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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 73,956 0.9 △753 ― △778 ― △1,178 ―

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

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

23年3月期第2四半期 △10.65 ―

22年3月期第2四半期 0.38 0.37

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

23年3月期第2四半期 165,260 76,995 45.3 676.62
22年3月期 165,430 81,295 47.9 716.07

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  74,884百万円 22年3月期  79,252百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

22年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
23年3月期 ― 5.00

23年3月期 
（予想）

― 10.00 15.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 170,000 10.2 500 518.9 100 ― △400 ― △3.61



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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。業績予想に関する事項につきましては、６ページ「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報（３）連結
業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ６「２．その他の情報」をご覧下さい。

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） 23年3月期2Q 113,671,494株 22年3月期  113,671,494株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  2,997,416株 22年3月期  2,994,194株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 110,675,502株 22年3月期2Q 110,682,515株
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間における世界の経済は、中国など新興国をけん引役として緩やかな回

復基調にありましたが、先進各国の景気の低迷に加え、急激な円高・ドル安などの通貨状況、株安

に加え、後半には各種減税等の内外政策効果が一巡したことにより、減速感に覆われました。 

当業界におきましても、先行き不透明感から産業界が設備投資に慎重な姿勢を維持しており、ア

ジア競合メーカーの台頭による受注競争激化とも相まって、厳しい事業環境下に置かれています。 

このような事業環境の中、当社グループの受注は昨年度よりも回復しているものの、売上はなお

低い水準が続いております。この結果、受注高は77,079百万円（前年同期比48.6％増）、売上高は

73,956百万円（前年同期比0.9％増）を計上しました。 

利益につきましては、８月12日に公表いたしました第２四半期連結累計期間の予想数字（営業損

失1,800百万円、経常損失1,900百万円、当期純損失2,000百万円）を上回ることができました。これ

は、受注の回復に伴う工場操業度の向上、全社的な経費削減、連結子会社の株式会社コンテックな

どの業績が好転したことに加え、生産面でのコストダウン、プロジェクト管理の徹底が奏功したた

めであります。第２四半期連結会計期間（７月～９月）では、黒字に転換しております。 

この結果、営業損失として753百万円（前年同期比28百万円増益）を、経常損失は778百万円（前

年同期比167百万円増益）を、また一過性の要因ではありますが、資産除去債務会計基準の適用に伴

う影響額（注）を計上したことにより、四半期純損失は1,178百万円（前年同期比1,220百万円減

益）をそれぞれ計上するのやむなきに至りました。 

（注）将来発生する建物内のアスベスト除去費用やＰＣＢ含有機器廃棄物の処分費

用等の見込額の過年度対応費用 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。なお、第１四半期連結会計期間よりセグメント

区分を以下のように変更しております。 

（従 来）物流システム事業、電子機器事業、その他事業 

（当期より）株式会社ダイフク、株式会社コンテック、JERVIS B. WEBB COMPANY、 

DAIFUKU AMERICA CORPORATION、その他 

この変更に伴い、定性的情報において、各セグメントの対前年同期との比較は記載しておりませ

ん。また、セグメント利益（損失）は上記各社の四半期純利益（損失）を記載しております。セグ

メントに関する詳細は、15ページの（セグメント情報）をご覧下さい。 

全体として、株式会社ダイフクは依然として厳しい状況が続いているものの、株式会社コンテッ

ク、JERVIS B. WEBB COMPANY、DAIFUKU AMERICA CORPORATIONおよび上記以外の海外子会社が先行し

て回復しつつあります。 

 

①株式会社ダイフク 

《受注面》 

マテリアルハンドリングシステムのうち、保管・搬送・仕分け・ピッキングシステム製品では

食品、医薬品、医薬卸、農業向けなどの大型案件が堅調に推移しているものの、一部で受注計上

が10月以降にずれこんだ影響を受けました。中小型保管システムや機器製品は、なお厳しい状況

が続いています。 
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液晶パネル工場向け製品では、中国で大型案件を相次ぎ受注しています。今後は、タッチパネ

ルや３Ｄパネルなどの新市場開拓にも力を入れていきます。半導体工場向け製品では韓国や北米

案件が引き続き順調なうえ、中国でも新規案件を獲得して足がかりを築きました。 

自動車生産ライン向け製品は、北米の需要が回復してきたうえ、タイ、中国、インド、ブラジ

ル向けなどが堅調です。反面、国内向けは、依然として厳しい状況が続いております。 

洗車機では、洗車需要そのものの拡大のため、初心者向けの対話形式の洗車設定リモートパネ

ル「スマイル フィル システム」を６月に発売しました。また、トラックやバス、トレーラーな

ど大型車両向けの洗車機「ワックスモア・カミオン」を８月に発売、運輸業界への販売活動を展

開しています。福祉車両搭載の車いす用リヤリフトは、第１四半期に車両モデルチェンジ需要が

あり、第２四半期はその反動を受けたものの、後半から需要が回復しました。 

《売上・利益面》 

食品、医薬品、医薬卸、農業などの業界向けを中心とする保管・搬送・仕分け・ピッキングシ

ステム製品の大型案件の売上は、堅調に推移しています。中小型システムは、需要低迷の影響が

なお続いています。 

半導体や液晶パネル工場向け製品の売上は、ほぼ計画通りに進捗しています。 

自動車生産ライン向け製品は、国内既存工場に対する８月連休の改造工事が前年度より増加し

た一方、大型案件の受注スケジュール遅延が進行基準売上に影響しています。 

洗車機はガソリンスタンド市場のシュリンクに伴い販売台数は伸び悩みましたが、カーディー

ラー業界の設備投資もあり、トータルでは計画を上回りました。福祉車両搭載のリヤリフトはモ

デルチェンジ後に需要が回復、期初計画通りに推移しており、前年同期を上回っています。 

利益面では、いずれの製品とも受注競争の激化による採算悪化の影響を大きく受けています。

また、新興国市場に見合った価格設定、アジア各国の通貨安による競合メーカーの競争力アップ

など、価格面での下押し圧力が強くなっています。 

この結果、受注高は46,915百万円、売上高は46,276百万円、セグメント損失は1,063百万円とな

りました。 

 

②株式会社コンテック 

デバイス＆コンポーネント製品では、半導体業界の設備投資が増加した影響を受けて、これら

の製造装置向け製品の販売が好調に推移いたしました。また、デジタルサイネージ（電子看板）

及びセキュリティ市場においてコンパクトな産業用パソコンが高い評価を受け、これらの市場か

らの引合いが好調に推移しました。 

ソリューション＆サービス製品では、セキュリティシステムの売上が順調に推移いたしました。

また、太陽光発電データ計測システムの販売が好調でした。 

その他、電子機器の組立業務や基板実装などの受託業務が好調でした。 

この結果、受注高は4,254百万円、売上高は4,186百万円、セグメント利益は260百万円となりま

した。 
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③JERVIS B. WEBB COMPANY 

受注面ではエアポート向け手荷物搬送システムで第３四半期以降にずれこんだ案件がありまし

たが、それ以外の分野では、米国自動車メーカー（デトロイト・スリー）から大型案件を受注し、

無人搬送車でも大型受注を獲得するなど堅調に推移しました。 

売上面では、手荷物搬送システムで受注遅れによる売上ずれこみの影響を受けましたが、利益

面はプロジェクト管理の徹底による原価改善や販管費削減策により、黒字に転換しました。 

この結果、受注高は8,147百万円、売上高は6,507百万円、セグメント利益は157百万円となりま

した。 

 

④DAIFUKU AMERICA CORPORATION 

受注面では、日系自動車メーカーや半導体メーカー向けの設備投資が回復したこと、食品向け

で大型案件を獲得したことなどにより、第２四半期が好調に推移し、期初の第２四半期連結累計

期間の計画を大幅に上回りました。売上で一部案件のずれこみがあったにもかかわらず、利益面

ではコストダウンやプロジェクト管理の徹底、間接経費の削減が奏功して、期初計画数字を大き

く改善しました。 

かねてより進めているウェブ社との協働については、製品面の補完のみならず、ウェブ社のプ

ロジェクト管理力や設計力もお客様から高く評価されており、食品向け大型案件の受注では大き

なアピール・ポイントになりました。リチウムイオン電池工場向けなどでも、さらにシナジー効

果を発揮して大型案件の受注、利益改善に結びつけてまいります。 

この結果、受注高は5,162百万円、売上高は3,884百万円、セグメント利益は248百万円となりま

した。 

 

⑤その他 

「その他」は、上記４社以外の国内外の子会社であります。主なものとしては、国内では、マ

テリアルハンドリングシステム・機器の販売等を行う株式会社ダイフク・ロジスティック・テク

ノロジー、洗車機やボウリング関連製品の販売等を行う株式会社ダイフクプラスモアがあります。

海外では、中国に大福（中国）有限公司、韓国にDAIFUKU KOREA CO., LTD、CLEAN FACTOMATION, 

INC.、台湾に台灣大福高科技設備股份有限公司、タイにDAIFUKU (THAILAND) LTD.などがあり、主

にマテリアルハンドリングシステム・機器の製造・販売等を行っています。 

総じて、海外子会社を中心に業績は回復基調にあります。中国では、食品・医薬向け製品など

で売上を伸ばしており、現地法人の統合や現地生産強化による効果で、さらなる業績向上を図っ

てまいります。韓国では、半導体工場向け製品が好調です。タイも、アジア・太平洋地域全般を

にらんだ拠点として、ＡＳＥＡＮ各国からの引き合いが増加しております。 

この結果、受注高は14,574百万円、売上高は15,076百万円、セグメント利益は542百万円となり

ました。 
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(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

①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165,260百万円となり、前連結会計年度末に比べ

169百万円減少いたしました。これは受取手形・完成工事未収入金等が1,465百万円及び未成工事

支出金等が2,048百万円増加したものの、未完成工事請求不足高などの流動資産その他が3,820百

万円減少したことが主な要因であります。 

②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88,264百万円となり、前連結会計年度末に比べ

4,129百万円増加いたしました。これは支払手形・工事未払金等が4,636百万円及び資産除去債務

が503百万円増加したものの、有利子負債が1,578百万円減少したことが主な要因であります。 

③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76,995百万円となり、前連結会計年度末に比べ

4,299百万円減少いたしました。これは配当金の支払等により利益剰余金が2,285百万円減少した

ことに加え、その他有価証券評価差額金が817百万円及び為替換算調整勘定が1,276百万円減少し

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、前年同期に比べ3,365百万円増加

し、32,443百万円となりました。 

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236百万円減少し、6,163百万円の収入超

過となりました。これは主に、仕入債務の増加が5,127百万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133百万円減少し、1,352百万円の支出超

過となりました。これは主に、固定資産の取得による支出が613百万円、定期預金の預入れによる

支出が743百万円あったためであります。 

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2,067百万円増加し、2,568百万円の支出

超過となりました。これは主に、有利子負債の返済による純支出が1,416百万円、配当金の支払額

が1,104百万円あったためであります。 
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(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

産業界の設備投資や為替動向など事業環境が極めて不透明なため、平成22年８月12日に発表した

平成23年３月期の通期の業績予想数値は修正しておりません。 

 

２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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、税金等調整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。 
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(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１.資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 

平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第21号 平成20年３月31日)を適用しております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失はそれぞれ３百万円増加し、

税金等調整前四半期純損失は504百万円増加しております。また、当会計基準等の適用開始に

よる資産除去債務の変動額は497百万円であります。 

 なお、資産除去債務の残高には上記のほかに、一部在外子会社が従来より米国会計基準に基

づき計上している資産除去債務６百万円を含んでおります。 

 

２.企業結合に関する会計基準等の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成

20年12月26日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26

日）、「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月

26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持

分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年

12月26日）を適用しております。 
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３ 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22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22年３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 33,174  31,152

  受取手形・完成工事未収入金等 49,548  48,083

  商品及び製品 2,410  2,196

  未成工事支出金等 9,647  7,599

  原材料及び貯蔵品 6,843  6,323

  その他 10,183  14,004

  貸倒引当金 △140  △107

  流動資産合計 111,667  109,251

 固定資産  

  有形固定資産 31,791  33,090

  無形固定資産 4,266  4,233

  投資その他の資産  

   その他 17,803  19,138

   貸倒引当金 △267  △285

   投資その他の資産合計 17,535  18,853

  固定資産合計 53,593  56,178

 資産合計 165,260  165,430

負債の部  

 流動負債  

  支払手形・工事未払金等 26,346  21,709

  短期借入金 5,585  6,342

  1年内償還予定の新株予約権付社債 3,008  3,008

  未払法人税等 568  570

  工事損失引当金 631  531

  その他 11,374  10,824

  流動負債合計 47,514  42,986
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当第２四半期 

連結会計期間末 

(平成22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22年３月31日) 

 固定負債  

  社債 10,000  10,000

  長期借入金 25,123  25,944

  退職給付引当金 1,956  1,713

  資産除去債務 503  －

  その他 3,166  3,490

  固定負債合計 40,750  41,148

 負債合計 88,264  84,135

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 8,024  8,024

  資本剰余金 9,028  9,028

  利益剰余金 66,924  69,210

  自己株式 △2,411  △2,410

  株主資本合計 81,565  83,852

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △824  △6

  繰延ヘッジ損益 7  △6

  為替換算調整勘定 △5,863  △4,586

  評価・換算差額等合計 △6,680  △4,600

 少数株主持分 2,111  2,042

 純資産合計 76,995  81,295

負債純資産合計 165,260  165,430
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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21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

売上高 73,288  73,956

売上原価 60,821  61,633

売上総利益 12,467  12,322

販売費及び一般管理費  

 販売費 6,601  6,765

 一般管理費 6,648  6,311

 販売費及び一般管理費合計 13,249  13,076

営業損失（△） △782  △753

営業外収益  

 受取利息 62  56

 受取配当金 59  120

 その他 424  409

 営業外収益合計 547  585

営業外費用  

 支払利息 499  404

 為替差損 156  130

 その他 55  75

 営業外費用合計 711  611

経常損失（△） △946  △778

特別利益  

 固定資産売却益 26  5

 社債消却益 98  －

 貸倒引当金戻入額 192  35

 その他 33  0

 特別利益合計 351  42

特別損失  

 固定資産除売却損 42  20

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 －  500

 特別退職金 16  －

 その他 7  38

 特別損失合計 67  559

税金等調整前四半期純損失（△） △661  △1,296

法人税、住民税及び事業税 303  569

法人税等調整額 △900  △810

法人税等合計 △597  △240

少数株主損益調整前四半期純損失（△） －  △1,055

少数株主利益又は少数株主損失（△） △105  123

四半期純利益又は四半期純損失（△） 41  △1,178
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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21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22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損失（△） △661  △1,296

 減価償却費 1,821  1,778

 受取利息及び受取配当金 △122  △176

 支払利息 499  404

 売上債権の増減額(△は増加) 12,112  △2,351

 たな卸資産の増減額(△は増加) 7,020  △3,021

 仕入債務の増減額(△は減少) △9,617  5,127

 未成工事受入金の増減額(△は減少) △1,752  128

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 －  500

 その他 △1,191  4,106

 小計 8,107  5,201

 利息及び配当金の受取額 120  175

 利息の支払額 △538  △336

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,387  936

 その他の収入 98  186

 営業活動によるキャッシュ・フロー 6,400  6,163

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 定期預金の預入による支出 －  △743

 定期預金の払戻による収入 336  0

 固定資産の取得による支出 △712  △613

 固定資産の売却による収入 67  14

 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 △829  －

 事業譲受による支出 △200  △2

 その他 127  0

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,218  △1,352

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) △303  △1,396

 長期借入れによる収入 2,567  6

 長期借入金の返済による支出 △5,051  △25

 自己株式の取得による支出 △4  △2

 配当金の支払額 △1,768  △1,104

 その他 △76  △45

 財務活動によるキャッシュ・フロー △4,636  △2,568

現金及び現金同等物に係る換算差額 630  △900

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 1,175  1,342

現金及び現金同等物の期首残高 27,902  31,101

現金及び現金同等物の四半期末残高 29,077  32,443
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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22年４月１日 至 平成22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 各区分の主な製品 

(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「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。 

 

【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 

３ 会計方針の変更 

   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。 

株式会社ダイフク（6383）平成23年３月期第２四半期決算短信

13



 

 

【海外売上高】 

前第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 

   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。 
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（セグメント情報） 

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役

会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているも

のであります。 

当社グループは、国内外で主としてマテリアルハンドリングシステム・機器の製造販売を行って

おり、さらに、洗車機、産業用パソコン・インターフェイスボード等の製造販売を行っております。

当社グループ各社は、各社の役割に基づいて、独立した経営単位として製造販売活動を行っており

ます。 

したがって、当社は、マテリアルハンドリングシステム・機器、洗車機等における中核企業であ

る「株式会社ダイフク」、国内外における産業用パソコン・インターフェイスボード等の製造販売

を担う中核企業「株式会社コンテック」に加えて、「JERVIS B. WEBB COMPANY」（ウェブ社）、

「DAIFUKU AMERICA CORPORATION」（ダイフク・アメリカ）の４つを報告セグメントとしております。 

「株式会社ダイフク」は、国内におけるマテリアルハンドリングシステム・機器、洗車機等の製

造販売の中核をなすとともに、世界各国にキー・コンポーネントを開発・供給しております。海外

現地法人は、株式会社ダイフクから供給されるマテリアルハンドリングシステムのコンポーネント

と現地で生産・調達する部材を組み合わせて、販売や据付工事、アフターサービスを行います。ウ

ェブ社およびダイフク・アメリカは売上規模が大きく、北米を中心に、重要な事業活動を担う現地

法人です。また、ウェブ社は、マテリアルハンドリングシステムの一部として、独自に有力な空港

手荷物搬送システムを製造販売しております。 

 

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日） 

（単位：百万円） 

報告セグメント 

 

ダイフク コンテック J.B.Webb
DAIFUKU 
AMERICA

計 

その他
（注） 

合計 

売上高    

  外部顧客への売上高 46,276 4,186 6,507 3,884 60,855 15,076 75,931

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

4,850 3,512 103 463 8,929 4,750 13,680

計 51,127 7,698 6,611 4,347 69,785 19,827 89,612

セグメント利益又は損失
（△） 

△1,063 260 157 248 △396 542 146

(注)   「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、その内容は国内外の子会社であ

ります。 
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３  報告セグメントの売上高及び利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額

及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

 （単位：百万円）

売 上 高 金額 

報告セグメント計 60,855

「その他」の区分の売上高 15,076

工事進行基準売上高の連結上の調整額 △2,219

その他の連結上の調整額 243

四半期連結財務諸表の売上高 73,956

 （単位：百万円）

利 益 金額 

報告セグメント計 △396

「その他」の区分の利益 542

関係会社からの配当金の消去 △934

その他の連結上の調整額 △390

四半期連結財務諸表の四半期純損失（△） △1,178

 

４  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  （固定資産に係る重要な減損損失） 

   該当事項はありません。 

 

  （のれんの金額の重要な変動） 

   該当事項はありません。 

 

  （重要な負ののれん発生益） 

   該当事項はありません。 

 

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号

 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

 

  (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22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

 該当事項はありません。 
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「参考資料」 

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23年３月期第２四半期) 

前第２四半期連結累計期間

(平成22年３月期第２四半期)

（参考）前連結会計年度 

(平成22年３月期) セグメントの名称 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

株式会社ダイフク 

百万円 

52,307 

％ 

68.7 

百万円 

－

％ 

－

百万円 

－

％ 

－ 

株式会社コンテック 8,631 11.3 － － － － 

JERVIS B. WEBB 

COMPANY 
6,607 8.7 － － － － 

DAIFUKU AMERICA 

CORPORATION 
2,154 2.8 － － － － 

その他 6,437 8.5 － － － － 

合計 76,139 100.0 － － － － 

(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。 
   ３ 「その他」は報告セグメントに含まれない国内外の子会社であります。 

 

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23年３月期第２四半期) 

前第２四半期連結累計期間

(平成22年３月期第２四半期)

（参考）前連結会計年度 

(平成22年３月期) 

当第２四半期連結会計期間末

(平成23年３月期第２四半期) 
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 

株式会社ダイフク 

百万円 

46,915 

％ 

60.9 

百万円 

－

％ 

－

百万円 

－

％ 

－ 

百万円 

45,806

％ 

60.6

株式会社コンテック 4,254 5.5 － － － － 971 1.3

JERVIS B. WEBB 

COMPANY 
8,147 10.6 － － － － 10,238 13.6

DAIFUKU AMERICA 

CORPORATION 
5,162 6.7 － － － － 6,208 8.2

その他 12,599 16.3 － － － － 12,326 16.3

合計 77,079 100.0 － － － － 75,552 100.0

(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。 
    ３ 「その他」は報告セグメントに含まれない国内外の子会社および連結上の修正額であります。 
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③ 販売実績 

当第２四半期連結累計期間 

(平成23年３月期第２四半期） 

前第２四半期連結累計期間

(平成22年３月期第２四半期）

（参考）前連結会計年度 

(平成22年３月期) セグメントの名称 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

株式会社ダイフク 

百万円 

46,276 

％ 

62.6 

百万円 

－

％ 

－

百万円 

－

％ 

－ 

株式会社コンテック 4,186 5.7 － － － － 

JERVIS B. WEBB 

COMPANY 
6,507 8.8 － － － － 

DAIFUKU AMERICA 

CORPORATION 
3,884 5.3 － － － － 

その他 13,101 17.6 － － － － 

合計 73,956 100.0 － － － － 

(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。 
    ３ 「その他」は報告セグメントに含まれない国内外の子会社および連結上の修正額であります。 
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