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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第3四半期 144,549 1.1 4,807 269.6 4,550 416.2 2,642 ―
24年3月期第3四半期 142,936 27.9 1,300 ― 881 ― △716 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 4,378百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △2,468百万円 （―％）

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

25年3月期第3四半期 23.88 ―
24年3月期第3四半期 △6.47 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 204,884 79,383 37.7
24年3月期 185,049 76,618 40.3
（参考） 自己資本 25年3月期第3四半期 77,299百万円 24年3月期 74,661百万円

2.  配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 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

24年3月期 ― 5.00 ― 10.00 15.00
25年3月期 ― 5.00 ―
25年3月期（予想） 10.00 15.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 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 205,000 3.5 6,300 49.4 5,700 41.7 3,000 145.3 27.11



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（注）詳細は、添付資料Ｐ.５「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （1）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。

(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、５ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。

（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２月12日に開示し、同日、当社ホームページに掲載します。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 有
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 113,671,494 株 24年3月期 113,671,494 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 3,021,194 株 24年3月期 3,016,058 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 110,652,524 株 24年3月期3Q 110,660,577 株
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１．当四半期連結決算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３四半期連結累計期間における世界の経済は、米国は底堅く推移したものの、欧州は債務問

題解決の決め手を欠き、中国など新興国でもその影響が及ぶなか、わが国の経済も輸出の落ち込み

などにより、弱含みで推移しました。 

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

要回復力は弱く、厳しい事業環境が続いております。 

このような環境下ではありましたが、当社グループは、受注面では米国やメキシコ、アジアの自

動車工場向け案件が力強く推移し、国内では通販など流通業向け大型配送センターが寄与しました。

売上面では、国内外の自動車工場向けが好調で、米国や台湾、韓国の半導体工場向けも寄与しまし

た。この結果、受注高は151,284百万円（前年同四半期比9.1％増）、売上高は144,549百万円（前年

同四半期比1.1％増）を計上しました。 

利益につきましては、第２および第３四半期連結会計期間において、主に株式会社ダイフクでプ

ロジェクト管理の徹底、コストダウンなどによる利益改善が進展しました。この結果、営業利益は

4,807百万円（前年同四半期比269.6％増）、経常利益は4,550百万円（前年同四半期比416.2％増）、

四半期純利益は2,642百万円（前年同四半期比3,359百万円増益）となりました。 

当社グループは事業の枠組みを積極的に拡大していますが、当第３四半期連結会計期間において

は、中国に現地法人を設立しました。来期以降に多数計画されている液晶パネル工場や半導体工場

の建設に対応するもので、クリーンルーム仕様の工場で現地生産を行います。また、平成25年１月

には、自動車工場で活発な設備投資が続くメキシコでも現地法人を設立しました。 

また、平成29年３月期の売上高2,800億円、営業利益率７％を主な経営目標とする新４ヵ年中期経

営計画“Value Innovation 2017”（平成26年３月期から平成29年３月期＝2014年３月期から2017年

３月期）をこのほど策定いたしました。詳細は平成25年２月12日に別途開示している資料「新中期

経営計画策定のお知らせ」をご参照下さい。 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。セグメント利益（損失）は四半期純利益（損

失）を記載しております。セグメントに関する詳細は、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》 

主力の一般製造業や流通業向け保管・搬送・仕分け・ピッキングシステムでは、通販などの流

通向けを中心に、農業、食品、医薬品、医薬卸、リチウムイオン電池業界向けなどの大型案件が

堅調に推移しました。また、中小型システムや機器製品の受注も堅調でした。タイやインドネシ

ア、中国など海外向けの案件も増加しています。 

半導体工場向けシステムでは、北米、韓国、台湾の案件が堅調に推移しました。液晶パネル工

場向けは中国が主な市場となっており、大型案件の決定時期ずれ込み等の影響を受けましたが、

来期にかけて受注を見込んでおります。 

自動車生産ライン向けシステムは、メキシコやタイ、インドネシア、ブラジルなどの新興国向

け、国内の年末年始連休工事の受注が活発でした。 
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《売上》 

一般製造業や流通業向け保管・搬送・仕分け・ピッキングシステムでは、医薬品、医薬卸、流

通、農業、食品業界向けなどの国内大型案件が、堅調に推移しました。 

半導体工場向けシステムは北米や韓国、台湾向け案件が堅調に推移しました。 

自動車生産ライン向けシステムは、国内の大型案件、５月と８月の連休工事などサービス関連

が順調に推移しました。 

洗車機は、ＳＳ（サービスステーション）業界とＣＡ（カーアフターマーケット）業界が共に

好調で、特にカーディーラー市場がけん引役となり販売台数が伸びました。福祉リヤリフトは、

社会の高齢化を背景に、搭載車両のモデルチェンジ需要などが寄与しました。 

《利益》 

利益面では、一般製造業や流通業向け保管・搬送・仕分け・ピッキングシステムおよび自動車

生産ライン向け搬送システムの営業利益が改善したことが寄与しました。 

以上の結果、受注高は81,294百万円（前年同四半期比0.1％減）、売上高は78,315百万円（前年

同四半期比5.3％減）、セグメント利益は1,856百万円（前年同四半期比3,013百万円増益）となり

ました。 

 

②株式会社コンテック 

デバイス＆ソリューション製品は、製造業の設備投資が減少した影響を受けましたが、再生可

能エネルギー買取制度の効果もあり、太陽光発電計測関連製品の売上が増加いたしました。また、

医療・介護市場への拡販を進めており、医療機器組込用パソコンやベッドサイド情報端末などの

引き合いが大幅に増加してまいりました。 

システム製品は、主力の自動車生産設備関連の販売が回復に至っていないため、業務提携先と

の協業により物流システムなど新たな分野への拡販を目指しております。 

この結果、受注高は6,747百万円（前年同四半期比9.4％増）、売上高は6,148百万円（前年同四

半期比6.9％増）、セグメント損失は73百万円（前年同四半期比162百万円増益）となりました。 

 

③DAIFUKU WEBB HOLDING COMPANY（DWHC） 

DWHCは、北米の事業を統括する12月決算会社で、傘下にウェブ社、ダイフクアメリカを置き、

両社の経営資源を効率的に運用するとともに、全社横断的なコスト削減、業務統合などを進めて

います。 

受注面は、北米自動車業界の活発な設備投資需要を受け、デトロイトスリー向けでは大型案件

を第１四半期に獲得し、日系企業からも設備入れ替えなどの更新工事を着実に取り込んでいます。 

半導体メーカー向けシステムは、投資計画の前倒しにより、窒素パージストッカーを主体に順

調に推移しました。 

飲食品や自動車、自動車部品業界向けに無人搬送車「SmartCart」の売れ行きが好調で、アルミ

圧延メーカー向けに積載荷重68トンの超重量タイプも受注しています。 

売上面では、上記各業界向け共に豊富な受注残をベースに、順調に推移しました。６月に完了

したオハイオ工場の建屋増設工事が、生産量の増加、効率化の両面から業績に寄与しています。 

空港向け手荷物搬送システムは、受注・売上ともに、空港新規案件計画の遅延、欧州市場冷え

込みによる北米での競争激化の影響を受けました。第４四半期連結会計期間には、平成24年11月
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に買収手続きを終えた ELITE LINE SERVICES, LLC（米国の空港オペレーション・サービス会社）

を連結対象とする予定のため、通期受注は増加する見通しです。 

この結果、受注高は28,891百万円（前年同四半期比122.3％増）、売上高は25,426百万円（前年

同四半期比22.6％増）、セグメント利益は459百万円（前年同四半期比36.0％減）を計上しました。 

④その他 

「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。平成24年４月に、一部国内子会社のダイフク本体への統合やコンテックへの

移管などによる組織再編を実施しています。 

国内における主要な子会社としては、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

イフクプラスモアなどがあります。 

主要な海外現地法人としては、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.、

LOGAN TELEFLEX (UK) 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。各社とも、グローバルな 適地生産・調達体制の一翼を担い、国外への輸

出も増やしています。特に、東南アジアの海外子会社が業績を伸ばしています。 

中国では、自動車生産ライン向け搬送システムの生産体制の整備が進み、日本や米国向けの生

産が急増し、現地日系自動車メーカーの投資時期見直しの動きをカバーしています。また、大手

調味料メーカーから大型自動倉庫を受注したほか、食品や小売、機械部品向けに高度な技術を必

要とする大型システムの引き合いが活発になっています。 

台湾では、液晶パネル工場向けの投資減少を半導体工場向けの大型システムがカバーするとと

もに、大手ＩＴ製品販売会社向けの物流システムも受注しました。 

韓国では、半導体工場向けが好調でした。自動車工場向けは、自動車メーカーの活発な設備投

資により、受注・売上ともに好調で、過去 高の数字になりました。DAIFUKU KOREA CO., LTD.は、

本社兼Ｒ＆Ｄセンターの新社屋が平成24年12月に竣工し、人材育成や技術力向上に一層力を入れ

ます。また、DAIFUKU KOREA CO., LTD.の洗車機部門を、平成24年８月に全株式を取得した韓国

大手洗車機メーカーのHALLIM MACHINERY CO., LTD.(韓林機械株式会社）に統合するなど、韓国内

経営資源の集約・再編も行っています。HALLIM MACHINERY CO., LTD.は、平成26年３月期より、

連結対象とする予定です。 

タイの自動車産業は、アジア・太平洋地域全般の要として、また日本への輸出拠点としてもま

すます存在感を増しています。また、食品業界などで大型自動倉庫を受注しており、タイの現地

法人は過去 高の受注・売上となる見通しです。 

LOGAN TELEFLEX (UK) LTD.およびLOGAN TELEFLEX (FRANCE) S.A.S.は、欧州やアフリカにおけ

る空港手荷物搬送システムの受注活動を進めています。 

また、欧州では、平成22年10月にオーストリアの物流システムメーカーのKNAPP AGに資本参加

して、欧州戦略の強化を図ってきました。その後の株式追加取得により、平成24年７月に全株式

の30％を取得するに至り、同社は当社グループの持分法適用会社となりました。 

この結果、受注高は34,350百万円（前年同期比9.8％減）、売上高は33,367百万円（前年同四半

期比0.7％減）、セグメント利益は1,323百万円（前年同四半期比13.4％減）となりました。 

 

株式会社ダイフク(6383)平成25年３月期決算短信



 

― 5 ― 

(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３四半期連結会計期間末における総資産は204,884百万円となり、前連結会計年度末に比べ

19,835百万円増加いたしました。これは売上債権の回収や仕入債務の増加により現金及び預金が

9,383百万円増加したことと、未完成工事請求不足高などの流動資産のその他が4,150百万円増加、

KNAPP AGの株式追加取得など投資その他の資産が6,001百万円増加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３四半期連結会計期間末における負債は125,501百万円となり、前連結会計年度末に比べ

17,070百万円増加いたしました。これは支払手形・工事未払金等が2,909百万円増加したことと、

有利子負債が6,591百万円増加したこと、未成工事請求超過高などの流動負債のその他が6,440百

万円増加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３四半期連結会計期間末における純資産は79,383百万円となり、前連結会計年度末に比べ

2,765百万円増加いたしました。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1,657百万円増加したことと、利益剰余金が982百万円増加したことが主な要因であ

ります。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

今後の見通しにつきましては、平成24年５月14日に発表した平成25年３月期通期の業績予想数値

のうち、営業利益の従来予想値60億円を63億円に、経常利益の従来予想値55億円を57億円にそれぞ

れ修正しております。 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年

４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に

変更しております。 

これによる当第３四半期連結累計期間の損益への影響額は軽微であります。 
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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)

 
前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間

(平成24年12月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 29,577  38,960

  受取手形・完成工事未収入金等 68,676  63,151

  商品及び製品 2,523  3,675

  未成工事支出金等 5,427  8,031

  原材料及び貯蔵品 7,593  8,416

  その他 16,255  20,406

  貸倒引当金 △112  △115

  流動資産合計 129,942  142,527

 固定資産  

  有形固定資産 30,430  30,340

  無形固定資産  

   のれん 2,258  3,974

   その他 2,615  2,238

   無形固定資産合計 4,874  6,213

  投資その他の資産  

   その他 19,997  25,953

   貸倒引当金 △194  △149

   投資その他の資産合計 19,802  25,803

  固定資産合計 55,107  62,357

 資産合計 185,049  204,884

負債の部  

 流動負債  

  支払手形・工事未払金等 33,070  35,980

  短期借入金 13,861  14,123

  1年内償還予定の社債 4,000  4,000

  未払法人税等 783  1,271

  工事損失引当金 804  570

  その他 15,479  21,919

  流動負債合計 67,998  77,865

 固定負債  

  社債 6,000  6,000

  長期借入金 27,149  33,478

  退職給付引当金 3,318  4,874

  その他 3,963  3,283

  固定負債合計 40,432  47,635

 負債合計 108,431  125,501
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間

(平成24年12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  9,028

  利益剰余金 67,382  68,365

  自己株式 △2,421  △2,423

  株主資本合計 82,013  82,994

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 247  652

  繰延ヘッジ損益 11  △62

  為替換算調整勘定 △7,611  △6,284

  その他の包括利益累計額合計 △7,352  △5,694

 少数株主持分 1,956  2,083

 純資産合計 76,618  79,383

負債純資産合計 185,049  204,884
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(2)四半期連結損益及び包括利益計算書 

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23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

売上高 142,936  144,549

売上原価 120,714  118,027

売上総利益 22,222  26,521

販売費及び一般管理費  

 販売費 10,730  10,733

 一般管理費 10,191  10,979

 販売費及び一般管理費合計 20,921  21,713

営業利益 1,300  4,807

営業外収益  

 受取利息 93  68

 受取配当金 230  240

 受取賃貸料 175  170

 その他 175  187

 営業外収益合計 675  666

営業外費用  

 支払利息 637  671

 為替差損 359  88

 その他 98  165

 営業外費用合計 1,095  924

経常利益 881  4,550

特別利益  

 固定資産売却益 0  4

 その他 －  3

 特別利益合計 0  7

特別損失  

 固定資産除売却損 59  109

 投資有価証券評価損 983  －

 その他 50  25

 特別損失合計 1,093  135

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（△） 

△211  4,423

法人税、住民税及び事業税 1,157  1,882

法人税等調整額 △587  △114

法人税等合計 570  1,768

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） 

△781  2,654

少数株主利益又は少数株主損失（△） △64  12

四半期純利益又は四半期純損失（△） △716  2,642
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  (単位:百万円)

 

前第３四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △64  12

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） 

△781  2,654

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 △98  406

 繰延ヘッジ損益 52  △61

 為替換算調整勘定 △1,620  678

 持分法適用会社に対する持分相当額 △21  700

 その他の包括利益合計 △1,687  1,723

四半期包括利益 △2,468  4,378

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 △2,373  4,300

 少数株主に係る四半期包括利益 △95  77

 

株式会社ダイフク(6383)平成25年３月期決算短信



 

― 10 ― 

 

(3) 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24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

    該当事項はありません。 
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(4) セグメント情報 

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日） 

１  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 

（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 82,702 5,750 20,741 109,195 33,597 142,793

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

11,806 5,892 625 18,324 10,900 29,225

計 94,508 11,642 21,367 127,519 44,498 172,018

セグメント利益又は損失
（△） 

△1,157 △236 717 △676 1,527 851

(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。 

 

２  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及び包括利益計算書計

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 127,519

「その他」の区分の売上高 44,498

セグメント間取引消去 △29,225

工事進行基準売上高の連結上の調整額 △421

その他の連結上の調整額 565

四半期連結財務諸表の売上高 142,936

 （単位：百万円）

利 益 金額 

報告セグメント計 △676

「その他」の区分の利益 1,527

関係会社からの配当金の消去 △1,058

工事進行基準売上高の連結上の調整額 △15

その他の連結上の調整額 △493

四半期連結財務諸表の四半期純損失（△） △716

 

３  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 

 該当事項はありません。 

株式会社ダイフク(6383)平成25年３月期決算短信



 

― 12 ― 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日） 

１  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 

（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 78,315 6,148 25,426 109,890 33,367 143,258

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

18,297 6,471 304 25,073 8,341 33,415

計 96,612 12,620 25,731 134,963 41,709 176,673

セグメント利益又は損失
（△） 

1,856 △73 459 2,241 1,323 3,564

(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。 

 

２  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及び包括利益計算書計

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 134,963

「その他」の区分の売上高 41,709

セグメント間取引消去 △33,415

工事進行基準売上高の連結上の調整額 1,979

その他の連結上の調整額 △688

四半期連結財務諸表の売上高 144,549

 （単位：百万円）

利 益 金額 

報告セグメント計 2,241

「その他」の区分の利益 1,323

関係会社からの配当金の消去 △243

工事進行基準売上高の連結上の調整額 △213

その他の連結上の調整額 △464

四半期連結財務諸表の四半期純利益 2,642

 

３  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 

（のれんの金額の重要な変動） 

 「コンテック」セグメントにおいて、DTx Inc.の株式を第３四半期連結会計期間に取得し、同社を連

結子会社としました。なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第３四半期連結累計期間においては

1,509百万円であります。 
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(5) 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24年４月１日  至  平成24年12月31日） 

 該当事項はありません。 
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