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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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 ％

22年3月期第2四半期 73,288 △41.8 △782 ― △946 ― 41 △99.3

21年3月期第2四半期 125,836 ― 10,193 ― 10,163 ― 5,902 ―

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

22年3月期第2四半期 0.38 0.37
21年3月期第2四半期 52.37 51.49

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

22年3月期第2四半期 172,779 81,653 45.8 714.91
21年3月期 194,727 82,810 40.9 718.68

（参考） 自己資本  22年3月期第2四半期  79,127百万円 21年3月期  79,548百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 10.00 ― 16.00 26.00

22年3月期 ― 10.00

22年3月期 
（予想）

― 10.00 20.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 157,000 △35.2 △500 ― △1,000 ― 300 △96.2 2.71
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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) 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、6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、6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 

連結業績予想の数値は現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、様々な要因
により上記予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる条件については、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、および本日公表の別紙「業績予想の修正に関するお知らせ」 をご参照下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 113,671,494株 21年3月期 113,671,494株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 2,990,424株 21年3月期 2,984,630株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 110,682,515株 21年3月期第2四半期 112,699,316株
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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２四半期連結累計会計期間における世界の経済は、日米欧の先進各国における昨年の秋以降

の急激な景気後退局面に対してやや回復の兆しは見え始めておりますが、個人消費の低迷や設備投

資の大幅減少により、依然として厳しい状況が続いております。 

このような事業環境の中、当社グループの経営においても、景気の影響を比較的受けにくい食品

や医薬品、医薬卸を中心とした流通業向けは堅調に推移したものの、製造業における設備投資の大

幅減少による影響が大きく、受注高は51,874百万円（前年同期比65.4％減）、売上高は73,288百万

円（前年同期比41.8％減）を計上するにとどまりました。なお、受注高が大幅減少となっておりま

すが、これは前年第１四半期に大型案件が集中計上されたことに加え、平成19年末に買収した米国

Jervis B. Webb Company（以下ウェブ社）の平成19年12月期末受注残高（約185億円）が前年第１四

半期に計上されていることも影響しています。 

利益につきましては、売上ならびに受注の減少による工場操業度の低下、受注競争の激化に加え、

電子機器事業で営業損失を計上したことにより、営業損失782百万円（前年同期比10,975百万円減

益）、経常損失946百万円（前年同期比11,109百万円減益）の計上を余儀なくされ、四半期純利益は

41百万円（前年同期比99.3％減）を計上するにとどまりました。 

一方、平成21年８月12日発表の第２四半期連結会計期間業績予想と比較すると、全社的な間接経

費削減、国内及び北米案件でのコストダウン、プロジェクト管理徹底などが奏功し、営業損失で

1,500百万円、経常損失で1,900百万円、純損失で900百万円の業績予想に対しては改善することがで

きました。 

 

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、一般製造業や流通業向けの保管・搬送・仕分け・ピッキングシステム事業は、中

小型案件が景況悪化の影響を受けていますが、食品、医薬卸などの流通業向けの大型案件や農業

向け案件が好調に推移しております。太陽電池やリチウム電池関係の設備投資も、規模は比較的

小さいものの、多くの案件が出てまいりました。また、中国においては、市場開拓に注力してき

た結果、食品・医薬業界向けの受注が好調で、計画を大きく上回る進捗となっております。しか

しながら、自動車生産ラインの搬送システム事業および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、設備投資の抑制・繰り延べ傾向の影響を引き続き強く受けま

した。米国子会社のウェブ社が手がけている空港手荷物搬送事業は、手荷物検査ラインへの投資

計画は活発ですが、全体的に実施面での遅れが生じており、期初の受注計画を達成するに至りま

せんでした。 

売上面では、一般製造業や流通業向けの保管・搬送・仕分け・ピッキングシステム事業は、中

小型案件が景況悪化の影響を受けているものの、IT、食品、医薬卸などの業界を中心に大型案件

は底堅く推移しています。サービス事業も、９月大型連休工事が寄与し、堅調な推移となってい

ます。しかしながら、自動車生産ラインの搬送システム事業および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、新設案件の受注が昨年後半から急激に減少
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したことに加え、５月、８月の連休を利用した改造工事も減少したことが影響しました。 

この結果、当事業の受注高は44,189百万円（前年同期比68.6％減）、売上高は65,624百万円

（前年同期比43.4％減）、営業利益は2,510百万円（前年同期比81.5％減）を計上いたしました。 

② 電子機器事業 

当事業部門では、顧客の要求に柔軟に対応できる小型・省電力の産業用パソコン、検査計測シ

ステム用のパソコン及び高速の無線ＬＡＮ規格（IEEE802.11n）に対応した商品等を市場に投入し、

成長が期待されるデジタルサイネージ（電子看板）、公共交通機関、医療機器、店舗設備等の業

界に向けて営業活動を強化する一方、主に教育機関や官公庁等の公共施設に対して、太陽光発電

データ計測／表示システムの拡販も行ってまいりましたが、製造業における生産設備への投資が

前年同四半期と比べて、大幅に減少したことにより大きな影響を受けました。 

この結果、当事業の受注高は2,528百万円（前年同期比26.0％減）、売上高は2,470百万円（前

年同期比42.9％減）にとどまりました。売上減により、営業損失は568百万円（前年同期比472百

万円減益）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、昨年までとは一転してセルフＳＳの新設改造が減少、新車販売の低迷

によるディーラー市場も大きく落ち込みました。しかし、フルサービスＳＳ向け洗車機は、資源

エネルギー庁による給油所経営支援策のリース助成制度や６月発売の門型洗車機全機種への環境

対応フルラインアップ化により、更新投資が予想以上の高まりをみせました。また、福祉車両に

搭載する車いす移載用リヤリフトが受注・売上ともに好調に推移したうえ、全体のコストダウン

及び経費削減効果も寄与して利益面では期初計画を上回ることができました。 

この結果、当事業の受注高は5,156百万円(前年同期比10.0％減)、売上高は5,193百万円（前年

同期比6.2％減）、営業利益は408百万円（前年同期比62.8％増）を計上しました。 

 

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

ム事業は、底堅く推移しているものの、自動車生産ラインの搬送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・保管システム事業は、設備投資抑制の影響を強く受け

ました。 

この結果、売上高は50,375百万円（前年同期比43.6％減）となり、営業利益は2,590百万円

（前年同期比79.8％減）となりました。 

②在外 

各地域とも、景気後退による設備投資抑制の影響を大きく受けました。その中にあって、北米

のダイフクアメリカは進行中プロジェクトのコストダウン、間接経費の削減で利益増に結びつけ、

中国の上海現地法人は主として医薬・食品業界向けに受注を大きく伸ばしました。また９月には、

インドのバンガロールに現地法人の支店を開設し、自動車業界向けの需要に応えるための布石と

しました。 

この結果、売上高は22,913百万円（前年同期比37.3％減）、営業損失は240百万円（前年同期

比1,121百万円減益）を計上しました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産の部について） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は172,779百万円となり、前連結会計年度末に比べ

21,947百万円減少（11.3％減）いたしました。これは売上減少に伴い受取手形・完成工事未収入金

等が11,795百万円減少したことと、未成工事支出金等のたな卸資産が6,724百万円減少したことが主

な要因であります。 

（負債の部について） 

当第２四半期連結会計期間末における負債は91,125百万円となり、前連結会計年度末に比べ20,790

百万円減少（18.6％減）いたしました。これは支払手形・工事未払金等が9,108百万円減少したこと

と、有利子負債が4,556百万円減少したことが主な要因であります。 

（純資産の部について） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は81,653百万円となり、前連結会計年度末に比べ

1,156百万円減少（1.4％減）いたしました。これは配当金の支払等により利益剰余金が1,729百万円

減少したことが主な要因であります。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、29,077百万円（前年同期比46.8％

増）となりました。当第２四半期連結累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、前年同期に比べ12,653百万円増加し6,400百万円の収入超

過となりました。これは主に、仕入債務の減少による支出が9,617百万円あったものの、売上債権及

びたな卸資産の減少による収入が19,133百万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、前年同期に比べ1,089百万円増加し1,218百万円の支出超

過となりました。これは主に、固定資産の取得による支出712百万円及び子会社株式の取得による支

出829百万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、前年同期に比べ2,978百万円減少し4,636百万円の支出超

過となりました。これは主に、有利子負債の返済と借入による純支出額が2,787百万円、配当金の支

払による支出が1,768百万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 

今後の通期見通しにつきましては、当社グループを取り巻く事業環境が厳しさを増してきたため、

平成22年８月12日発表の公表数値を修正しております。詳細につきましては、本日別途公表いたし

ました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 

なお、平成21年５月15日に発表しました配当予想に変更はありません。 
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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） 

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 

①「一般債権の貸倒見積高の算定方法」 

当第２四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。 

②「たな卸資産の評価方法」 

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。 

③「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。 

④「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。 

⑤「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２四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 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、当社及び国内連結子会社は工事完成基

準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19

年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 

平成19年12月27日)を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手

した工事契約から、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基

準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用

しております。 

 これにより、第２四半期連結累計期間の売上高は3,687百万円、売上総利益は409百万円

増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ409百万円減少し
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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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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２四半期 
連結会計期間末 
(平成21年９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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 29,129 28,294

受取手形・完成工事未収入金等 50,919 62,715

商品及び製品 2,764 3,220

未成工事支出金等 18,900 24,698

原材料及び貯蔵品 6,815 7,285

その他 13,016 16,268

貸倒引当金 △178 △307

流動資産合計 121,367 142,175

固定資産   

有形固定資産 33,681 34,391

無形固定資産 4,053 4,084

投資その他の資産   

その他 13,934 14,423

貸倒引当金 △256 △347

投資その他の資産合計 13,677 14,075

固定資産合計 51,412 52,551

資産合計 172,779 194,727
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(単位：百万円)

当第２四半期 
連結会計期間末 
(平成21年９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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 18,329 27,437

短期借入金 10,751 15,909

未払法人税等 705 1,773

役員賞与引当金 9 22

工事損失引当金 328 78

その他 15,299 21,866

流動負債合計 45,423 67,088

固定負債   

社債 10,000 10,000

新株予約権付社債 3,008 4,998

長期借入金 27,101 24,509

退職給付引当金 1,610 1,419

役員退職慰労引当金 82 83

その他 3,899 3,817

固定負債合計 45,701 44,827

負債合計 91,125 111,916

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,024 8,024

資本剰余金 9,029 9,029

利益剰余金 69,349 71,078

自己株式 △2,408 △2,404

株主資本合計 83,993 85,727

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △216 △387

繰延ヘッジ損益 △4 △32

為替換算調整勘定 △4,645 △5,758

評価・換算差額等合計 △4,866 △6,178

少数株主持分 2,526 3,261

純資産合計 81,653 82,810

負債純資産合計 172,779 194,727
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(2) 四半期連結損益計算書 
 第２四半期連結累計期間  

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 125,836 73,288

売上原価 99,472 60,821

売上総利益 26,364 12,467

販売費及び一般管理費   

販売費 8,406 6,601

一般管理費 7,765 6,648

販売費及び一般管理費合計 16,171 13,249

営業利益又は営業損失（△） 10,193 △782

営業外収益   

受取利息 145 62

受取配当金 64 59

持分法による投資利益 38 －

その他 247 424

営業外収益合計 494 547

営業外費用   

支払利息 328 499

為替差損 160 156

その他 35 55

営業外費用合計 525 711

経常利益又は経常損失（△） 10,163 △946

特別利益   

固定資産売却益 11 26

社債消却益 － 98

貸倒引当金戻入額 13 192

その他 2 33

特別利益合計 28 351

特別損失   

固定資産除売却損 220 42

投資有価証券評価損 132 －

特別退職金 － 16

その他 4 7

特別損失合計 357 67

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

9,834 △661

法人税、住民税及び事業税 3,578 303

法人税等調整額 315 △900

法人税等合計 3,894 △597

少数株主利益又は少数株主損失（△） 37 △105

四半期純利益 5,902 41
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

9,834 △661

減価償却費 1,845 1,821

受取利息及び受取配当金 △209 △122

支払利息 328 499

売上債権の増減額（△は増加） △455 12,112

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,432 7,020

仕入債務の増減額（△は減少） △4,994 △9,617

未成工事受入金の増減額（△は減少） △8,097 △1,752

その他 △4,410 △1,191

小計 △2,727 8,107

利息及び配当金の受取額 209 120

利息の支払額 △336 △538

法人税等の支払額 △3,512 △1,387

その他の収入 114 98

営業活動によるキャッシュ・フロー △6,253 6,400

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 80 336

固定資産の取得による支出 △2,437 △712

固定資産の売却による収入 34 67

投資有価証券の取得による支出 △8 △8

子会社株式の取得による支出 △10 △829

事業譲受による支出 － △200

その他 33 127

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,308 △1,218

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） 10,453 △303

長期借入れによる収入 800 2,567

長期借入金の返済による支出 △3,929 △5,051

社債の償還による支出 △4,000 －

自己株式の取得による支出 △2,120 △4

配当金の支払額 △1,806 △1,768

その他 △1,055 △76

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,657 △4,636

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,207 630

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △11,427 1,175

現金及び現金同等物の期首残高 31,215 27,902

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 19,806 29,077
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

該当事項はありません。 
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(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20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 115,968 4,327 5,540 125,836 － 125,836

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

36 4,302 1,554 5,893 (5,893) －

計 116,005 8,630 7,094 131,730 (5,893) 125,836

営業利益又は営業損失(△) 13,538 △95 250 13,694 (3,501) 10,193

(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 

   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２四半期連結累計期間の営業利益は、物流

システム事業において82百万円、電子機器事業において11百万円、その他事業において３百万円増加し

ております。 

４ 耐用年数の変更 

   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、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２四半期連結累計期間の営業利益は、物

流システム事業において76百万円、電子機器事業において１百万円、その他事業において１百万円、

消去又は全社の項目において12百万円減少しております。 

 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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 65,624 2,470 5,193 73,288 － 73,288

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

31 2,387 1,090 3,509 (3,509) －

計 65,655 4,857 6,284 76,798 (3,509) 73,288

営業利益又は営業損失(△) 2,510 △568 408 2,350 (3,132) △782

(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 
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３ 会計方針の変更 

   [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]に記載のとおり、当第１

四半期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及

び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27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、当第２四半期連結累計期間の売上高は、3,687

百万円、営業利益は、409百万円、物流システム事業において増加しております。 
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【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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 

89,271 19,616 13,324 3,625 36,565 125,836 － 125,836

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

6,333 361 2,685 9 3,056 9,389 (9,389) －

計 95,604 19,977 16,009 3,634 39,622 135,226 (9,389) 125,836

営業利益 12,813 277 591 12 881 13,694 (3,501) 10,193

(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 

   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２四半期連結累計期間の営業利益は、北米

において35百万円減少し、アジアにおいて132百万円増加しております。 

４ 耐用年数の変更 

   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、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２四半期連結累計期間の営業利益は、日

本において79百万円、消去又は全社の項目において12百万円減少しております。 

 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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 

50,375 13,470 7,996 1,446 22,913 73,288 － 73,288

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

3,202 16 596 － 612 3,814 (3,814) －

計 53,577 13,486 8,592 1,446 23,525 77,103 (3,814) 73,288

営業利益又は営業損失
(△) 

2,590 327 △284 △282 △240 2,350 (3,132) △782

(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 
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３ 会計方針の変更 

   [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]に記載のとおり、当第１

四半期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及

び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27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、当第２四半期連結累計期間の売上高、営業利益

は、日本において3,687百万円、409百万円増加しております。 
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【海外売上高】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 

 北米 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 20,530 42,633 5,020 68,183

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 125,836

Ⅲ 連結売上高に占める海外売
上高の割合（％） 

16.3 33.9 4.0 54.2

(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。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 

 北米 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 12,441 20,875 3,291 36,608

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 73,288

Ⅲ 連結売上高に占める海外売
上高の割合（％） 

17.0 28.5 4.5 50.0

(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 本邦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・・・タイ・シンガポール・マレーシア・台湾・韓国・中国 

(3) その他・・・イギリス・スペイン・スウェーデン・メキシコ 

３ 会計方針の変更 

   [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]に記載のとおり、当第１

四半期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及

び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27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、当第２四半期連結累計期間の売上高は、北米に

おいて138百万円、アジアにおいて1,510百万円、その他184百万円それぞれ増加しております。 

４ 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 

   当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

    該当事項はありません。 
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６ その他の情報 

生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

当第２四半期連結累計期間 

(平成22年３月期第２四半期) 

前第２四半期連結累計期間 

(平成21年３月期第２四半期) 

（参考）前連結会計年度 

(平成21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 

55,444 

％ 

87.5 

百万円 

107,567 

％ 

89.6 

百万円 

200,824 

％ 

90.1 

電子機器 4,553 7.9 8,807 7.3 15,336 6.9 

その他 2,834 4.6 3,679 3.1 6,647 3.0 

合計 62,832 100.0 120,054 100.0 222,809 100.0 

(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 

当第２四半期連結累計期間

(平成22年３月期第２四半期) 

前第２四半期連結累計期間

(平成21年３月期第２四半期) 

（参考）前連結会計年度 

(平成21年３月期) 

当第２四半期連結会計期間末

(平成22年３月期第２四半期末) 

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 

44,189 

％ 

85.2 

百万円 

140,790 

％ 

93.9 

百万円 

194,953 

％ 

92.0 

百万円 

70,244 

％ 

97.5 

電子機器 2,528 4.9 3,416 2.3 6,397 3.0 629 0.9 

その他 5,156 9.9 5,727 3.8 10,666 5.0 1,137 1.6 

合計 51,874 100.0 149,934 100.0 212,017 100.0 72,012 100.0 

(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 

当第２四半期連結累計期間 

(平成22年３月期第２四半期） 

前第２四半期連結累計期間 

(平成21年３月期第２四半期） 

（参考）前連結会計年度 

(平成21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 

65,624 

％ 

89.5 

百万円 

115,968 

％ 

92.2 

百万円 

223,257 

％ 

92.2 

電子機器 2,470 3.4 4,327 3.4 7,711 3.2 

その他 5,193 7.1 5,540 4.4 11,213 4.6 

合計 73,288 100.0 125,836 100.0 242,182 100.0 

(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。 
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