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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 56,069 ― 3,292 ― 3,553 ― 2,369 ―

20年3月期第1四半期 41,156 △4.7 3,026 11.8 3,164 24.8 1,677 12.9

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 20.93 20.58
20年3月期第1四半期 14.81 14.57

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

21年3月期第1四半期 207,203 86,175 39.7 726.87
20年3月期 222,386 88,709 38.0 746.59

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  82,281百万円 20年3月期  84,517百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 10.00 ― 16.00 26.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 10.00 ― 16.00 26.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 123,000 10.8 9,000 △15.4 9,000 △16.9 5,000 △16.9 44.17
通期 260,000 12.3 18,000 △12.9 17,700 △14.2 10,000 △15.9 88.34

－1－



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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注） 詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．業績予想（平成20年５月16日発表）のうち、第２四半期連結累計期間については修正を行っております。なお、通期については修正は行っておりません。当資料に記
載の業績予想は、現在入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事
項は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
２．当連結会計年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期 113,671,494株 20年3月期 113,671,494株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 470,790株 20年3月期 466,485株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期 113,202,044株 20年3月期第1四半期 113,231,570株

－2－
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

(1) 経営成績の分析 

当第１四半期連結会計期間における世界の経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した

先進各国の金融市場の混乱が長引いている中で、エネルギー・原材料・食料価格の高騰などの影響

も加わり、日米欧各国とも、厳しい景気局面を迎えました。とりわけ世界経済の中心をなす米国の

景気減速は、成長の牽引役を果たしてきた中国、インドなどの新興国へも影響を及ぼしつつあり、

総じて世界経済の先行きはますます不透明感が増しています。 

当業界におきましても、エネルギー・原材料高に加え、懸念される設備投資の抑制・繰り延べ傾

向、それによる受注競争激化などの影響をグローバルレベルの努力で克服していくことが求められ

ています。 

このような事業環境の中ではありましたが、当社グループにおいては、物流システム部門がほぼ

期初計画通りに推移いたしました。また、平成19年12月末に株式を100％取得した米国Jervis 

B.Webb Company（以下ウェブ社）が当第１四半期連結会計期間から損益計算書上の連結会社に加わ

ったことで、事業全体の枠組みが拡大いたしました。 

この結果、受注高は90,661百万円、売上高は56,069百万円を計上しました。なお、受注高には、

ウェブ社を連結するにあたり、同社の平成19年12月期の受注残高18,543百万円を含んでおります。 

利益につきましては、売上の拡大などが寄与した結果、営業利益は3,292百万円、経常利益は

3,553百万円、四半期純利益は2,369百万円をそれぞれ計上しました。 

 

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 物流システム事業 

受注面では、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

キングシステム事業および自動車生産ラインの搬送システム事業が、北米をはじめとする国内外

の景気変調の影響を受けたものの、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

ステム事業は好調を維持しました。近時は、医薬品卸業界に代表される国内流通業の再編に伴い、

大型の物流センターや配送センターを受注するなど、多様な業種向けの事業に取り組んでいる当

社グループの強みも発揮しています。 

売上面では、いずれの事業も前年同期を上回り、特に国内および欧米向けの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事業、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・保管システム事業が好

調でした。また、ウェブ社事業が当事業に加わり、売上に寄与しました。 

この結果、当事業の受注高は85,687百万円（前年同期比16.9％増）、売上高は51,444百万円

（前年同期比42.5％増）、営業利益は4,896百万円（前年同期比14.2％増）を計上いたしました。 

② 電子機器事業 

厚さ25ミリと業界最薄レベルの産業用パソコンなどの新商品を市場に投入し、積極的に販売活

動を行いましたが、半導体製造設備市場の落ち込み、原材料価格の高騰による自動車業界向け案

件の延期などの影響を受けました。 



 
株式会社ダイフク（6383）平成21年３月期 第１四半期決算短信  

 

 

― 4 ― 

この結果、当事業の受注高は2,061百万円(前年同期比26.5%減)、売上高は1,946百万円（前年同

期比13.3％減）にとどまりました。売上減により、営業損失として81百万円（前年同期比203.0％

減）計上のやむなきに至りました。 

③ その他事業 

主要製品の洗車機では、環境対応を他社との差異化のポイントと位置づけ、節水型洗車機シリ

ーズの第２弾「ワックスモアー・スフィーダ」を４月に発売しました。併せて軽自動車増加の波

をとらえて新規客獲得の販売支援策を打ち出すなど、セルフサービス式スタンド増の流れに乗り

前年同期より受注台数を伸ばすことができました。しかし、とどまるところを知らない原油価格

高騰がガソリンスタンド経営を大きく圧迫、環境は一段と厳しさを増しています。 

この結果、当事業の受注高は2,913百万円(前年同期比14.1%減)、売上高は2,678百万円（前年同

期比4.4％減）、営業利益は98百万円（前年同期比16.1％減）を計上するにとどまりました。 

 

所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①日本 

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

ム事業およびエレクトロニクス業界向けクリ－ンル－ム内の搬送・保管システム事業が大幅に増

加するなど、物流システム部門が好調に推移しました。 

売上高は37,974百万円（前年同期比18.5％増）となり、営業利益は4,396百万円（前年同期比

19.2％増）となりました。 

②在外 

北米を主とするウェブ社の事業が新たに加わったうえ、アジア地域におけるエレクトロニクス

業界向けクリ－ンル－ム内の搬送・保管システム事業が売上に寄与したため、売上高は18,095百

万円（前年同期比98.6％増）となりましたが、営業利益は517百万円（前年同期比35.0％減）を計

上するにとどまりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は207,203百万円（前連結会計年度末比6.8％減）と

なり、前連結会計年度末に比べ15,182百万円減少いたしました。これは受取手形及び売掛金が

14,398百万円減少したことが主な要因であります。 

当第１四半期連結会計期間末における負債は121,027百万円（前連結会計年度末比9.5％減）とな

り、前連結会計年度末に比べ12,649百万円減少いたしました。これは支払手形及び買掛金が7,204百

万円減少したことと、前受金が2,146百万円減少したことが主な要因であります。 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は86,175百万円（前連結会計年度末比2.9％減）とな

り、前連結会計年度末に比べ2,533百万円減少いたしました。これは利益剰余金が116百万円増加し

たものの、為替の変動により為替換算調整勘定が2,523百万円減少したことが主な要因であります。 
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（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、34,322百万円（前年同期比23.9％

増）となりました。 

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と増減要因は以下のとおりであ

ります。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,971百万円の収入超過（前年同期比7,976百万円の収入

減少）にとどまりました。これは、税金等調整前四半期純利益が3,556百万円、売上債権の減少によ

る収入が13,012百万円あったものの、仕入債務の減少による支出が6,822百万円、たな卸資産の増加

による支出が3,805百万円あったためであります。 

② 投資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・フローは、1,230百万円の支出超過（前年同期比200百万円の支出増

加）となりました。これは主に、固定資産の取得による支出1,346百万円によるものであります。 

③ 財務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・フローは、3,076百万円の収入超過（前年同期比4,634百万円の収入

増加）となりました。これは主に、運転資金として調達しました短期借入金の増加による収入が

8,945百万円ありましたが、配当金の支払による支出が1,812百万円、社債の償還による支出が4,000

百万円あったためであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成21年３月期の連結業績予想のうち、第２四半期連結累計期間については平成20年5月16日発表

の公表数値に修正を加えています。なお、通期については為替やエネルギー・原材料の動向等で近

来になく不透明な状況が続いていることから、現時点では平成20年５月16日発表の公表数値の修正

はしておりません。 

 

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） 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

① 簡便な会計処理 

一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変

化が認められないため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定してお

ります。 

たな卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末のたな卸資産残高の算出に関しては、実地たな卸を省略し前連

結会計年度末に係る実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなたな卸資産についての

み正味売却価額を見積り、簿価の切下げを行う方法で算定しております。 
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固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分

する方法で算定しております。 

税金費用の算定方法 

連結財務諸表において重要性が乏しく、経営環境等や一時差異の発生状況に著しい変化のな

い連結子会社については、税引前四半期純利益に前会計年度の損益計算書における税効果会計

適用後の法人税等の負担率を乗じて計算する方法で算定しております。 

未実現利益の消去額の算定方法 

連結会社相互間の取引によって取得したたな卸資産に含まれる未実現損益の消去については、

当第１四半期連結会計期間末のたな卸資産に占める当該資産の額及び当該取引に係る損益率を

合理的に見積る方法で算定しております。 

 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

当連結会計年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び

「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用して

おります。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

② 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による低価法

によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、

主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法）により算定しております。 

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微でありま

す。 

 

③ リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平

成５年６月17日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 

企業会計基準適用指針第16号）を平成20年４月１日以降開始する連結会計年度に係る四半期連

結財務諸表から適用できることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの

会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。 

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 
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④ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関す

る当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修

正を行っております。 

これにより、営業利益は96百万円減少し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それ

ぞれ93百万円減少しております。 

また、期首の利益剰余金から441百万円を減算したことに伴い、利益剰余金が同額減少して

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、平成20年度の法人税法の改正を契機として有形固定資産の耐用

年数を見直した結果、当第１四半期連結会計期間より機械及び装置の耐用年数の変更を行って

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四半期純利益は、それぞれ45百万円減少

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。 
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５ 四半期連結財務諸表 

(1) 【四半期連結貸借対照表】 

(単位：百万円) 

 

当第１四半期 

連結会計期間末 

(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

（資産の部）  

 流動資産  

  現金及び預金 34,754  31,749

  受取手形及び売掛金 47,837  62,235

  商品及び製品 3,109  3,400

  原材料及び貯蔵品 7,680  7,316

  仕掛品 45,262  42,796

  その他 15,500  18,031

  貸倒引当金 △256  △276

  流動資産合計 153,889  165,253

 固定資産  

  有形固定資産 36,561  39,130

  無形固定資産 3,483  3,703

  投資その他の資産  

   その他 13,595  14,626

   貸倒引当金 △325  △326

   投資その他の資産合計 13,269  14,299

  固定資産合計 53,314  57,133

 資産合計 207,203  222,386
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当第１四半期 

連結会計期間末 

(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

（負債の部）  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 34,830  42,034

  短期借入金 19,507  6,297

  1年内償還予定の社債 －  4,000

  未払法人税等 2,363  3,797

  前受金 20,137  22,284

  役員賞与引当金 145  75

  その他 18,970  21,922

  流動負債合計 95,955  100,413

 固定負債  

  社債 4,000  4,000

  新株予約権付社債 4,998  4,998

  長期借入金 10,033  14,263

  退職給付引当金 2,515  2,733

  役員退職慰労引当金 88  78

  その他 3,437  7,190

  固定負債合計 25,072  33,264

 負債合計 121,027  133,677

（純資産の部）  

 株主資本  

  資本金 8,024  8,024

  資本剰余金 9,030  9,030

  利益剰余金 66,703  66,587

  自己株式 △292  △286

  株主資本合計 83,466  83,355

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 308  127

  繰延ヘッジ損益 13  18

  為替換算調整勘定 △1,506  1,016

  評価・換算差額等合計 △1,184  1,162

 少数株主持分 3,893  4,191

 純資産合計 86,175  88,709

負債純資産合計 207,203  222,386
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(2) 【四半期連結損益計算書】 

第１四半期連結累計期間 

(単位:百万円) 

  

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年６月30日) 

売上高  56,069

売上原価  44,795

売上総利益  11,273

販売費及び一般管理費  

 販売費  4,158

 一般管理費  3,823

 販売費及び一般管理費合計  7,981

営業利益  3,292

営業外収益  

 受取利息  83

 受取配当金  60

 為替差益  151

 その他  166

 営業外収益合計  463

営業外費用  

 支払利息  181

 その他  21

 営業外費用合計  202

経常利益  3,553

特別利益  7

特別損失  

 固定資産除却損  3

 その他  0

 特別損失合計  4

税金等調整前四半期純利益  3,556

法人税、住民税及び事業税  1,573

法人税等調整額  △271

法人税等合計  1,302

少数株主損失（△）  △115

四半期純利益  2,369
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位:百万円) 

  
当第１四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税金等調整前四半期純利益  3,556

 減価償却費  925

 受取利息及び受取配当金  △144

 支払利息  181

 売上債権の増減額(△は増加)  13,012

 たな卸資産の増減額(△は増加)  △3,805

 仕入債務の増減額(△は減少)  △6,822

 前受金の増減額(△は減少)  △1,919

 その他  78

 小計  5,061

 利息及び配当金の受取額  144

 利息の支払額  △185

 法人税等の支払額  △3,100

 その他の収入  51

 営業活動によるキャッシュ・フロー  1,971

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 定期預金の払戻による収入  80

 固定資産の取得による支出  △1,346

 固定資産の売却による収入  34

 投資有価証券の取得による支出  △4

 子会社株式の取得による支出  △10

 その他  14

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,230

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 短期借入金の純増減額(△は減少)  8,945

 長期借入れによる収入  800

 長期借入金の返済による支出  △826

 社債の償還による支出  △4,000

 配当金の支払額  △1,812

 その他  △30

 財務活動によるキャッシュ・フロー  3,076

現金及び現金同等物に係る換算差額  △729

現金及び現金同等物の増減額(△は減
少) 

 3,088

現金及び現金同等物の期首残高  31,215

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金
同等物の増減額(△は減少) 

 18

現金及び現金同等物の四半期末残高  34,322

 



 
株式会社ダイフク（6383）平成21年３月期 第１四半期決算短信  

 

 

― 12 ― 

当連結会計年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財

務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、

「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

(4) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６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 51,444  1,946 2,678 56,069 －  56,069 

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

14  1,815 651 2,482 （2,482） － 

計 51,459  3,762 3,329 58,551 （2,482） 56,069 

営業利益又は営業損失(△) 4,896  △81 98 4,913 （1,621） 3,292 

(注) １ 事業の区分は、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 

(1) 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 

(2) 電子機器  ：PCボード類 

(3) 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 会計方針の変更 

   【定性的情報・財務諸表等】４（3）④に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より「連結財務

諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月

17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

   この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第１四半期連結会計期間の営業利益は、物流

システム事業において97百万円減少し、電子機器事業において０百万円、その他事業において０百万円

増加しております。 

４ 耐用年数の変更 

   【定性的情報・財務諸表等】４（3）（追加情報）に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、平

成20年度の法人税法の改正を契機として有形固定資産の耐用年数を見直した結果、当第１四半期連結会

計期間より機械及び装置の耐用年数の変更を行っております。 

   この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第１四半期連結会計期間の営業利益は、物流

システム事業において38百万円、電子機器事業において０百万円、その他事業において０百万円、消去

又は全社の項目において６百万円減少しております。 
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【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 

在  外 

 
日本 

(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 

37,974  10,751 5,769 1,574 18,095 56,069  －  56,069 

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

1,595  101 1,595 － 1,697 3,292  （3,292） － 

計 39,569  10,853 7,365 1,574 19,792 59,362  （3,292） 56,069 

営業利益又は 

営業損失(△) 
4,396  12 507 △2 517 4,913  （1,621） 3,292 

 

(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 本国以外の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 

３ 会計方針の変更 

   【定性的情報・財務諸表等】４（3）④に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より「連結財務

諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月

17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

   この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第１四半期連結会計期間の営業利益は、北米

において７百万円、アジアにおいて88百万円減少しております。 

４ 耐用年数の変更 

   【定性的情報・財務諸表等】４（3）（追加情報）に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、平

成20年度の法人税法の改正を契機として有形固定資産の耐用年数を見直した結果、当第１四半期連結会

計期間より機械及び装置の耐用年数の変更を行っております。 

   この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第１四半期連結会計期間の営業利益は、日本

において39百万円、消去又は全社の項目において６百万円減少しております。 
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【海外売上高】 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 

 北米 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 10,108 18,468 2,910  31,487 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － －  56,069 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売
上高の割合（％） 

18.0 32.9 5.2  56.2 

(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・・・インド・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・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。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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「参考資料」 

(1) (要約)前四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日) 

前年同四半期 

(平成20年３月期 
第１四半期) 科目 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 41,156

Ⅱ 売上原価 31,450

   売上総利益 9,705

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,679

   営業利益 3,026

Ⅳ 営業外収益 

 １ 受取利息及び受取配当金 118

 ２ その他 126

 営業外収益合計 244

Ⅴ 営業外費用 

 １ 支払利息 85

 ２ その他 20

 営業外費用合計 105

   経常利益 3,164

Ⅵ 特別利益 5

Ⅶ 特別損失 7

   税金等調整前四半期期純利益 3,162

   法人税、住民税及び事業税 1,172

   法人税等調整額 165

   少数株主利益 147

   四半期純利益 1,677
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(2) (要約)前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日) 

 
前年同四半期 

(平成20年３月期 
第１四半期) 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

   税金等調整前四半期純利益 3,162

   減価償却費 810

   のれん償却額 35

   固定資産除売却損 7

   受取利息及び受取配当金 △118

   支払利息 85

   売上債権の減少額 10,465

   たな卸資産の増加額 △12,081

   仕入債務の減少額 △5,738

   前受金等の増加額 17,392

   その他 △1,233

  小計 12,787

   利息及び配当金の受取額 118

   利息の支払額 △134

   法人税等の支払額 △2,902

   その他 78

  営業活動によるキャッシュ・フロー 9,947

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 △266

   固定資産の取得による支出 △772

   固定資産の売却による収入 13

   貸付金の回収による収入 1

   その他 △6

  投資活動によるキャッシュ・フロー △1,029

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 108

  長期借入金の返済による支出 △29

  自己株式の取得による支出 △9

  親会社による配当金の支払額 △1,602

  その他 △26

  財務活動によるキャッシュ・フロー △1,558

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 116

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 7,475

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 19,969

Ⅶ 連結の範囲の変更による現金及び現金同等物の増加額 266

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 27,712
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(3) セグメント情報 

事業の種類別セグメント情報 

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６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 

36,109 2,244 2,802 41,156 － 41,156

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

35 3,032 697 3,765 (3,765) －

計 36,144 5,277 3,499 44,921 (3,765) 41,156

 営業利益 4,286 79 117 4,483 (1,457) 3,026

(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 

所在地別セグメント情報 

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６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 

32,043 3,551 5,112 448 9,112 41,156 － 41,156

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高 

1,076 279 2,124 1 2,405 3,481 (3,481) －

計 33,120 3,831 7,236 449 11,517 44,638 (3,481) 41,156

 営業利益又は 
 営業損失(△) 

3,687 352 617 △174 795 4,483 (1,457) 3,026

(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 

海外売上高 

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６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 2,879 12,588 1,872 17,340

Ⅱ 連結売上高 － － － 41,156

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

7.0 30.6 4.5 42.1

(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・チェコ・トルコ 

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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(4) その他の情報 

生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

当四半期 

(平成21年３月期第１四半期) 

前年同四半期 

(平成20年３月期第１四半期) 

（参考）前期 

(平成20年３月期) 事業の種類別 

セグメントの名称 
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

物流システム 

百万円 

51,545 

％ 

89.9 

百万円 

50,317 

％ 

86.9 

百万円 

204,255 

％ 

87.8 

電子機器 4,073 7.1 5,476 9.5 20,493 8.8 

その他 1,693 3.0 2,141 3.6 7,834 3.4 

合計 57,312 100.0 57,935 100.0 232,583 100.0 

(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 受注実績 

受 注 高 受 注 残 高 

当四半期 

(平成21年３月期第１四半期) 

前年同四半期 

(平成20年３月期第１四半期) 

（参考）前期 

(平成20年３月期) 

当四半期 

(平成21年３月期第１四半期) 

事業の種類別 

セグメントの名称 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

物流システム 

百万円 

85,687 

％ 

94.5 

百万円 

73,321 

％ 

92.2 

百万円 

220,115 

％ 

90.3 

百万円 

154,226 

％ 

97.5 

電子機器 2,061 2.3 2,805 3.5 10,107 4.1 2,000 1.3 

その他 2,913 3.2 3,390 4.3 13,537 5.6 1,956 1.2 

合計 90,661 100.0 79,517 100.0 243,761 100.0 158,182 100.0 

(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 

当四半期 

(平成21年３月期第１四半期） 

前年同四半期 

(平成20年３月期第１四半期）

（参考）前期 

(平成20年３月期) 事業の種類別 

セグメントの名称 
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

物流システム 

百万円 

51,444 

％ 

91.8 

百万円 

36,109 

％ 

87.7 

百万円 

208,616 

％ 

90.1 

電子機器 1,946 3.5 2,244 5.5 10,194 4.4 

その他 2,678 4.7 2,802 6.8 12,807 5.5 

合計 56,069 100.0 41,156 100.0 231,619 100.0 

(注) １ セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

   ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 




