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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 198,052 24.4 4,217 144.3 4,096 204.5 1,269 371.3
23年3月期 159,263 3.3 1,726 ― 1,345 ― 269 △73.5

（注）包括利益 24年3月期 788百万円 （―％） 23年3月期 △1,774百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年3月期 11.47 ― 1.7 2.4 2.1
23年3月期 2.43 2.41 0.3 0.8 1.1

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  60百万円 23年3月期  0百万円

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

24年3月期 185,094 76,663 40.4 675.13
23年3月期 163,388 77,714 46.3 683.39

（参考） 自己資本   24年3月期  74,706百万円 23年3月期  75,625百万円

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

24年3月期 △5,187 △4,039 7,709 29,438
23年3月期 11,417 △3,616 △6,056 31,672

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

23年3月期 ― 5.00 ― 10.00 15.00 1,660 616.4 2.1
24年3月期 ― 5.00 ― 10.00 15.00 1,659 130.8 2.2

25年3月期(予想) ― 5.00 ― 10.00 15.00 55.3

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期(累計) 98,000 2.9 1,500 39.7 1,300 88.8 700 ― 6.33
通期 205,000 3.5 6,000 42.3 5,500 34.3 3,000 136.3 27.11



※  注記事項 

(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） ： 有  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 1社 （社名） Logan Teleflex (UK) Ltd. 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 無

② ①以外の会計方針の変更  ： 無

③ 会計上の見積りの変更  ： 無

④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期 113,671,494 株 23年3月期 113,671,494 株

② 期末自己株式数 24年3月期 3,016,058 株 23年3月期 3,008,514 株

③ 期中平均株式数 24年3月期 110,659,535 株 23年3月期 110,671,555 株

（参考）個別業績の概要 

平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 132,861 19.1 344 ― 3,380 162.5 1,886 112.1
23年3月期 111,542 5.8 △1,678 ― 1,287 87.3 889 4.4

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

24年3月期 17.05 ―

23年3月期 8.04 7.95

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

24年3月期 149,858 66,837 44.6 604.02
23年3月期 129,346 65,842 50.9 594.98

（参考） 自己資本 24年3月期  66,837百万円 23年3月期  65,842百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続きが実施中です。 

※ 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「1.経営成績（1）経営成績に関する分析・次期の見通し」をご参照下さ
い。 
 
（決算補足説明資料の入手方法について） 
決算補足説明資料は、TDnetで５月14日に開示し、同日、当社ホームページに掲載します。 



 

―  ― 1

○目  次 

 

１．経営成績                            ・・・・・・・・・・・・・ 2 

(1) 経営成績に関する分析            ・・・・・・・・・・・・・ 2 

(2) 財政状態に関する分析            ・・・・・・・・・・・・・ 5 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当・・・・・・・ 6 

(4) その他報告事項         ・・・・・・・・・・・・・ 7 

２．経営方針                            ・・・・・・・・・・・・・ 8 

(1) 会社の経営の基本方針            ・・・・・・・・・・・・・ 8 

(2) 目標とする経営指標、中長期的な会社の経営戦略・・・・・・・ 8 

(3) 会社の対処すべき課題            ・・・・・・・・・・・・・ 8 

３．連結財務諸表                        ・・・・・・・・・・・・・11 

(1) 連結貸借対照表                  ・・・・・・・・・・・・・11 

(2) 連結損益及び包括利益計算書      ・・・・・・・・・・・・・13 

(3) 連結株主資本等変動計算書        ・・・・・・・・・・・・・15 

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書    ・・・・・・・・・・・・・17 

(5) 継続企業の前提に関する注記      ・・・・・・・・・・・・・18 

(6) 表示方法の変更                  ・・・・・・・・・・・・・18 

(7) 追加情報                  ・・・・・・・・・・・・・・・・19 

(8) 連結財務諸表に関する注記事項    ・・・・・・・・・・・・・20 

（セグメント情報等）              ・・・・・・・・・・・・20 

（１株当たり情報）              ・・・・・・・・・・・・・24 

（重要な後発事象）              ・・・・・・・・・・・・・24 

４．その他                              ・・・・・・・・・・・・・25 

    役員の異動                      ・・・・・・・・・・・・・25 

株式会社ダイフク（6383）平成24年3月期決算短信



 

― 2 ― 

１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

当連結会計年度における世界の経済は、ギリシャに端を発した欧州債務危機や米国の景気減速

懸念、新興国の景気調整などにより、景気後退局面への懸念が強まっていました。わが国の経済

も、東日本大震災、タイの大洪水、歴史的な円高や外需の不透明感を背景に、先行きについては

慎重な見方が大勢を占めました。第４四半期連結会計期間には、円高の一服、米国景気の回復傾

向を受けての輸出持ち直し等により、緩やかな回復の兆しも見られたものの、原油高、原子力発

電所の停止による電力不足などの不安材料も抱えながら新年度を迎えました。 

当業界におきましては、国内では東日本大震災からの復旧需要などが見られましたが、総じて

需要回復力の弱い事業環境が続いております。 

このような環境にありましたが、当社グループの業績は、全社あげての努力の結果、前連結会

計年度に引き続き、リーマン・ショック後の落ち込みから着実に回復いたしました。 

受注・売上面では、自動車業界の新興国や北米での設備投資需要、半導体業界の微細化加工対

応ニーズ、空港手荷物搬送システムおよび洗車機部門における企業買収による枠組み拡大などが

寄与しました。この結果、当連結会計年度の受注高は1,952億17百万円（前期比8.3％増）、売上

高は1,980億52百万円（前期比24.4％増）を計上しました。期末受注残は前連結会計年度（約934

億円）にやや及ばない（約905億円）ものの、平成25年３月期は当連結会計年度から期ずれした

北米自動車工場向け大型案件を予定通り受注するなど、順調なスタートを切っています。 

利益につきましては、営業利益は全体的な量の回復やサービスビジネスの底堅さ、第４四半期

の好調な売上が寄与しました。経常利益では円高による為替換算損の影響を、純利益では保有株

式の時価評価損、税制改正による繰延税金資産の取り崩しによる影響を受けましたが、期末にか

けての円安・株価上昇に伴い、それぞれの影響額は従来予想より減少しております。この結果、

営業利益は42億17百万円（前期比144.3％増）、経常利益は40億96百万円（前期比204.5％増）、

当期純利益は12億69百万円（前期比371.3％増）となりました。 

これらの数字には、平成23年４月に全株式を取得したLogan Teleflex (UK) Ltd.、Logan 

Teleflex (France) S.A.S. 、Logan Teleflex, Inc. (以下、ローガン社と総称)の空港手荷物搬

送システムの実績を含んでいます。受注高には、ローガン社の平成23年３月末受注残高約60億円

を含んでいます。 

 

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。これは、北米事業を統括・強化するため、平成23年１

月１日付けでDAIFUKU WEBB HOLDING COMPANYを米国に設立し、その傘下にJERVIS B. WEBB 

COMPANY（ウェブ社）、DAIFUKU AMERICA CORPORATION（ダイフクアメリカ）を置いたためであり

ます。 

（従来）株式会社ダイフク、株式会社コンテック、ウェブ社、ダイフクアメリカ、その他 

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

（DWHC）、その他 

セグメント売上は上記各社の外部顧客への売上高、セグメント利益は純利益を記載しておりま

す。セグメントに関する詳細は、後記（セグメント情報等）をご覧下さい。 

① 株式会社ダイフク 

《受注》 

保管・搬送・仕分け・ピッキングのシステムでは、食品業界、医薬品業界、医薬卸業界、農

業、流通業界向けなどの大型案件が堅調に推移しました。これらの分野は年々、海外案件が増

えており、当連結会計年度は韓国、ロシア、インドネシア、スペインなどでの受注がありまし

た。次期につきましても、北米や中国を中心に海外案件を伸ばしていく計画です。中小型シス

テムは、自動車や電機業界向け需要低迷の影響がなお続くものの、東日本大震災復興関連によ

る需要が出てまいりました。 

半導体工場向けシステムでは、微細化加工ニーズにマッチした「窒素パージストッカー」の

韓国や北米案件が順調に進捗しました。液晶パネル工場向けシステムの需要は、従来の大型テ

レビ用からスマートフォンや携帯情報端末向け中小型にシフトしました。今後は、中国を中心

にした高精細化・ガラス薄型化案件の需要が見込まれます。 

自動車生産ライン向けシステムは、リーマン・ショック後、回復が遅れていましたが、今期
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は北米や新興国向けを中心に受注が戻り、国内やメキシコでも大型案件を受注しました。また、

開発に力を入れてきた成果として、組立ラインや塗装ラインでそれぞれ新しい搬送システムを

受注しています。 

《売上》 

食品、医薬品、医薬卸、流通、農業などの幅広いお客さま向け保管・搬送・仕分け・ピッキ

ングシステムの大型案件の売上は、堅調に推移しました。 

半導体工場向けシステムの売上は韓国や北米向け案件が堅調に推移し、液晶パネル工場向け

は国内や台湾向け案件の売上を計上しました。 

自動車生産ライン向けシステムでは、ブラジル・タイ・中国・インドネシア・インド向けな

どの売上が多く、５月、８月、正月の各国内連休工事も寄与して、前年を大きく上回りました。

タイの洪水復旧工事を短期間で完遂したことも貢献しました。 

洗車機は、事業買収効果やサービスステーション市場での入れ替え需要の活発化、ディーラ

ー市場での導入の広がりにより、期初からの好調さを持続しました。福祉リヤリフトも、震災

後の自動車の生産回復、福祉施設の復興需要、大口受注の獲得に伴い、生産量・売上ともに過

去 高の実績となりました。 

《利益》 

株式会社ダイフク単体の営業黒字化を達成しました。国内外子会社の貢献で連結営業黒字は

確保していたものの、平成22年３月期、23年３月期と営業損失を計上していましたが、今期は

第４四半期連結会計期間の好調な売上、経費削減、子会社からのロイヤリティ売上などが寄与

したものです。円高による為替換算損、株価低迷による保有株式の時価評価損、税制改正によ

り繰延税金資産を取り崩したことなどの影響を受けましたが、連結会計年度末の円安・株価上

昇に伴い、それぞれの影響額が緩和されました。また、子会社からの受取配当も改善要因とな

りました。 

この結果、受注高は1,118億75百万円（前期比4.3％増）、売上高は1,146億13百万円（前期

比14.3％増）、セグメント利益は18億86百万円（前期比112.1％増）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 

拡張ボード系機器では、東日本大震災により自動車業界の生産活動が縮小した影響を受け

ましたが、年度末にかけて、生産設備や検査装置向けの販売が堅調に推移いたしました。産

業用パソコン系機器では、大震災やタイの洪水被害による部品調達難の影響がありましたが、

非製造業向け市場への拡販を図ったことと、企業の設備投資増に支えられました。ネットワ

ーク系機器では、公共施設や店舗設備向け無線ＬＡＮ製品の販売が好調に推移いたしました。 

・ソリューション＆サービス製品 

期初に電力遠隔監視システムの販売が好調でしたが、再生可能エネルギー買取制度の買取

価格が未決定であることから、太陽光発電データ計測システムの販売が低調でした。 

・システム製品 

経済成長が著しい中国市場の開拓を進めました。国内は、自動車関連向けシステムの販売

が回復に至りませんでした。 

この結果、受注高は83億50百万円（前期比1.3％減）、売上高は81億61百万円（前期比4.9％

減）、セグメント利益は68百万円（前期比83.9％減）となりました。 

次期につきましては、成長の期待される分野への深耕を図ると共に、グローバル市場で競争

力のある価格・納期を実現させ、商品開発・エンジニアリング体制を強化することで、海外市

場の売上拡大を目指してまいります。 
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③ DAIFUKU WEBB HOLDING COMPANY（DWHC） 

DWHCは、北米の事業を統括する会社で、傘下にウェブ社、ダイフクアメリカを置き、両社の

経営資源の効率的運用を推進しています。現在、２社にまたがる生産やサービスの効率化のた

めの再編、エンジニアリングおよびプロジェクト管理のノウハウ共有、基幹情報システムや人

事・財務など管理面の共通化などを進めています。一部組織の統合は既に完了し、さらなる一

体化を図ります。 

受注面は、自動車生産ライン向けシステム、半導体業界向けシステムが好調だったものの、

空港手荷物搬送システム案件はメーカー決定が遅れるなどの影響を受けました。自動車生産ラ

イン向けシステムは、北米・中南米で設備投資が活発になったことが寄与しました。半導体業

界向けでは、携帯情報端末やサーバー用半導体の需要増大による設備需要や微細化対応の「窒

素パージストッカー」などにより、着実に受注を獲得しています。自動車業界、食品関連業界

向けには、無人搬送車「SmartCart」の積極的な営業が奏功しています。 

売上面でも、自動車およびその関連業界向け、半導体業界向けが大きく伸びました。 

北米の景気回復期待もあり、次期は受注・売上の増加が全般的に期待できます。 

この結果、受注高は257億70百万円（前期比14.1％減）、売上高は282億73百万円（前期比

40.2％増）、セグメント利益は11億67百万円（前期比64.0％増）となりました。 

 

④ その他 

「その他」は、上記３社以外の国内外の子会社であります。当社グループを構成する連結子

会社は44社です。「その他」に含まれる主なものとしては、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（平成24

年4月、グループ再編のため株式会社ダイフクに吸収合併）、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、生産拠点を持つ大福（中

国）有限公司、DAIFUKU KOREA CO., LTD.、CLEAN FACTOMATION, INC.（韓国）、台灣大福高科

技設備股分有限公司、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、アジアの海外子会社を中心に業績は順調に推移しました。グループ会社間でのグロ

ーバルな連携も加速しており、CLEAN FACTOMATION, INC. は、年間3,000万ドル以上の輸出貢

献をたたえられ、平成23年12月に韓国政府から表彰されました。 

中国では、車の生産・販売がともに世界一になったことを背景に、自動車工場向けの売上が

好調な一方、広大な国土をカバーする配送センター計画、中小都市における新空港手荷物搬送

システム需要が旺盛となっていますので、受注活動を強化しています。台湾では中小型液晶パ

ネルや半導体工場向けなどの製品が順調でした。韓国では半導体工場向け、自動車工場向け製

品が好調です。 

タイも、アジア・太平洋地域全般をにらんだ自動車業界の拠点として、ＡＳＥＡＮ各国から

の引き合いに対応しております。なお、タイの生産拠点は、幸い洪水の被害を受けませんでし

たが、浸水被害に遭われたお客さま設備の復旧のため、国内からも現地生産や工事の支援部隊

を派遣して復旧工事を短期間で完遂し、高い評価をいただきました。 

今期より新たに当社グループに加わったローガン社は、中国における空港手荷物搬送システ

ムの大型案件で追加受注いたしました。 

この結果、受注高は492億19百万円（前期比42.6％増）、売上高は450億19百万円（前期比

42.8％増）、セグメント利益は16億98百万円（前期比184.3％増）となりました。なお、受注

高には平成23年４月から連結対象となったローガン社の空港手荷物搬送システムの受注残約60

億円を含んでおります。 
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・次期の見通し 

当社は、平成22年４月から中期３ヵ年経営計画「Material Handling and Beyond」をスター

トさせ、平成25年３月期の目標を売上高2,200億円、営業利益110億円としてまいりました。初

年度はリーマン・ショックの影響が色濃く残り、次年度である当連結会計年度は回復に転じ、

終年度に当たる次期も増収増益基調を維持するものの、上記目標を達成することは厳しい状

況となりました。 

量（受注、売上）が届かない要因は、液晶テレビ用ＦＰＤ案件の減少、ものづくり全般の新

興国シフトに伴うお客さまの予算抑制など、産業構造が大きく変化したことに伴うものです。

また物流センター・配送センター関係でも、医薬卸業界の需要一巡などにより国内大型案件の

減少は避けられない見通しです。また、円高の進行状況によっては、海外子会社を連結した時

の金額の目減りも避けられません。 

これに対して、国内外で企業や事業の買収を展開したことにより、グループ全体の枠組みが

拡大し、増収効果を得ることができました。今後は、さらにシナジー効果を追求し、質・量と

もに業績への貢献度を高めます。 

質（利益）の面では、競争激化、新興国での競合メーカーの成長などの外的要因がある一方、

調達や据付工事インフラの未整備な海外エリアでの大型案件への挑戦、開発リスクを取って積

極的に新市場を開拓したために生じた成長戦略上の要因もあります。 

これらに対しては、後記「対処すべき課題」で改善策を説明させていただいておりますが、

次期（平成25年３月期）の業績見通しにつきましては、以上の状況を踏まえて、次の通りとさ

せていただきます。 

 

平成25年３月期の連結通期業績予想 

受注高 2,100億円 (前期比7.6％増) 

売上高 2,050億円 (前期比3.5％増) 

営業利益 60億円 (前期比42.3％増) 

経常利益 55億円 (前期比34.3％増) 

当期純利益 30億円 (前期比136.3％増) 

 

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 

当連結会計年度末における総資産は1,850億94百万円（前期比217億5百万円の増加）となり

ました。これは、受取手形・完成工事未収入金等が前連結会計年度末に比べて214億8百万円増

加したことが主な要因であります。 

当連結会計年度末における負債は1,084億31百万円（前期比227億57百万円の増加）となりま

した。これは、支払手形・工事未払金等が前連結会計年度末に比べ71億85百万円増加、有利子

負債が100億98百万円増加したことが主な要因であります。 

当連結会計年度末における純資産は766億63百万円（前期比10億51百万円の減少）となりま

した。これは、保有する有価証券や為替の変動等によるその他の包括利益累計額合計が5億24

百万円減少したことと、配当金の支払などにより利益剰余金が3億90百万円減少したことが主

な要因であります。 
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     ②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ22億34百万円減

少し、294億38百万円（前年同期は316億72百万円）となりました。 

（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、51億87百万円の支出超過（前年同期は114億17百万円の収入超

過）となりました。これは、仕入債務の増加額が67億63百万円、減価償却費が36億12百万円あ

ったものの、売上債権の増加額が209億69百万円あっ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、40億39百万円の支出超過（前年同期は36億16百万円の支出超過）

となりました。これは、固定資産の取得による支出が22億93百万円あったことに加え、投資有

価証券の取得による支出が7億15百万円あったことが主な要因であります。 

    （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、77億９百万円の収入超過（前年同期は60億56百万円の支出超過）

となりました。これは、配当金の支払が16億58百万円あったものの、運転資金として調達しま

した短期借入金の増加額が93億60百万円あったことが主な要因であります。 

 

（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期

自己資本比率（％） 38.0 40.9 47.9 46.3 40.4

時価ベースの自己資本比率

（％） 
64.9 30.0 49.2 40.9 28.7

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 1.6 － 2.2 3.6 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 48.1 － 21.1 14.1 －

自己資本比率：自己資本／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／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

（注２）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

（注３）キャッシュ･フローは、営業キャッシュ･フローを利用しています。 

（注４）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

債を対象としています。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を 重要課題と位置づけ、剰余金の配当につきまして

は、株主の皆様へのさらなる利益還元を視野に入れて、連結当期純利益をベースとする業績連

動による配当政策を取り入れるとともに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。 

当期につきましては、中間配当として１株当たり５円を実施しており、期末配当として１株

あたり10円とさせていただくことを平成24年５月14日開催の取締役会で決定し、合計で年間配

当として１株あたり15円とさせていただくことといたしました。また、次期（平成25年３月

期）の配当につきましては、平成24年３月期の業績および現下の経営環境などを総合的に勘案

した結果、１株当たり年間15円（中間５円、期末10円）を予定しております。 

また、株主様への優待策として、当社が設備・用品を納入した全国300カ所以上のボウリン

グ場でご利用いただける割引金券を贈呈する制度を導入いたしました。 

 

株式会社ダイフク（6383）平成24年3月期決算短信



 

― 7 ― 

(4) その他報告事項 

① 平成23年10月、空港向け「バゲージトレイシステム」の発売を開始しました。手荷物一

つひとつをトレイに搭載し、 大搬送速度600ｍ／分を実現したことが特長です。中・大

規模空港への拡販を図るとともに、当社が得意とする自動倉庫と組み合わせたシステムも

提案をしていきます。 

② 平成23年12月、ダイフクグループの海外現地法人幹部候補生を対象にした「グローバル

リーダーシップ研修」を初めて開催しました。海外事業展開や生産体制等の講義、納入先

見学など、内容は多岐にわたります。また、平成24年４月には執行役員に初めて外国人が

就任しました。グローバルに活躍できる人材の育成・登用に、今後ますます力を入れてい

きます。 

③ 平成23年12月、日立プラントテクノロジーとの間で、エレクトロニクス産業向けクリー

ン搬送システムのサービス事業の譲受け契約を締結しました。国内の基盤を拡充するとと

もに、これまで実績のなかったお客さまとの取引関係を構築していきます。平成24年４月

から、当社の一部として営業を開始しました。 

④ 平成24年２月、株主優待制度の導入を決定しました。毎年３月末日の当社株主名簿に記

載、または記録された1単元(500株)以上の当社株式を保有されている株主様に対し、当社

グループとお取り引きのある全国300カ所以上のボウリング場で使用できる割引金券を年1

回贈呈いたします。株主の皆様の日ごろからのご支援に感謝するとともに、当社株式への

投資の魅力を高め、中長期的に株式を保有していただける安定的な株主様の維持・増加を

図っていきます。割引金券は、６月28日の定時株主総会後に発送予定です。 

⑤ 平成24年３月、株式会社日本政策投資銀行より物流システムメーカーとして初めて、

「防災格付」に基づく融資を受けました。ＢＣＰ(事業継続計画)推進本部を設置し、事業

継続のための指揮命令系統を整備し、これらの体制を有価証券報告書やＣＳＲレポート等

を通じてわかりやすく情報公開に努めている点等が、高く評価されました。 

 

 

株式会社ダイフク（6383）平成24年3月期決算短信



 

- 8 - 

２．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

当社は、平成21年11月に発表させていただきました中期経営計画「Material Handling and Beyond」（平成22

年４月～平成25年３月）の中において、経営理念、経営基本方針を以下のように定めております。 

●経営理念 

① 広く国内外に、 適・ 良の、マテリアルハンドリングシステム・機器および電子機器を提供し、 

  産業界の発展に貢献する。 

② 収益性を重視した、健全で成長性豊かな経営を目指す。 

③ 全社員の人格・個性を尊重し、自由闊達な明るい企業風土をつくる。  

●経営基本方針 

① マテリアルハンドリングのリーディングカンパニーとして、たゆまぬ技術革新に挑戦し、 

  産業界の発展に貢献する。 

② 国内外の法令および社会規範を遵守し、内部統制システムの充実およびリスクマネジメントの強化に 

   全社を挙げて取り組む。 

③ 環境・安全を重視した企業活動を行い、社会の一員としての責任を果たす。 

④ 国際会計基準適用を視野に入れ、更なる財務の信頼性を確保し、財務体質の強化を図る。 

⑤ グローバル企業にふさわしい、客観・公平・公正な人事処遇制度の下、 

   変化に柔軟に対応できる企業集団をつくる。 

 

（２）目標とする経営指標、中長期的な会社の経営戦略 

中期３カ年経営計画「Material Handling and Beyond」は、リーマン・ショック後の厳しい経営環境に鑑み、

将来にわたって当社グループが持続的に成長し続けるための事業基盤を確立する３年間と位置づけております。 

具体的には、平成25年（2013年）３月期連結経営目標を売上高で2,200億円、営業利益を110億円とするととも

に、その成果として平成27年（2015年）３月期に「連結売上高2,500億円、営業利益率10％」を期するビジョン

を描いてまいりました。収益に大きく貢献した大型テレビ用液晶パネル向け搬送システムの需要が減少するなど、

リーマン・ショック後の産業構造の変革は著しく、平成25年（2013年）３月期の数値目標達成は厳しい状況では

ありますが、成長路線の道筋を確固たるものとし、次期中期経営計画でさらなる飛躍を期してまいります。 

次期中期３カ年経営計画の詳細は、第２四半期以降に発表させていただきます。 

 

（３）会社の対処すべき課題 

中期経営計画「Material Handling and Beyond」は、マテリアルハンドリング（マテハン）をコア事業とする

ゆるぎない姿勢と、そこから広がるさまざまな世界を展望しつつ、「事業環境の変化を的確にとらえ、未来に

向けて新たな製品・市場・事業などを創出していく」姿を表現したものです。特に、次の５つの「新しい」に

挑戦して、従来の枠を超えて事業の幅を広げることが、さらなる飛躍のための重要課題であると認識しており

ます。 
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①新しい市場の開拓 

国内はもとより、さらに大きく海外飛躍を目指します。 

②新しい製品、システムの創出 

経済発展の著しい中国・インドなどに新しい市場を求めていくため、現地のニーズに合い、お客さまにご

満足いただける価格・機能の製品・システムを提供してまいります。 

③新しい生産方法の開発 

グループとしての生産のあり方を見直し、海外に納める製品・システムについては、現地調達・現地生産

の比率をさらに向上させます。そのため、現地スタッフを登用し、グローバルに活躍できる人材を育成して

いきます。 

④新しいグローバルパートナーの開拓 

当社の製品・システムは工場出荷する段階では未だ完成品ではなく、現地調達・現地生産したモノと組み

合わせ、据え付け・調整してはじめて完成品になります。新たな市場となる中国・インドなどで、品質の良

いモノを生産・据付・サービスできるパートナーを育成するとともに、既存パートナーについても、レベル

アップを図ってまいります。 

⑤新しい事業の立ち上げ 

新しい事業を、自ら開発することに加え、事業提携、さらには友好的なＭ＆Ａといった方法で立ち上げる

ことで、さらなる成長路線を描きます。狭義のマテリアルハンドリング（保管・搬送・仕分け・ピッキン

グ）に限らず、モノづくりに携わるメーカーとして、固有の技術・人材・ネットワーク等を応用すれば手が

けることができる新分野も追求してまいります。 

 

足元の平成25年３月期は、次の４点に注力いたします。 

〔足元の課題〕 

平成25年３月期は、「グローバル市場で持続的成長の基盤を作り、世界のマテハン業界の発展を牽引する

企業を目指す」を基本方針とします。 

平成24年４月、米国の「Modern Materials Handling」誌が毎年行っているマテリアルハンドリング・シ

ステムのサプライヤー・ランキングで、当社グループは初めて売上高１位にランクされました。ただし、為

替等の影響も考慮された結果、ドイツのメーカーと並んでの座となっています。 

名実ともに真のナンバーワン企業、業界を牽引するトップ企業と認められるための課題は、新市場開拓、

新製品開発、海外生産・調達の拡大、サービス事業の拡充、グローバル人材の育成など、既に明らかになっ

ております。 

平成25年３月期は、特に案件の入り口（引き合い情報対応）、進行途上、出口（引渡し）という３つの段

階で以下の管理を徹底し、収益性を高めてまいります。また、新たな付加価値創出策として、サービス事業

のメニュー拡大、ＩＣＴ（情報通信）技術の活用にも努めます。 

①選択と集中～マーケティング機能アップ 

市場が世界に広がる中、現地法人等の足がかりのない地域での案件も増えており、案件の内容を事前に

様々な角度から検証することが、非常に重要になってまいりました。契約条件、現地パートナーの力量、客

先規格や使用言語、支払い条件など、ビジネスリスクや個別ユーザーの状況を精査した上で、取り組むべき

と判断した市場に対して、経営資源を集中します。 
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②生産性向上とコストダウン 

平成24年３月期の売上総利益率は、16％強という低い水準に止まりました。工場内でのコストダウンはも

ちろん、納入後に顕在化する不具合の削減に努めます。また、キャッシュフロー重視の経営の原点に返り、

前受金をいただくことなど支払条件の改善にも取り組みます。 

③プロジェクト進捗管理の再構築 

近年、新市場案件や海外の大型プロジェクトが増加しており、その進捗管理が収益上からも非常に重要に

なっています。専門の部署を新設して全社的な体制再構築を行い、受注から引渡しまで原価・品質・工程等

を一貫してコントロールしていきます。 

 

〔コーポレート・ガバナンスの強化〕 

平成24年６月28日開催の定時株主総会における株主さまのご承認を前提に、社外取締役を新たに選任する

予定です。候補者の柏木昇氏は商社での海外勤務や大学教授等の経験を有し、企業法務や国際取引法に精通

されている方で、当社のコーポレート・ガバナンス体制全般の強化につながります。また、社内取締役の人

数は、平成24年３月期に執行役員制度を導入したことにより、４名減員いたしましたが、引き続き３名減員

して10名とします。合議体による経営の意思決定の一層の迅速化を図るとともに、より活発な議論を通して

取締役会を一層活性化させます。 
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３．連結財務諸表 

(1) 連結貸借対照表 

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 31,749  29,577

  受取手形・完成工事未収入金等 47,268  68,676

  未完成工事請求不足高 5,831  10,481

  商品及び製品 2,776  2,523

  未成工事支出金等 7,682  5,427

  原材料及び貯蔵品 6,672  7,593

  繰延税金資産 2,069  1,613

  その他 3,298  4,160

  貸倒引当金 △129  △112

  流動資産合計 107,218  129,942

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 15,181  14,242

   機械装置及び運搬具（純額） 2,830  2,512

   工具、器具及び備品（純額） 849  780

   土地 11,478  11,597

   その他（純額） 1,241  1,298

   有形固定資産合計 31,580  30,430

  無形固定資産  

   ソフトウエア 2,630  2,330

   のれん 2,229  2,258

   その他 185  284

   無形固定資産合計 5,045  4,874

  投資その他の資産  

   投資有価証券 9,106  10,414

   長期貸付金 445  368

   繰延税金資産 5,799  5,241

   その他 4,453  4,018

   貸倒引当金 △260  △194

   投資その他の資産合計 19,543  19,847

  固定資産合計 56,170  55,152

 資産合計 163,388  185,094
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

負債の部  

 流動負債  

  支払手形・工事未払金等 25,885  33,070

  短期借入金 2,826  13,861

  1年内償還予定の社債 －  4,000

  未払法人税等 788  783

  繰延税金負債 7  8

  工事損失引当金 673  804

  その他 11,127  15,470

  流動負債合計 41,309  67,998

 固定負債  

  社債 10,000  6,000

  長期借入金 28,085  27,149

  繰延税金負債 1,182  1,009

  退職給付引当金 2,015  3,318

  負ののれん 419  359

  その他 2,661  2,594

  固定負債合計 44,364  40,432

 負債合計 85,674  108,431

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 67,819  67,428

  自己株式 △2,417  △2,421

  株主資本合計 82,454  82,060

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 △482  247

  繰延ヘッジ損益 △32  11

  為替換算調整勘定 △6,313  △7,612

  その他の包括利益累計額合計 △6,828  △7,353

 少数株主持分 2,088  1,956

 純資産合計 77,714  76,663

負債純資産合計 163,388  185,094
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(2) 連結損益及び包括利益計算書 

  (単位：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

売上高 159,263  198,052

売上原価 131,639  165,505

売上総利益 27,623  32,546

販売費及び一般管理費  

 販売費 13,615  14,698

 一般管理費 12,281  13,630

 販売費及び一般管理費合計 25,897  28,328

営業利益 1,726  4,217

営業外収益  

 受取利息 120  100

 受取配当金 180  235

 負ののれん償却額 59  59

 受取地代家賃 204  228

 その他 444  308

 営業外収益合計 1,009  932

営業外費用  

 支払利息 804  858

 為替差損 422  70

 その他 163  125

 営業外費用合計 1,390  1,053

経常利益 1,345  4,096

特別利益  

 固定資産売却益 10  3

 貸倒引当金戻入額 44  －

 その他 4  1

 特別利益合計 58  4

特別損失  

 固定資産売却損 50  23

 固定資産除却損 27  105

 投資有価証券評価損 68  718

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 500  －

 その他 53  51

 特別損失合計 701  898

税金等調整前当期純利益 703  3,202

法人税、住民税及び事業税 1,157  1,540

法人税等調整額 △957  327

法人税等合計 200  1,868

少数株主損益調整前当期純利益 503  1,334

少数株主利益 233  65

当期純利益 269  1,269
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  (単位：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

少数株主利益 233  65

少数株主損益調整前当期純利益 503  1,334

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 △477  731

 繰延ヘッジ損益 △26  43

 為替換算調整勘定 △1,754  △1,285

 持分法適用による持分相当額 △18  △36

 その他の包括利益合計 △2,277  △546

包括利益 △1,774  788

（内訳）  

 親会社株主に係る包括利益 △1,959  744

 少数株主に係る包括利益 184  44
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(3) 連結株主資本等変動計算書 

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本  

 資本金  

  当期首残高 8,024  8,024

  当期末残高 8,024  8,024

 資本剰余金  

  当期首残高 9,028  9,028

  当期変動額  

   自己株式の処分 △0  △0

   当期変動額合計 △0  △0

  当期末残高 9,028  9,028

 利益剰余金  

  当期首残高 69,210  67,819

  当期変動額  

   剰余金の配当 △1,660  △1,659

   当期純利益 269  1,269

   当期変動額合計 △1,390  △390

  当期末残高 67,819  67,428

 自己株式  

  当期首残高 △2,410  △2,417

  当期変動額  

   自己株式の取得 △8  △3

   自己株式の処分 0  0

   当期変動額合計 △7  △3

  当期末残高 △2,417  △2,421

 株主資本合計  

  当期首残高 83,852  82,454

  当期変動額  

   剰余金の配当 △1,660  △1,659

   当期純利益 269  1,269

   自己株式の取得 △8  △3

   自己株式の処分 0  0

   当期変動額合計 △1,398  △393

  当期末残高 82,454  82,060

その他の包括利益累計額  

 その他有価証券評価差額金  

  当期首残高 △6  △482

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △475  730

   当期変動額合計 △475  730

  当期末残高 △482  247

 繰延ヘッジ損益  

  当期首残高 △6  △32

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △26  43

   当期変動額合計 △26  43

  当期末残高 △32  11

株式会社ダイフク（6383）平成24年3月期決算短信



 

― 16 ― 

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

 為替換算調整勘定  

  当期首残高 △4,586  △6,313

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,726  △1,299

   当期変動額合計 △1,726  △1,299

  当期末残高 △6,313  △7,612

 その他の包括利益累計額合計  

  当期首残高 △4,600  △6,828

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,228  △524

   当期変動額合計 △2,228  △524

  当期末残高 △6,828  △7,353

少数株主持分  

 当期首残高 2,042  2,088

 当期変動額  

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 46  △132

  当期変動額合計 46  △132

 当期末残高 2,088  1,956

純資産合計  

 当期首残高 81,295  77,714

 当期変動額  

  剰余金の配当 △1,660  △1,659

  当期純利益 269  1,269

  自己株式の取得 △8  △3

  自己株式の処分 0  0

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,181  △657

  当期変動額合計 △3,580  △1,051

 当期末残高 77,714  76,663

 

株式会社ダイフク（6383）平成24年3月期決算短信



 

― 17 ― 

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

  (単位：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税金等調整前当期純利益 703  3,202

 減価償却費 3,577  3,612

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 500  －

 のれん償却額 238  343

 負ののれん償却額 △59  △59

 受取利息及び受取配当金 △300  △336

 支払利息 804  858

 固定資産除売却損益（△は益） 78  128

 投資有価証券評価損益（△は益） 68  718

 売上債権の増減額（△は増加） △591  △20,969

 たな卸資産の増減額（△は増加） △1,469  1,826

 仕入債務の増減額（△は減少） 4,994  6,763

 未成工事受入金の増減額（△は減少） △492  2,173

 その他 3,162  △2,000

 小計 11,215  △3,738

 利息及び配当金の受取額 294  333

 利息の支払額 △808  △860

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 343  △1,177

 その他 372  255

 営業活動によるキャッシュ・フロー 11,417  △5,187

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出 

－  △565

 定期預金の預入による支出 △740  △135

 定期預金の払戻による収入 714  66

 固定資産の取得による支出 △1,594  △2,293

 固定資産の売却による収入 374  53

 投資有価証券の取得による支出 △1,558  △715

 関係会社株式の取得による支出 △13  △184

 貸付金の回収による収入 2  3

 事業譲受による支出 △799  △270

 その他 △1  3

 投資活動によるキャッシュ・フロー △3,616  △4,039

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） △1,131  9,360

 長期借入れによる収入 3,021  1,108

 長期借入金の返済による支出 △3,042  △899

 新株予約権付社債の償還による支出 △3,008  －

 自己株式の取得による支出 △8  △3

 配当金の支払額 △1,658  △1,658

 その他 △228  △198

 財務活動によるキャッシュ・フロー △6,056  7,709

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,172  △717

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 571  △2,234

現金及び現金同等物の期首残高 31,101  31,672

現金及び現金同等物の期末残高 31,672  29,438
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(5)継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 

(6)表示方法の変更 

(連結貸借対照表関係) 

前連結会計年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「未完成工事請求不足高」は、

金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法

の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示してい

た9,129百万円は、「未完成工事請求不足高」5,831百万円、「その他」3,298百万円として組替えて

おります。 

 

(連結損益計算書関係) 

前連結会計年度において、「特別損失」の「その他」に含めていた「投資有価証券評価損」は、

金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法

の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結損益及び包括利益計算書において、「特別損失」の「その他」

に表示していた121百万円は、「投資有価証券評価損」68百万円、「その他」53百万円として組替え

ております。 

 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた

「投資有価証券評価損益」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することと

しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを

行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッ

シュ・フロー」の「その他」に表示していた3,231百万円は、「投資有価証券評価損益」68百万円、

「その他」3,162百万円として組替えております。 
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(7)追加情報 

① 当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月

４日）を適用しております。 

② 法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律及び

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が平

成23年12月２日に公布されたことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算

（ただし、平成24年４月１日以降解消されるものに限る）に使用した法定実効税率は、前連結会計

年度の41.0％から、回収又は支払が見込まれる期間が平成24年４月１日から平成27年３月31日まで

のものは38.0％、平成27年４月１日以降のものについては35.6％にそれぞれ変更されております。 

その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が671百万円減少し、そ

の他有価証券評価差額金が12百万円、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が683百万円、

それぞれ増加しております。 
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（8）連結財務諸表に関する注記事項 

（セグメント情報等） 

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、「DAIFUKU WEBB HOLDING COMPANY（DWHC)」の３

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。

DAIFUKU WEBB HOLDING COMPANY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、マテリアルハンドリングシステムの一部として、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、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重

要な事項」における記載と同一であります。また、セグメント間の内部収益又は振替高は市場実勢

価格に基づいております。 
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３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

（単位:百万円） 

報告セグメント 
 

ダイフク コンテック DWHC 計 

その他 
(注) 

合計 

売上高   

 外部顧客への売上高 114,613 8,161 28,273 151,049 45,019 196,068

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
18,247 8,313 795 27,357 14,851 42,208

計 132,861 16,475 29,069 178,406 59,871 238,277

セグメント利益 1,886 68 1,167 3,123 1,698 4,822

セグメント資産 149,858 14,370 18,180 182,409 40,885 223,294

セグメント負債 83,021 9,158 16,740 108,919 22,334 131,253

その他の項目   

 減価償却費 2,653 254 198 3,106 507 3,613

 のれん償却額 32 － － 32 116 149

 受取利息 34 1 5 41 120 161

 支払利息 745 60 42 848 71 919

 持分法投資利益 － － 17 17 － 17

 特別利益 0 － 121 122 15 137

 （固定資産売却益） (0) (－) (121) (122) (1) (123)

 特別損失 771 17 3 793 90 883

 （投資有価証券評価損） (718) (－) (－) (718) (－) (718)

 法人税費用 723 97 342 1,162 650 1,813

 持分法適用会社への投資額 － － 171 171 139 310

 有形固定資産及び無形固定

資産の増加額 
1,255 325 289 1,870 571 2,441

（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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４  報告セグメント合計額と連結財務諸表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 当連結会計年度 

報告セグメント計 178,406

「その他」の区分の売上高 59,871

セグメント間取引消去 △42,208

工事進行基準売上高の連結上の調整額 1,339

その他の連結上の調整額 643

連結財務諸表の売上高 198,052

（単位：百万円） 

利   益 当連結会計年度 

報告セグメント計 3,123

「その他」の区分の利益 1,698

関係会社からの配当金の消去 △3,098

その他の連結上の調整額 △454

連結財務諸表の当期純利益 1,269

（単位：百万円） 

資   産 当連結会計年度 

報告セグメント計 182,409

「その他」の区分の資産 40,885

資本連結による関係会社株式の消去 △19,576

内部取引による債権の消去 △19,455

その他の連結上の調整額 832

連結財務諸表の資産合計 185,094

（単位：百万円） 

負   債 当連結会計年度 

報告セグメント計 108,919

「その他」の区分の負債 22,334

内部取引による債務の消去 △19,455

その他の連結上の調整額 △3,367

連結財務諸表の負債合計 108,431
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                           （単位：百万円） 

その他の項目 報告セグメント計 その他 調整額 連結財務諸表計上額

減価償却費 3,106 507 △0 3,612

のれん償却額 32 116 194 343

受取利息 41 120 △61 100

負ののれん償却額 － － 59 59

支払利息 848 71 △61 858

持分法投資利益 17 － 42 60

特別利益 122 15 △132 4

（固定資産売却益） (122) (1) (△120) (3)

特別損失 793 90 14 898

（投資有価証券評価損） (718) (－) (－) (718)

法人税費用 1,162 650 54 1,868

持分法適用会社への 
投資額 

171 139 － 310

有形固定資産及び無形
固定資産の増加額 

1,870 571 △47 2,393

 

（関連情報） 

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

１  製品及びサービスごとの情報 

（単位：百万円） 

 物流システム 電子機器 その他 合計 

外部顧客への売上高 175,060 8,161 14,829 198,052

 

２  地域ごとの情報 

売上高 

（単位：百万円） 

日本 アメリカ その他 合計 

99,963 26,507 71,581 198,052 

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 
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（１株当たり情報） 

 

 
前連結会計年度 

(自  平成22年４月１日 
  至  平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成23年４月１日 
  至  平成24年３月31日) 

１株当たり純資産額 683円39銭 675円13銭 

１株当たり当期純利益金額 2円43銭 11円47銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 2円41銭 －円－銭 

(注) １  当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

 

 ２  １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり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。 

 

項目 
前連結会計年度 

(自  平成22年４月１日 
  至  平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成23年４月１日 
  至  平成24年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益(百万円) 269 1,269 

普通株主に帰属しない金額(百万円) － － 

普通株式に係る当期純利益(百万円) 269 1,269 

普通株式の期中平均株式数(千株) 110,671 110,659 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

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) 1,159 － 

(うち転換社債型新株予約権付社債）（千株) (1,159) (－)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株
式の概要 

－ 

 

 ３  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。 

 

項目 
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

純資産の部の合計額(百万円) 77,714 76,663 

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 2,088 1,956 

(うち少数株主持分)(百万円) (2,088) (1,956)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 75,625 74,706 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通
株式の数(千株) 

110,662 110,655 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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４．その他 

 

役員の異動 （平成24年６月28日付予定） 

①代表者の異動 

該当事項はありません。 

 

②新任取締役候補 

取締役     柏木 昇（現 公益財団法人日弁連法務研究財団評価委員会委員長、 

  財団法人民事紛争処理基金理事長） 

※柏木 昇氏は会社法第２条15号に定める社外取締役候補者であります。 

 

③退任予定取締役 

取締役顧問   平井 豊  （当社顧問に就任） 

取締役顧問   柿沼 清毅（当社顧問に就任、現職の株式会社ダイフクプラスモア代表 

                       取締役社長を兼任） 

取締役顧問   谷口 孝宏（当社顧問に就任） 

 

④新任監査役候補 

監査役     黒坂 達二郎（現 社長付上席参事） 

 

⑤退任予定監査役 

監査役（常勤） 藤島 博（株式会社コンテック 社外監査役に就任予定） 
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