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

53百万円減少しており

ます。 

  なお、セグメント情報

に与える影響について

は、当該箇所に記載し

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 のれん 

   当社及び連結子会社

が計上しているのれん

の償却は主に５年から

15年の定額法によって

おります。 

 ② のれん 

   当社及び連結子会社

が計上しているのれん

の償却は５年から15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18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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。 

 ② 役員賞与引当金 

   当社及び国内連結子

会社は、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 

同左 

 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18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  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

(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。 



 
 
 

株式会社ダイフク（6383） 平成20年３月期中間決算短信 
 

― 25 ― 

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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

差額は純資産の部におけ

る少数株主持分及び為替

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 

同左 

(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、換算差額は純

資産の部における少数株

主持分及び為替換算調整

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18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

（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

務諸表規則により作成しておりま

す。 

――― (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準) 

 当連結会計年度より、「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、77,286百万円であります。

 なお、連結財務諸表規則の改正に

より、当連結会計年度における連結

貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の連結財務諸表規則によ

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。 

 なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しておりま

す。 

――― (役員賞与に関する会計基準) 

 当連結会計年度より「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

び税金等調整前当期純利益は、それ

ぞれ242百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しておりま

す。 
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表示方法の変更 
 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19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。 

――― 

――― （中間連結貸借対照表関係） 

 内国法人の発行する譲渡性預金は、従来、「現金及

び預金」に含めて表示していましたが、「金融商品会

計に関する実務指針」（会計制度委員会報告第14号、

平成12年１月31日公表、 終改正平成19年７月４日）

の改正に伴い、「有価証券」に含めて表示しておりま

す。 

 なお、前中間連結貸借対照表の「現金及び預金」に

含まれる内国法人の発行する譲渡性預金は、4,000百万

円であります。 

 
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18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日) 

※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37,055百万円であります。

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は36,449百万円であります。

 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 

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 

31百万円

 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 

42百万円

  (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 

108百万円

  (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 

113百万円

※３ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産 

建物 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 126百万円

土地 200 

その他 53 

合計 380 

   担保付対応債務 

短期借入金 155百万円

長期借入金 38 

合計 193 
 

※３ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産 

建物 135百万円

土地 200 

その他 51 

合計 387 

   担保付対応債務 

短期借入金 119百万円

長期借入金 56 

合計 175 
 

※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 

※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 

           576百万円 

※４ 当連結会計年度末日満期手形

   当連結会計年度末日の満期手

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、当連結会計年

度末日は金融機関の休日であっ

たため、次の満期手形が当連結

会計年度末日残高に含まれてお

ります。 

    受取手形 

           492百万円 
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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18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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 

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 

399百万円 
     広告宣伝費 

129 
     給与及び賞与 

2,910 
     退職給付引当金繰入額 

△3 
     福利厚生費 

539 
     旅費交通費 

762 
     賃借料 

306 
     減価償却費 

55 

※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 

590百万円 
     広告宣伝費 

235 
     給与及び賞与 

6,281 
     退職給付引当金繰入額 

3 
     福利厚生費 

1,204 
     旅費交通費 

1,602 
     賃借料 

557 
     減価償却費 

99 
 

  (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 

609百万円 
     給与及び賞与 

2,242 
     退職給付引当金繰入額 

△5 
     役員退職慰労引当金繰入

額 
― 

     福利厚生費 
291 

研究開発費 
1,229 

減価償却費 
449 

  (2) 一般管理費 
     役員報酬 

1,255百万円 
     給与及び賞与 

3,765 
     退職給付引当金繰入額 

1 
     役員退職慰労引当金繰入

額 
209 

     福利厚生費 
404 

研究開発費 
2,417 

減価償却費 
1,076 
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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間（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 
 
(注) １ 普通株式の自己株式の増加15,163株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

２ 普通株式の自己株式の減少1,749株は、単元未満株主への単元未満株式の売渡しによるものであります。 
 
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 

 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19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) 113,671 ― ― 113,671 
 
 
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) 437,038 17,569 1,355 453,252 
 
(注) １ 普通株式の自己株式の増加17,569株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

２ 普通株式の自己株式の減少1,355株は、単元未満株主への単元未満株式の売渡しによるものであります。 
 
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19年5月17日 
取締役会 普通株式 1,698 15 平成19年3月31日 平成19年6月29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19年11月15日 
取締役会 普通株式 利益剰余金 1,132 10 平成19年9月30日 平成19年12月７日 
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前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31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 当連結会計年度末 

普通株式(千株) 113,670 0 ― 113,671 
 
(注) 普通株式の増加は、転換社債型新株予約権付社債の行使による株式の交付（773株）によるものであります。 
 

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 当連結会計年度末 

普通株式(株) 400,683 40,330 3,975 437,038 
 
(注) １ 普通株式の自己株式の増加40,330株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

２ 普通株式の自己株式の減少3,975株は、単元未満株主への単元未満株式の売渡しによるものであります。 
 
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 

平成18年11月16日 
取締役会 普通株式 1,132 10 平成18年９月30日 平成18年12月12日 

 
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

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19年５月17日 
取締役会 普通株式 利益剰余金 1,698 15 平成19年３月31日 平成19年６月29日 

 

(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18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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19年９月30日) 
現金及び預金勘定 17,576百万円
預入期間が３ヵ月を 
超える定期預金 △791 

取得日から３ヵ月以
内に償還期限の到来
する短期投資(有価証
券) 

4,600 

現金及び現金同等物 21,384 
 

 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19年３月31日) 
現金及び預金勘定 19,980百万円
預入期間が３ヵ月を 
超える定期預金 △10 

現金及び現金同等物 19,969 
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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、車いす用リヤリフト 

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

４ 会計処理の変更 
   「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」に記載のとおり、当中間連結会計期

間より役員賞与は、「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。 

   この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当中間連結会計期間の営業費用は電子機器事業
において２百万円、消去または全社の項目において60百万円増加し、営業利益はそれぞれ同額減少して

おります。 

 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19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 99,729 5,022 6,247 110,999 ― 110,999 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

72 5,610 1,484 7,167 (7,167) ― 

計 99,801 10,633 7,731 118,166 (7,167) 110,999 

営業費用 86,556 10,208 7,410 104,175 (3,808) 100,366 

営業利益 13,245 424 321 13,991 (3,358) 10,632 

(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、車いす用リヤリフト、ボウリング場向け関連商品 

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 3,358百万円
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４ 会計処理の変更 
   「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社

は、法人税法の改正に伴い、当中間連結会計期間より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産
について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

   この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当中間連結会計期間の営業費用は、物流事業に
おいて２百万円、電子機器事業において０百万円、その他の事業において０百万円、消去または全社の
項目において３百万円増加し、営業利益はそれぞれ同額減少しております。 

５ 追加情報 

   「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社
は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基
づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価
額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しておりま
す。 

   この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当中間連結会計期間の営業費用は、物流事業に

おいて33百万円、電子機器事業において1百万円、その他の事業において０百万円、消去または全社の
項目において17百万円増加し、営業利益はそれぞれ同額減少しております。 

 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19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 209,155 11,547 12,000 232,703 ― 232,703 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

134 12,165 3,353 15,653 (15,653) ― 

計 209,290 23,712 15,353 248,356 (15,653) 232,703 

営業費用 185,352 22,744 14,677 222,773 (8,906) 213,867 

営業利益 23,938 967 676 25,582 (6,746) 18,836 

(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、車いす用リヤリフト、ボウリング場向け関連商品 

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。 
当連結会計年度 6,746百万円

４ 会計処理の変更 
   「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」に記載のとおり、当連結会計年度より役

員賞与は、「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。 

   この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業費用は物流システム事業
において50百万円、その他の事業において17百万円、消去または全社の項目において174百万円増加し、
営業利益はそれぞれ同額減少しております。 
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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 
  (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。 

４ 会計処理の変更 
   「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」に記載のとおり、当中間連結会計期

間より役員賞与は、「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。 

   この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当中間連結会計期間の営業費用は国内において
２百万円、消去または全社の項目において60百万円増加し、営業利益はそれぞれ同額減少しております。 

 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19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 85,213 6,491 16,719 2,575 25,785 110,999 ― 110,999 

(2) セグメント間の内部 
売上高または振替高 

5,562 553 3,509 1 4,064 9,626 (9,626) ― 

計 90,775 7,044 20,229 2,576 29,850 120,625 (9,626) 110,999 

営業費用 79,657 6,654 17,765 2,557 26,976 106,634 (6,267) 100,366 

営業利益 11,117 390 2,464 18 2,873 13,991 (3,358) 10,632 

(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。 
４ 会計処理の変更 
   「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社

は、法人税法の改正に伴い、当中間連結会計期間より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産
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について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 
   この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当中間連結会計期間の営業費用は国内において

４百万円、消去または全社の項目において３百万円増加し、営業利益はそれぞれ同額減少しております。 
５ 追加情報 
   「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社

は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基
づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価
額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しておりま

す。 
   この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当中間連結会計期間の営業費用は国内において

35百万円、消去または全社の項目において17百万円増加し、営業利益はそれぞれ同額減少しております。 

 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19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 174,565 17,845 33,990 6,302 58,138 232,703 ― 232,703 

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

15,968 492 7,160 254 7,908 23,877 (23,877) ― 

計 190,533 18,338 41,151 6,557 66,047 256,581 (23,877) 232,703 

営業費用 169,628 17,825 37,079 6,464 61,369 230,998 (17,131) 213,867 

営業利益 20,905 512 4,072 92 4,677 25,582 (6,746) 18,836 
(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。 
４ 会計処理の変更 
   「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」に記載のとおり、当連結会計年度より役

員賞与は、「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。 

   この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業費用は国内において67百
万円、消去または全社の項目において174百万円増加し、営業利益はそれぞれ同額減少しております。 
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海外売上高 

前中間連結会計期間(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。 

 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19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 7,732 39,852 4,488 52,073 

Ⅱ 連結売上高 ― ― ― 110,999 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

7.0 35.9 4.0 46.9 

(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・タイ・台湾・韓国・中国 

(3) その他……イギリス・スペイン・デンマーク・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18年４月１日 至 平成19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 15,985 75,330 12,305 103,622 

Ⅱ 連結売上高 ― ― ― 232,703 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

6.9 32.4 5.3 44.5 

(注) １ 国又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・ロシア・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。 
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(企業結合等関係) 

該当事項はありません。 

 

(１株当たり情報) 
 

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

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 
632円28銭

 

１株当たり純資産額 
722円41銭

 

１株当たり純資産額 
682円01銭

 
１株当たり中間純利益金額 

48円24銭
 

１株当たり中間純利益金額 
53円15銭

 

１株当たり当期純利益金額 
100円50銭

 
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株当たり中間純利益金額 

52円26銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

98円82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株当たり中間(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18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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) 5,463 6,017 11,382 

普通株主に帰属しない金額 ― ― ― 

普通株式に係る中間(当期) 
純利益(百万円) 5,463 6,017 11,382 

普通株式の期中平均株式数(千株) 113,262 113,225 113,253 

    

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 1,932 1,933 

(うち転換社債型新株予約権付 
社債(千株)) 

(1,933) (1,932) (1,933)

 

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18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日) 

純資産の部の合計額(百万円) 73,043 85,709 80,717 

純資産の部の合計額から控除する 
金額(百万円) 

1,432 3,919 3,490 

 (うち少数株主持分) (1,432) (3,919) (3,490)

普通株式に係る中間期末(期末)の純資産
額(百万円) 

71,610 81,790 77,226 

１株当たり純資産額の算定に用いられ 
た中間期末(期末)の普通株式の数(千株) 113,256 113,218 113,234 
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(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

 

(開示の省略) 

リース取引、有価証券、デリバティブ取引、ストックオプション等に関する注記事項について

は、中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

 



　　　　　　　　　　株式会社ダイフク（6383）　平成20年３月期中間決算短信

（１） 生 産 実 績

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

91,842 85.6 101,096 87.6 188,354 85.8

11,885 11.1 10,482 9.1 23,912 10.9

3,553 3.3 3,892 3.3 7,151 3.3

107,281 100.0 115,472 100.0 219,418 100.0

　　(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 ％

123,323 91.0 117,646 90.5 214,054 90.6 126,401 96.9

6,350 4.7 5,283 4.1 10,519 4.5 2,233 1.7

5,890 4.3 7,068 5.4 11,673 4.9 1,812 1.4

135,565 100.0 129,998 100.0 236,246 100.0 130,447 100.0

　　(注)　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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

93,876 89.0 99,729 89.8 209,155 89.8

5,695 5.4 5,022 4.5 11,547 5.0

5,934 5.6 6,247 5.7 12,000 5.2

105,506 100.0 110,999 100.0 232,703 100.0

　　(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

平成19年９月中間期 平成19年３月期

自 平成18年４月 １日 自 平成19年４月 １日
至 平成18年９月30日 至 平成19年９月30日

金　　額 構成比金　　額 構成比

平成19年９月中間期

受　　　　　注　　　　　高

物 流 シ ス テ ム

電 子 機 器

金　　額 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

平成19年９月中間期末

そ の 他

合 計

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19年４月 １日

金　　額 構成比

物 流 シ ス テ ム

電 子 機 器

金　　額 構成比 金　　額 構成比

そ の 他

合 計

事 業 の 種 類 別
セ グ メン トの 名 称

平成18年９月中間期

自 平成18年４月 １日

金　　額 金　　額 構成比
至 平成19年3月31日

構成比 金　　額 構成比
至 平成18年９月30日

平成19年９月中間期 平成19年３月期

自 平成19年４月 １日 自 平成18年４月 １日
至 平成19年９月30日

物 流 シ ス テ ム

電 子 機 器

そ の 他

合 計

平成19年３月期

自 平成18年４月 １日
至 平成19年3月31日

金　　額 構成比

生 産、受 注 及 び 販 売 の 状 況

平成19年９月30日現在

自 平成18年４月 １日
至 平成19年3月31日

（ ）
至 平成18年９月30日 至 平成19年９月30日

受 注 残 高

平成18年９月中間期

－ 39 －
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５. 中間個別財務諸表 
① 中間貸借対照表 

 

 
前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 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 8,939   4,543   8,617   

２ 受取手形 2,953   6,155   3,081   

３ 売掛金 28,829   36,258   41,850   

４ 有価証券 ―   4,600   ―   

５ 棚卸資産 47,769   44,830   41,910   

６ 短期貸付金 2,215   961   737   

７ その他 4,897   6,382   4,559   

貸倒引当金 △3   △4   △4   

流動資産合計  95,601 66.4  103,725 67.6  100,752 66.8 

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産          

(1) 建物 12,508   11,922   11,919   

(2) 機械及び装置 2,221   2,613   2,832   

(3) 土地 6,747   8,642   8,635   

(4) その他 2,959   3,031   2,801   

有形固定資産合計 24,436  (17.0) 26,210  (17.1) 26,188  (17.3)

２ 無形固定資産 863  (0.6) 953  (0.6) 884  (0.6)

３ 投資その他の資産          

(1) 投資有価証券 4,688   4,578   4,392   

(2) 関係会社株式 12,166   12,297   12,051   

(3) その他 7,440   6,915   7,833   

投資損失引当金 △910   △910   △910   

貸倒引当金 △359   △321   △325   

投資その他の資産合計 23,026  (16.0) 22,559  (14.7) 23,041  (15.3)

固定資産合計  48,325 33.6  49,723 32.4  50,113 33.2 

資産合計  143,927 100.0  153,449 100.0  150,866 100.0 
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前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 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 3,906   2,521   3,109   

２ 買掛金 28,882   25,269   30,899   

３ 一年以内に返済予定の 
長期借入金 

―   7,000   4,000   

４ 一年以内に返済予定の社債 ―   7,000   3,000   

５ 未払法人税等 1,559   1,499   2,241   

６ 前受金 12,513   19,819   9,225   

７ 役員賞与引当金 60   80   ―   

８ その他 6,538   5,953   7,099   

流動負債合計  53,460 37.2  69,142 45.0  59,575 39.5 

Ⅱ 固定負債          

１ 社債 7,000   ―   4,000   

２ 新株予約権付社債 5,000   4,998   4,998   

３ 長期借入金 12,000   10,000   13,000   

４ 長期未払金 2,218   1,362   2,168   

５ 退職給付引当金 2,863   935   1,776   

６ その他 5   5   5   

固定負債合計  29,087 20.2  17,301 11.3  25,948 17.2 

負債合計  82,547 57.4  86,443 56.3  85,523 56.7 
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前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 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  8,024 5.2  8,024 5.3 

２ 資本剰余金          

(1) 資本準備金 2,005   2,006   2,006   

(2) その他資本剰余金 7,019   7,023   7,021   

資本剰余金合計  9,025 6.2  9,029 5.9  9,028 6.0 

３ 利益剰余金          

(1) 利益準備金 112   112   112   

(2) その他利益剰余金          

配当準備積立金 7,000   7,000   7,000   

固定資産圧縮積立金 182   417   422   

別途積立金 30,000   30,000   3,000   

繰越利益剰余金 6,701   12,171   10,332   

利益剰余金合計  43,996 30.5  49,701 32.5  47,867 31.8 

４ 自己株式  △197 △0.1  △267 △0.2  △240 △0.2 

株主資本合計  60,846 42.2  66,488 43.4  64,679 42.9 

Ⅱ 評価・換算差額等          

１ その他有価証券評価差額金  635   502   726  

２ 繰延ヘッジ損益  △102   14   △63  

評価・換算差額等 
合計 

 532 0.4  517 0.3  662 0.4 

純資産合計  61,379 42.6  67,006 43.7  65,342 43.3 

負債純資産合計  143,927 100.0  153,449 100.0  150,866 100.0 
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② 中間損益計算書 
 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 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  73,879 100.0  82,561 100.0  171,758 100.0 

Ⅱ 売上原価  61,317 83.0  68,178 82.6  144,117 83.9 

売上総利益  12,561 17.0  14,383 17.4  27,641 16.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  7,879 10.7  7,704 9.3  15,592 9.1 

営業利益  4,681 6.3  6,679 8.1  12,048 7.0 

Ⅳ 営業外収益          

１ 受取利息 28   38   52   

２ その他 140 169 0.2 499 538 0.7 390 442 0.3 

Ⅴ 営業外費用          

１ 支払利息 156   189   326   

２ その他 294 450 0.5 204 394 0.5 311 638 0.4 

経常利益  4,400 6.0  6,823 8.3  11,853 6.9 

Ⅵ 特別利益  91 0.1  4 0.0  1,543 0.9 

Ⅶ 特別損失  12 0.0  85 0.1  450 0.3 

税引前中間(当期)純利益  4,480 6.1  6,742 8.2  12,946 7.5 

法人税、住民税 
及び事業税 

1,375   1,477   4,230   

法人税等調整額 398 1,774 2.4 1,732 3,209 3.9 1,006 5,237 3.0 

中間(当期)純利益  2,705 3.7  3,532 4.3  7,709 4.5 
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③ 中間株主資本等変動計算書 

前中間会計期間(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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当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19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19年３月31日残高 8,024 2,006 7,021    9,028 112 7,000 422 30,000 10,332 47,867 △240 64,679 

中間会計期間中の変動額             

 剰余金の配当         △1,698 △1,698  △1,698 

 中間純利益         3,532 3,532  3,532 

 圧縮積立金の取崩       △5  5 ―  ― 

 自己株式の取得           △27 △27 

 自己株式の処分   1 1       0 1 

 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 

― ― 1 1 ― ― △5 ― 1,839 1,834 △26 1,808 

平成19年９月30日残高 8,024 2,006 7,023 9,029 112 7,000 417 30,000 12,171 49,701 △267 66,488 

 

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19年３月31日残高 726   △63 662 65,342 

中間会計期間中の変動額     

 剰余金の配当    △1,698 

 中間純利益    3,532 

 圧縮積立金の取崩    ― 

 自己株式の取得    △27 

 自己株式の処分    1 

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動 
 額(純額) 

△223 78 △145 △145 

中間会計期間中の変動額
合計 △223 78 △145 1,663 

平成19年９月30日残高 502 14 517 67,006 
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前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31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 

事業年度中の変動額             

 新株の発行 1 0  0        2 

 剰余金の配当(注１)         △3,171 △3,171  △3,171 

 当期純利益         7,709 7,709  7,709 

 別途積立金の積立(注２)        5,000 △5,000 ―  ― 

 圧縮積立金の積立(注３)       246  △246 ―  ― 

 圧縮積立金の取崩(注４)       △24  24 ―  ― 

 自己株式の取得           △69 △69 

 自己株式の処分   4 4       1 6 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額 

 (純額) 
            

事業年度中の変動額合計 1 0 4 5 ― ― 222 5,000 △684 4,537 △67 4,476 

平成19年３月31日残高 8,024 2,006 7,021 9,028 112 7,000 422 30,000 10,332 47,867 △240 64,679 

 
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 

事業年度中の変動額     

 新株の発行    2 

 剰余金の配当(注１)    △3,171 

 当期純利益    7,709 

 別途積立金の積立(注２)    ― 

 圧縮積立金の積立(注３)    ― 

 圧縮積立金の取崩(注４)    ― 

 自己株式の取得    △69 

 自己株式の処分    6 

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額 
 (純額) 

△470 △63 △533 △533 

事業年度中の変動額合計 △470 △63 △533 3,943 

平成19年３月31日残高 726 △63 662 65,342 

（注) １ 平成18年６月の定時株主総会における利益処分及び平成18年11月の取締役の決議に基づく剰余金の配当であります。 

２ 平成18年６月の定時株主総会における利益処分であります。 

３ 当事業年度中の決算処理であります。 

４ 平成18年６月の定時株主総会における利益処分及び当事業年度中の決算処理であります。 

  


