
平成22年3月期 第3四半期決算短信 

平成22年2月12日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ダイフク 上場取引所 東 大 

コード番号 6383 URL http://www.daifuku.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 北條 正樹

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役財経本部長 （氏名） 猪原 幹夫 TEL 06-6472-1261
四半期報告書提出予定日 平成22年2月12日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 106,185 △42.2 △2,117 ― △2,369 ― △1,048 ―

21年3月期第3四半期 183,646 ― 12,280 ― 11,831 ― 6,304 ―

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3四半期 △9.47 ―

21年3月期第3四半期 56.27 55.32

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3四半期 164,317 78,749 46.4 689.52
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3四半期  76,315百万円 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  無  
 

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、６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3四半期 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3四半期 2,991,416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3四半期 110,681,854株 21年3月期第3四半期 112,031,198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３四半期連結累計会計期間における世界の経済は、2008年秋以降の急激な景気の落ち込みに

対する各国の経済対策の発動により、特に中国など新興国で改善が顕著である一方、日米欧先進各

国は本格的な回復に至っておらず、依然として厳しい状況にあります。日本経済は11月にデフレ宣

言が出され、円高の進行という懸念材料も抱えています。 

当業界におきましても、引き合い状況は10月以降に上向きの兆しがあるものの、設備の余剰感を

背景として、産業界全体に設備投資を抑制する動きが続いていることが、業績に大きな影響を及ぼ

しております。 

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

関連業界、ジェネリック医薬品などの医薬品業界、医薬卸を中心とした流通業向けの大型案件は堅

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・受注競争激化の影響が大きく、受注高

は86,821百万円（前年同期比52.9％減）、売上高は106,185百万円（前年同期比42.2％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18,500百万円）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、全社的な経費削減のほか、プロジェクト管理の徹底、国内生産拠点を滋賀

事業所に集約した地の利を生かしての工場間負荷調整などの対策を講じておりますが、売上ならび

に受注の減少による工場操業度の低下、受注競争の激化による採算の悪化に加え、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2,117百万円（前年同期比14,397百万円減益）、経常損失

2,369百万円（前年同期比14,200百万円減益）の計上を余儀なくされ、四半期純損失は1,048百万円

（前年同期比7,352百万円減益）となりました。 

 

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、大

型案件では食品、医薬卸などの流通業界向けが堅調に推移しておりますが、受注競争がさらに激

化しており、中小型案件は需要回復に至っておりません。しかしながら、農業関係、太陽電池や

リチウム電池関係では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りました。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、全般に市況は回復しつつあるものの、積極的な設備投資を行う水準には依

然達しておらず、受注に大きく影響しています。その中にあって、中国における液晶パネル工場

の建設計画が活発化しており、当社も第３四半期に受注を獲得しました。各パネルメーカーとも

中国を視野に入れた生産体制の構築が喫緊の課題となっており、広くアジア圏の商談として今後

の受注に全力を挙げてまいります。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、
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手荷物検査ラインへの投資計画は活発ですが、大型案件の受注が来期にずれこんだため、通期で

はその影響を受けることとなりました。 

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、医薬卸をはじめとする流通業界を中

心に大型案件はほぼ計画通りに推移し、サービス事業も９月大型連休工事の寄与により、堅調な

推移となっています。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、新設案件の受注が2008年後半から急激に減少した

ことが売上減少につながり、自動車生産ライン向けはサービス事業の柱である５月、８月の連休

を利用した改造工事の減少も影響しました。 

この結果、当事業の受注高は74,691百万円（前年同期比56.3％減）、売上高は94,471百万円

（前年同期比44.1％減）、営業利益は2,777百万円（前年同期比83.9％減）を計上いたしました。 

② 電子機器事業 

当事業部門では、小型・省電力の産業用パソコン及び検査計測システム用パソコンなどで、お

客様のご要望に対応できる商品を開発すると共に、今後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、店舗設備等の非製造業に向けて営業活動を強化したこ

とで、徐々に受注が回復してまいりました。また、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・表示システムの積極的な販売を行い、本システムの受注が増加いたしま

した。しかしながら、製造業全般における設備投資が前年同期と比べて大きく減少している影響

を強く受け、事業全体では受注高・売上高ともに減少いたしました。 

この結果、当事業の受注高は4,254百万円（前年同期比14.5％減）、売上高は3,910百万円（前

年同期比34.4％減）にとどまりました。営業損失は735百万円（前年同期比431百万円減益）計上

のやむなきに至りました。 

③ その他事業 

主要製品の洗車機は、年度前半にリース助成による特需があったものの、全般に洗車需要が盛

り上がらず、その結果、販売面では厳しい状況が続いています。一方で、ワックスなどケミカル

品の販売をはじめとするサービス事業が収益に寄与しています。 

福祉車両搭載の車いす用リヤリフトは引き続き堅調に推移し、前年同期を25％強上回る出荷と

なっています。また、東京都下２カ所の駅前整備に採用された機械式立体駐輪場が収益に寄与し

ています。 

この結果、当事業の受注高は7,874百万円(前年同期比6.8％減)、売上高は7,802百万円（前年同

期比8.6％減）、営業利益は545百万円（前年同期比12.4％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、引き続き、設備投資抑制の影響

を強く受けました。利益面では、工場操業度の低下、受注採算の悪化により減少を余儀なくされ

ました。 
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この結果、売上高は73,170百万円（前年同期比42.6％減）となり、営業利益は2,963百万円

（前年同期比81.5％減）となりました。 

②在外 

アジア地域は、自動車生産ラインの搬送システム事業、エレクトロニクス業界向けクリ－ンル

－ム内の搬送・保管システムともに大きく減少しました。北米では、ダイフクアメリカが進行中

プロジェクトのコストダウンと経費削減により、期初計画に対して利益増を達成しました。また、

ダイフクの自動倉庫とウェブ社の無人搬送車を組み合わせた初の本格的システムを米国の太陽電

池工場に納入しており、さらにシナジー効果の増大を図っております。 

この結果、売上高は33,015百万円（前年同期比41.3％減）、営業損失は375百万円（前年同期

比1,853百万円減益）を計上するのやむなきに至りました。 

 

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３四半期連結会計期間末における総資産は164,317百万円となり、前連結会計年度末に比べ

30,409百万円減少（15.6％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24,431百万円減少したことと、未成工事支出金等のたな卸資産が9,091百万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３四半期連結会計期間末における負債は85,568百万円となり、前連結会計年度末に比べ26,348

百万円減少（23.5％減）いたしました。これは支払手形・工事未払金等が9,659百万円減少したこと

と、有利子負債が8,620百万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３四半期連結会計期間末における純資産は78,749百万円となり、前連結会計年度末に比べ

4,060百万円減少（4.9％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3,934百万円

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３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前第３四半期連結会計期間末と比

較して7,644百万円増加し、33,785百万円（前年同期比29.2％増）となりました。当第３四半期連結

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25,475百万円増加し17,233百万円の収入

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10,016百万円あったものの、売上債

権の減少による収入が24,435百万円、たな卸資産の減少による収入が9,214百万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2,181百万円増加し2,228百万円の支出超

過となりました。これは主に、固定資産の取得による支出1,222百万円及び子会社株式の取得による
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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20,105百万円減少し9,675百万円の支出超

過となりました。これは主に、有利子負債の返済等による純支出額が6,684百万円、配当金の支払い

による支出が2,877百万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 

通期連結業績見通しにつきましては、平成21年11月12日発表に公表しました予想（売上高1,570億

円、営業損失５億円、経常損失10億円、当期純利益３億円、受注高1,400億円）から変更ありません。 

平成22年3月期の期末配当予想（10円）につきましても、変更はありません。 

 

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 

①「一般債権の貸倒見積高の算定方法」 

当第３四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」 

当第３四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第２

四半期連結会計期間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。 

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３四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。 
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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、当第３四半期連結会計期間末までの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、当第３四半期連結累計期間の売上高は8,424百万円、売上総利益は1,050百万

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1,050百万円減

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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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３四半期 
連結会計期間末 
(平成21年12月31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 33,837 28,294

受取手形・完成工事未収入金等 38,283 62,715

商品及び製品 2,441 3,220

未成工事支出金等 17,034 24,698

原材料及び貯蔵品 6,637 7,285

その他 15,089 16,268

貸倒引当金 △127 △307

流動資産合計 113,195 142,175

固定資産   

有形固定資産 33,134 34,391

無形固定資産 3,967 4,084

投資その他の資産   

その他 14,243 14,423

貸倒引当金 △224 △347

投資その他の資産合計 14,019 14,075

固定資産合計 51,121 52,551

資産合計 164,317 194,727

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 17,778 27,437

短期借入金 5,654 15,909

未払法人税等 360 1,773

賞与引当金 798 －

役員賞与引当金 13 22

工事損失引当金 343 78

その他 13,647 21,866

流動負債合計 38,596 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 28,134 24,509

退職給付引当金 1,756 1,419

役員退職慰労引当金 82 83

その他 3,989 3,817

固定負債合計 46,971 44,827

負債合計 85,568 111,916
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(単位：百万円)

当第３四半期 
連結会計期間末 
(平成21年12月31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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,024 8,024

資本剰余金 9,028 9,029

利益剰余金 67,143 71,078

自己株式 △2,408 △2,404

株主資本合計 81,788 85,727

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △313 △387

繰延ヘッジ損益 11 △32

為替換算調整勘定 △5,170 △5,758

評価・換算差額等合計 △5,472 △6,178

少数株主持分 2,433 3,261

純資産合計 78,749 82,810

負債純資産合計 164,317 194,727
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(2) 【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 183,646 106,185

売上原価 147,394 88,581

売上総利益 36,252 17,603

販売費及び一般管理費   

販売費 12,484 9,835

一般管理費 11,487 9,885

販売費及び一般管理費合計 23,972 19,721

営業利益又は営業損失（△） 12,280 △2,117

営業外収益   

受取利息 216 175

受取配当金 91 78

持分法による投資利益 42 －

その他 416 529

営業外収益合計 766 783

営業外費用   

支払利息 524 719

為替差損 644 240

その他 46 76

営業外費用合計 1,215 1,035

経常利益又は経常損失（△） 11,831 △2,369

特別利益   

固定資産売却益 40 29

社債消却益 － 98

貸倒引当金戻入額 23 219

その他 10 36

特別利益合計 75 384

特別損失   

固定資産除売却損 302 52

投資有価証券評価損 427 102

その他 12 22

特別損失合計 741 178

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（△）

11,164 △2,163

法人税、住民税及び事業税 3,826 418

法人税等調整額 1,101 △1,371

法人税等合計 4,927 △952

少数株主損失（△） △66 △162

四半期純利益又は四半期純損失（△） 6,304 △1,048

株式会社ダイフク(6383)　平成22年３月期第３四半期決算短信

10



(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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（△）

11,164 △2,163

減価償却費 2,856 2,727

受取利息及び受取配当金 △307 △253

支払利息 524 719

売上債権の増減額（△は増加） △196 24,435

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,415 9,214

仕入債務の増減額（△は減少） △1,267 △10,016

未成工事受入金の増減額（△は減少） △7,035 △1,734

その他 △10,323 △2,177

小計 △2,169 20,751

利息及び配当金の受取額 308 249

利息の支払額 △530 △662

法人税等の支払額 △6,131 △3,303

その他の収入 281 198

営業活動によるキャッシュ・フロー △8,241 17,233

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 236 341

固定資産の取得による支出 △3,635 △1,222

固定資産の売却による収入 58 71

投資有価証券の取得による支出 △961 △533

子会社株式の取得による支出 △17 △829

事業譲受による支出 － △200

その他 △89 144

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,409 △2,228

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） 20,715 △258

長期借入れによる収入 3,804 3,625

長期借入金の返済による支出 △3,956 △10,051

社債の償還による支出 △4,000 －

自己株式の取得による支出 △2,126 △5

配当金の支払額 △2,914 △2,877

その他 △1,094 △109

財務活動によるキャッシュ・フロー 10,429 △9,675

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,869 564

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,092 5,894

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 △10

現金及び現金同等物の四半期末残高 26,141 33,785
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12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 169,144 5,962 8,539 183,646 － 183,646

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

59 6,846 2,374 9,279 （9,279） －

計 169,203 12,808 10,914 192,926 （9,279） 183,646

営業利益又は営業損失(△) 17,298 △303 485 17,480 （5,200） 12,280

(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３四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140百万円、電子機器事業において13百万円、その他事業において11百万円増加

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３四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118百万円、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21百万円減少しております。 

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12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 94,471 3,910 7,802 106,185 － 106,185

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

43 3,555 1,586 5,185 （5,185） －

計 94,515 7,466 9,388 111,371 （5,185） 106,185

営業利益又は営業損失(△) 2,777 △735 545 2,587 （4,705） △2,117

(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、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３四半期連結累計期間の売上高、営業利益

は、物流システム事業において8,367百万円、1,035百万円、その他において56百万円、15百万円増加し

ております。 
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【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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 

127,431 27,459 23,792 4,962 56,215 183,646 － 183,646

(2)セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

7,769 548 3,760 63 4,371 12,141 （12,141） －

計 135,201 28,008 27,552 5,025 60,586 195,788 （12,141） 183,646

営業利益又は営
業損失(△) 

16,002 711 799 △32 1,478 17,480 （5,200） 12,280

(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３四半期連結累計期間の営業利益は、北米

において41百万円減少し、アジアにおいて206百万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３四半期連結累計期間の営業利益は、日本

において121百万円、消去又は全社の項目において21百万円減少しております。 

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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 

73,170 18,658 11,912 2,443 33,015 106,185 － 106,185

(2)セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

5,352 27 1,044 11 1,082 6,435 （6,435） －

計 78,522 18,685 12,957 2,455 34,098 112,620 （6,435） 106,185

営業利益又は営
業損失(△) 

2,963 539 △535 △379 △375 2,587 （4,705） △2,117

(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、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３四半期連結累計期間の売上高、営業利益

は、日本において8,424百万円、1,050百万円増加しております。 
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【海外売上高】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 

 北米 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 27,638 62,007 7,919 97,565

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 183,646

Ⅲ 連結売上高に占める海外売
上高の割合（％） 

15.0 33.8 4.3 53.1

(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・・・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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 

 北米 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 17,558 29,029 4,688 51,276

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 106,185

Ⅲ 連結売上高に占める海外売
上高の割合（％） 

16.5 27.3 4.4 48.3

(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・インド・台湾・韓国・中国 

(3) その他・・・イギリス・スペイン・デンマーク・メキシコ 

３ 会計方針の変更 

   [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]に記載のとおり、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３四半期連結累計期間の売上高は、アジア

において3,585百万円、その他158百万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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年12月31日） 
 

前第３四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年12月31日） 
 

（参考）前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 
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 

80,883 

％ 

87.6 

百万円 

161,663 

％ 

89.7 

百万円 

200,824 

％ 

90.1 

電子機器 7,094 7.7 12,955 7.2 15,336 6.9 

その他 4,365 4.7 5,552 3.1 6,647 3.0 

合計 92,344 100.0 180,170 100.0 222,809 100.0 

(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３四半期連結累計期間 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年12月31日） 
 

前第３四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年12月31日） 
 

（参考）前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

当第３四半期連結累計期間末

(平成21年12月31日現在) 

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 

74,691 

％ 

86.0 

百万円 

170,912 

％ 

92.7 

百万円 

194,953 

％ 

92.0 

百万円 

71,899 

％ 

97.1 

電子機器 4,254 4.9 4,976 2.7 6,397 3.0 915 1.2 

その他 7,874 9.1 8,453 4.6 10,666 5.0 1,247 1.7 

合計 86,821 100.0 184,342 100.0 212,017 100.0 74,062 100.0 

(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３四半期連結累計期間 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年12月31日） 
 

前第３四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年12月31日） 
 

（参考）前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 
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 

94,471 

％ 

89.0 

百万円 

169,144 

％ 

92.1 

百万円 

223,257 

％ 

92.2 

電子機器 3,910 3.7 5,962 3.2 7,711 3.2 

その他 7,802 7.3 8,539 4.7 11,213 4.6 

合計 106,185 100.0 183,646 100.0 242,182 100.0 

(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。 

 

 

株式会社ダイフク(6383)　平成22年３月期第３四半期決算短信

18




