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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 94,418 △0.9 2,919 171.9 2,441 254.6 1,270 ―

24年3月期第2四半期 95,237 28.8 1,073 ― 688 ― △116 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 1,302百万円 （284.9％） 24年3月期第2四半期 338百万円 （―％）

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2四半期 11.48 ―

24年3月期第2四半期 △1.06 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 197,571 76,795 37.9
24年3月期 185,049 76,618 40.3

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  74,836百万円 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  ：  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 205,000 3.5 6,000 42.3 5,500 36.7 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11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2Q 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2Q 3,020,113 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2Q 110,653,327 株 24年3月期2Q 110,661,467 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２四半期連結累計期間における世界の経済は、欧州では債務危機による混乱が続き、新興国

でも景気減速感が見られるとともに、わが国の経済も持ち直しの動きに翳りが見え、弱含みで推移

しました。 

当業界におきましては、東日本大震災の復興需要が増してきた一方、お客様の設備投資予算の抑

制、国内外での競争激化などにより、利益面では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、全体として回復基調を維持いたしました。

受注面では、米国やメキシコ、東南アジアの自動車工場向け大型案件が寄与しました。売上面では

工期の後ずれ等の影響を受けたものの、米国や台湾の半導体工場向け、タイなどの自動車工場向け

が伸びました。 

この結果、受注高は106,098百万円（前年同四半期比13.8％増）、売上高は94,418百万円（前年同

四半期比0.9％減）を計上しました。 

利益につきましては、プロジェクト管理の徹底、コストダウンなどの利益改善策が奏功し、平成

24年５月14日公表の予想数値を上回りました。この結果、営業利益は2,919百万円（前年同四半期比

171.9％増）、経常利益は2,441百万円（前年同四半期比254.6％増）、四半期純利益は1,270百万円

（前年同四半期比1,386百万円増益）を計上しました。 

当社グループは当第２四半期連結会計期間に友好的Ｍ＆Ａを積極的に進め、事業の枠組みを拡大

しています。 

韓国では、 大手洗車機メーカーのHALLIM MACHINERY CO., LTD.(韓林機械株式会社）の全株式を

８月に取得しました。韓国はもとより、ＡＳＥＡＮ諸国などもにらんだ洗車機販売の拡大を図りま

す。 

米国では空港の手荷物搬送システムのオペレーションおよび保守サポートを提供するELITE LINE 

SERVICES, LLC の全出資証券の取得について、８月に合意し、11月に取得を完了しました。これに

より、空港向け手荷物搬送システムのサービス分野の拡大を図ります。 

欧州では、平成22年10月にオーストリアの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。 

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、後記（セグメント情報）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、農業、流通、

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、東日本大震災直後の迅速な対応がユーザーに評価されて、復興本格化に伴う中小型システム

の受注・引き合いが増加しております。また、タイやインドネシアなど海外向けの案件も増えて

います。 
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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進捗しました。液晶パネル工

場向けは中国が主な市場となっており、下期以降に順次受注していく予定です。 

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

けの受注が活発でした。 

《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、医薬卸、流通、農業、

食品、医薬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の売上は北米や台湾、韓国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、国内で大型案件がスタートしたうえ、５月と８月の連休工

事などサービス関連が順調であったことが寄与しました。 

洗車機は、サービスステーション市場、ディーラー市場がともに好調だったことにより、販売

台数が伸びました。福祉リヤリフトも、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》 

利益面ではいずれの業界向けも営業利益が改善したことにより、セグメント利益が黒字に転換

しました。 

以上の結果、受注高は55,495百万円（前年同四半期比10.1％増）、売上高は50,766百万円（前

年同四半期比9.2％減）、セグメント利益は677百万円（前年同四半期比1,479百万円増益）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、国内の生産設備への投資が減少した影響を受け、拡張ボー

ド系機器の販売が減少いたしました。一方で、政府の再生可能エネルギー普及促進策の効果もあ

り、太陽光発電計測関連製品の受注が増加しております。また、医療市場向けにベッドサイド情

報端末の拡販に努めており、引き合いが増加しております。 

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、物流システム

やセキュリティ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4,309百万円（前年同四半期比4.6％増）、売上高は3,927百万円（前年同四

半期比3.8％増）、セグメント損失は105百万円（前年同四半期比102百万円増益）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、管理システムの統合な

どを進めています。 

受注面は、自動車生産ライン向けシステムでデトロイトスリー向け大型案件を獲得し、日系企

業も改造需要が活発になっています。半導体メーカー向けシステムも投資計画の前倒しにより順

調に進捗しました。アイスクリーム工場向けの自動倉庫システムも加わり、前年同期に比べ大幅

な増加となりました。空港向け手荷物搬送システムも、カナダでサービスの大型案件、米国で大

型新設案件を受注しました。 
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売上面では、自動車、半導体、空港など各業界向け共に堅調な実績となりました。６月には、

ウェブ社、ダイフクアメリカの生産統合を見据えたオハイオ工場の建屋増設工事が完了し、今後

の業績への寄与が期待されます。 

この結果、受注高は24,852百万円（前年同四半期比199.0％増）、売上高は15,732百万円（前年

同四半期比12.1％増）、セグメント利益は340百万円（前年同四半期比28.5％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、食品、飲料、医薬、流通などの業界で引き合いは活発であるものの、発注

時期が遅れ気味に推移しています。液晶パネル工場向けは、今期後半に複数案件の受注を見込ん

でおります。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。韓国国内自動車工場向けは、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。 

タイは、洪水復旧工事の現地ポーションを売上計上したことが業績に寄与しました。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

高の仕事量となる見通しです。 

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。 

この結果、受注高は21,440百万円（前年同四半期比29.4%減）、売上高は22,694百万円（前年同

四半期比8.0％増）、セグメント利益は906百万円（前年同四半期比3.9％減）となりました。 

 

(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197,571百万円となり、前連結会計年度末に比べ

12,522百万円増加いたしました。これは受取手形・完成工事未収入金等の売上債権の回収により

現金及び預金が10,783百万円増加したことが主な要因であります。 
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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120,775百万円となり、前連結会計年度末に比べ

12,344百万円増加いたしました。これは有利子負債が6,639百万円増加したことと、未成工事請求

超過高などの流動負債のその他が4,262百万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２四半期連結会計期間末における純資産は76,795百万円となり、前連結会計年度末に比べ

177百万円増加いたしました。これは利益剰余金が163百万円増加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２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前年同四半期に比べ16,586百万

円増加し、40,283百万円となりました。 

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・フローは前年同四半期に比べ18,302百万円増加し、12,543百万円

の収入超過となりました。これは主に、たな卸資産の増加が3,945百万円あったものの、売上債権

の減少が10,285百万円、未成工事受入金の増加が5,113百万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・フローは前年同四半期に比べ5,432百万円減少し、7,197百万円の

支出超過となりました。これは主に、持分法適用の範囲の変更を伴う関連会社株式の取得による

支出が3,429百万円、子会社株式の取得による支出が2,352百万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・フローは前年同四半期に比べ6,091百万円増加し、5,452百万円の

収入超過となりました。これは主に、配当金の支払が1,100百万円あったものの、有利子負債の純

増加額が6,649百万円あったことによるものであります。 

 

(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、事業環境が不透明感を増していることから、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を据え置いております。 

 

 

 

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２四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２四半期連結会計期間

(平成24年９月30日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 29,577  40,360

  受取手形・完成工事未収入金等 68,676  58,604

  商品及び製品 2,523  3,725

  未成工事支出金等 5,427  8,012

  原材料及び貯蔵品 7,593  7,816

  その他 16,255  19,356

  貸倒引当金 △112  △100

  流動資産合計 129,942  137,775

 固定資産  

  有形固定資産 30,430  30,311

  無形固定資産  

   のれん 2,258  2,733

   その他 2,615  2,350

   無形固定資産合計 4,874  5,083

  投資その他の資産  

   その他 19,997  24,551

   貸倒引当金 △194  △151

   投資その他の資産合計 19,802  24,400

  固定資産合計 55,107  59,795

 資産合計 185,049  197,571

負債の部  

 流動負債  

  支払手形・工事未払金等 33,070  34,167

  短期借入金 13,861  11,255

  1年内償還予定の社債 4,000  4,000

  未払法人税等 783  833

  工事損失引当金 804  395

  その他 15,479  19,742

  流動負債合計 67,998  70,393

 固定負債  

  社債 6,000  6,000

  長期借入金 27,149  36,395

  退職給付引当金 3,318  4,457

  その他 3,963  3,528

  固定負債合計 40,432  50,382

 負債合計 108,431  120,775
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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２四半期連結会計期間

(平成24年９月30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  67,546

  自己株式 △2,421  △2,423

  株主資本合計 82,013  82,175

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 247  △206

  繰延ヘッジ損益 11  11

  為替換算調整勘定 △7,611  △7,144

  その他の包括利益累計額合計 △7,352  △7,339

 少数株主持分 1,956  1,959

 純資産合計 76,618  76,795

負債純資産合計 185,049  197,571
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(2)四半期連結損益及び包括利益計算書 

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23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

売上高 95,237  94,418

売上原価 80,452  77,132

売上総利益 14,785  17,285

販売費及び一般管理費  

 販売費 7,113  7,091

 一般管理費 6,599  7,274

 販売費及び一般管理費合計 13,712  14,366

営業利益 1,073  2,919

営業外収益  

 受取利息 73  42

 受取配当金 150  153

 受取賃貸料 107  113

 その他 121  104

 営業外収益合計 452  413

営業外費用  

 支払利息 411  441

 為替差損 397  317

 その他 28  131

 営業外費用合計 837  891

経常利益 688  2,441

特別利益  

 固定資産売却益 0  1

 その他 －  3

 特別利益合計 0  5

特別損失  

 固定資産除売却損 27  46

 投資有価証券評価損 909  63

 その他 49  7

 特別損失合計 986  117

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（△） 

△297  2,329

法人税、住民税及び事業税 756  893

法人税等調整額 △859  166

法人税等合計 △102  1,060

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（△） 

△195  1,269

少数株主損失（△） △78  △0

四半期純利益又は四半期純損失（△） △116  1,270
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  (単位:百万円)

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

少数株主損失（△） △78  △0

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（△） 

△195  1,269

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 133  △457

 繰延ヘッジ損益 104  0

 為替換算調整勘定 297  529

 持分法適用会社に対する持分相当額 △1  △39

 その他の包括利益合計 533  33

四半期包括利益 338  1,302

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 407  1,283

 少数株主に係る四半期包括利益 △69  19
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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23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24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（△） 

△297  2,329

 減価償却費 1,713  1,617

 受取利息及び受取配当金 △223  △195

 支払利息 411  441

 売上債権の増減額(△は増加) △9,545  10,285

 たな卸資産の増減額(△は増加) △2,695  △3,945

 仕入債務の増減額(△は減少) 6,350  934

 未成工事受入金の増減額(△は減少) 1,004  5,113

 その他 △2,120  △3,259

 小計 △5,402  13,321

 利息及び配当金の受取額 221  191

 利息の支払額 △416  △434

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △241  △665

 その他の収入 79  130

 営業活動によるキャッシュ・フロー △5,758  12,543

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 24  67

 固定資産の取得による支出 △837  △1,038

 固定資産の売却による収入 33  39

 投資有価証券の取得による支出 △78  △57

 子会社株式の取得による支出 △184  △2,352

 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  －

 持分法適用の範囲の変更を伴う関連会社株式の取
得による支出 

－  △3,429

 事業譲受による支出 △160  △453

 その他 2  26

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,765  △7,197

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) 414  △2,600

 長期借入れによる収入 1,007  9,311

 長期借入金の返済による支出 △861  △61

 自己株式の取得による支出 △1  △1

 配当金の支払額 △1,103  △1,100

 その他 △94  △95

 財務活動によるキャッシュ・フロー △639  5,452

現金及び現金同等物に係る換算差額 187  47

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △7,975  10,845

現金及び現金同等物の期首残高 31,672  29,438

現金及び現金同等物の四半期末残高 23,696  40,283
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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24年４月１日  至  平成24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 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30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 55,936 3,783 14,032 73,752 21,012 94,764

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

8,298 4,259 571 13,129 7,474 20,603

計 64,234 8,042 14,603 86,881 28,487 115,368

セグメント利益又は損失
（△） 

△802 △208 476 △534 944 409

(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 86,881

「その他」の区分の売上高 28,487

セグメント間取引消去 △20,603

工事進行基準売上高の連結上の調整額 322

その他の連結上の調整額 150

四半期連結財務諸表の売上高 95,237

 （単位：百万円）

利 益 金額 

報告セグメント計 △534

「その他」の区分の利益 944

関係会社からの配当金の消去 △251

工事進行基準売上高の連結上の調整額 △17

その他の連結上の調整額 △257

四半期連結財務諸表の四半期純損失（△） △116

 

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。 
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30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 50,766 3,927 15,732 70,426 22,694 93,121

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

12,340 4,251 145 16,737 5,287 22,024

計 63,106 8,178 15,878 87,164 27,982 115,146

セグメント利益又は損失
（△） 

677 △105 340 912 906 1,819

(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 87,164

「その他」の区分の売上高 27,982

セグメント間取引消去 △22,024

工事進行基準売上高の連結上の調整額 1,450

その他の連結上の調整額 △153

四半期連結財務諸表の売上高 94,418

 （単位：百万円）

利 益 金額 

報告セグメント計 912

「その他」の区分の利益 906

関係会社からの配当金の消去 △134

工事進行基準売上高の連結上の調整額 △182

その他の連結上の調整額 △231

四半期連結財務諸表の四半期純利益 1,270

 

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。 
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(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24年４月１日  至  平成24年９月30日） 

 該当事項はありません。 
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