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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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1四半期 45,615 12.1 173 ― △32 ― △304 ―

24年3月期第1四半期 40,676 25.4 △321 ― △347 ― △540 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 962百万円 （65.3％） 24年3月期第1四半期 582百万円 （―％）

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1四半期 △2.75 ―

24年3月期第1四半期 △4.88 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 186,869 76,457 39.9
24年3月期 185,049 76,618 40.3

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  74,491百万円 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 ―

25年3月期（予想） 5.00 ― 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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

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 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き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、４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８月８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1Q 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1Q 3,017,107 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1Q 110,654,404 株 24年3月期1Q 110,662,453 株
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１．当四半期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１四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の長期化、米国

や新興国では景気減速感が見られた一方、わが国の経済は、内需主導で堅調に推移しました。 

当業界におきましては、国内では東日本大震災の復興需要が増してきたものの、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。 

このような環境にありましたが、当社グループの業績は、上昇基調を維持いたしました。受注面

では、米国やメキシコでの自動車工場向け大型案件、米国半導体メーカーの投資前倒し、売上面で

は、半導体工場向けやタイなどの自動車工場向けが伸びたことが寄与しました。 

この結果、受注高は56,439百万円（前年同四半期比15.7％増）、売上高は45,615百万円（前年同

四半期比12.1％増）を計上しました。 

利益につきましては、自動車工場向けをはじめとする量の増大やサービスビジネスの底堅さ、ダ

イフク単体の回復、アジア各国現地法人の好調な業績が寄与しました。この結果、営業利益は173百

万円（前年同四半期比495百万円増益）となりましたが、円高による為替差損などにより、経常損失

32百万円（前年同四半期比314百万円増益）を計上しました。また、海外現地法人における法人税等

負担および税効果会計の影響により、四半期純損失は304百万円（前年同四半期比236百万円増益）

を余儀なくされました。 

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、食品、

医薬品、医薬卸、流通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。 

半導体工場向けシステムでは、上位メーカーの投資計画前倒しに伴い、北米、韓国、台湾の案

件が順調に進捗しました。液晶パネル工場向けは、秋以降に主に中国でメーカー決定されていく

見込みです。 

自動車生産ライン向けシステムは、メキシコやタイでの受注、インドネシアでの引き合いなど

が活発です。 

《売上》 

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韓国や北米、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、国内で大型案件がスタートしたうえ、連休工事などサービ

ス関連も順調です。 
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洗車機は、不況期に手控えられていた入れ替え需要がサービスステーション市場で活発になっ

たこと、エコカー需要に伴ってディーラー市場が好調だったことにより、平成24年３月期に引き

続き好調さを持続しました。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》 

利益面では営業黒字を維持したものの、セグメント利益では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の影響を受けました。 

以上の結果、受注高は27,364百万円（前年同四半期比2.3％減）、売上高は24,184百万円（前年

同四半期比3.0％増）、セグメント損失は216百万円（前年同四半期比741百万円増益）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では、夏の電力不足懸念の影響もあり、国内の設備投資が低調

に推移した影響を受けました。しかしながら、平成24年７月に再生可能エネルギーの買取制度が

開始されたことに伴い、太陽光発電計測関連製品の引き合いが大幅に増加しており、今後この分

野での受注拡大を目指してまいります。 

システム製品では、主力の国内自動車関連向けシステムの販売は回復に至っておらず、厳しい

状況が続いております。なお、株式会社コンテックソフトウェア開発（旧 株式会社ダイフクソフ

トウェア開発）をコンテックグループに編入したことで、自動車関連以外に対するシステム提案

の機会が増加しております。 

この結果、受注高は1,998百万円（前年同四半期比0.7％増）、売上高は1,820百万円（前年同四

半期比0.6％減）、セグメント損失は104百万円（前年同四半期比１百万円増益）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しています。 

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、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、アイスクリーム工場向けのシステ

ムも加わり、前年同期に比べ大幅な増加となりました。 

空港手荷物搬送システムは、カナダでサービスの大型案件を受注しました。全体に受注は遅れ

気味に進捗しており、懸案となっていた米国の大型案件は４月の受注となりました。 

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15,678百万円（前年同四半期比460.5％増）、売上高は7,111百万円（前年

同四半期比18.0％増）、セグメント利益は10百万円（前年同四半期比91.4％減）を計上しました。 

 

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43社です。「その他」に含まれる主なものとしては、国内では、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。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。 
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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.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。 

総じて、アジアの海外子会社を中心に業績は上昇基調にあります。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が活発です。液晶工場向けも、今期後半に複数案件の受

注を見込んでおります。台湾は、半導体工場向けの大型システムが中心となっています。 

韓国では、半導体工場向けが好調です。自動車工場向けは、韓国自動車メーカーの韓国内外で

の活発な設備投資により、受注が好調です。また、韓国の 大手洗車機メーカーとの間で、その

全株式取得について合意しており、韓国はもとよりＡＳＥＡＮ諸国、欧米もにらんだ事業拡大を

図ります（現在、韓国の公正取引委員会で審査中）。 

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存在感を増し

ており、食品業界などでの自動倉庫の活発なニーズとも相まって、タイの現地法人は過去 高の

仕事量となる見通しです。 

ローガン社は、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11,398百万円(前年同四半期比28.8%減）、売上高は11,333百万円（前年同

四半期比26.6％増）、セグメント利益は576百万円（前年同四半期比31.5％増）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１四半期連結会計期間末における総資産は186,869百万円となり、前連結会計年度末に比べ

1,820百万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が1,655百万円増加したこ

とが主な要因であります。 

②負債の部について 

当第１四半期連結会計期間末における負債は110,412百万円となり、前連結会計年度末に比べ

1,981百万円増加いたしました。これは支払手形・工事未払金等が671百万円減少したことと、短

期借入金が2,341百万円減少した一方、未成工事請求超過高などの流動負債のその他が4,616百万

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１四半期連結会計期間末における純資産は76,457百万円となり、前連結会計年度末に比べ

161百万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1,410百万円減少した一

方、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1,241百万円増加した

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月期の第２四半期連結累

計期間および通期の業績予想数値に修正は加えておりません。 
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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、当第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１四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１四半期連結会計期間

(平成24年６月30日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 29,577  24,353

  受取手形・完成工事未収入金等 68,676  70,332

  商品及び製品 2,523  3,603

  未成工事支出金等 5,427  6,451

  原材料及び貯蔵品 7,593  8,193

  その他 16,255  17,897

  貸倒引当金 △112  △107

  流動資産合計 129,942  130,723

 固定資産  

  有形固定資産 30,430  30,772

  無形固定資産  

   のれん 2,258  2,848

   その他 2,615  2,516

   無形固定資産合計 4,874  5,365

  投資その他の資産  

   その他 19,997  20,200

   貸倒引当金 △194  △192

   投資その他の資産合計 19,802  20,007

  固定資産合計 55,107  56,145

 資産合計 185,049  186,869

負債の部  

 流動負債  

  支払手形・工事未払金等 33,070  32,398

  短期借入金 13,861  11,519

  1年内償還予定の社債 4,000  4,000

  未払法人税等 783  606

  工事損失引当金 804  541

  その他 15,479  20,096

  流動負債合計 67,998  69,163

 固定負債  

  社債 6,000  6,000

  長期借入金 27,149  27,144

  退職給付引当金 3,318  4,082

  その他 3,963  4,021

  固定負債合計 40,432  41,249

 負債合計 108,431  110,412
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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１四半期連結会計期間

(平成24年６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  65,971

  自己株式 △2,421  △2,421

  株主資本合計 82,013  80,602

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 247  △153

  繰延ヘッジ損益 11  23

  為替換算調整勘定 △7,611  △5,980

  その他の包括利益累計額合計 △7,352  △6,110

 少数株主持分 1,956  1,965

 純資産合計 76,618  76,457

負債純資産合計 185,049  186,869
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(2)四半期連結損益及び包括利益計算書 

第１四半期連結累計期間 

  (単位:百万円)

 

前第１四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

売上高 40,676  45,615

売上原価 34,458  38,302

売上総利益 6,217  7,312

販売費及び一般管理費  

 販売費 3,499  3,579

 一般管理費 3,040  3,558

 販売費及び一般管理費合計 6,539  7,138

営業利益又は営業損失（△） △321  173

営業外収益  

 受取利息 35  18

 受取配当金 139  141

 受取賃貸料 57  58

 その他 70  53

 営業外収益合計 302  272

営業外費用  

 支払利息 196  217

 為替差損 123  174

 その他 8  87

 営業外費用合計 329  478

経常損失（△） △347  △32

特別利益  

 貸倒引当金戻入額 10  －

 その他 0  2

 特別利益合計 10  2

特別損失  

 固定資産除売却損 15  35

 投資有価証券評価損 788  54

 その他 43  4

 特別損失合計 847  95

税金等調整前四半期純損失（△） △1,185  △125

法人税、住民税及び事業税 325  482

法人税等調整額 △928  △292

法人税等合計 △603  190

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △581  △315

少数株主損失（△） △41  △11

四半期純損失（△） △540  △304
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  (単位:百万円)

 

前第１四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

少数株主損失（△） △41  △11

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △581  △315

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 490  △404

 繰延ヘッジ損益 32  12

 為替換算調整勘定 638  1,643

 持分法適用会社に対する持分相当額 2  26

 その他の包括利益合計 1,164  1,278

四半期包括利益 582  962

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 604  937

 少数株主に係る四半期包括利益 △22  25
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

 

   当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

    該当事項はありません。 
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(4) セグメント情報等 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年６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 23,475 1,830 6,024 31,331 8,950 40,281

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

4,107 2,076 384 6,568 2,783 9,351

計 27,583 3,907 6,409 37,899 11,733 49,633

セグメント利益又は損失
（△） 

△957 △106 120 △943 438 △505

(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 37,899

「その他」の区分の売上高 11,733

セグメント間取引消去 △9,351

工事進行基準売上高の連結上の調整額 480

その他の連結上の調整額 △85

四半期連結財務諸表の売上高 40,676

 （単位：百万円）

利 益 金額 

報告セグメント計 △943

「その他」の区分の利益 438

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 6

その他の連結上の調整額 209

四半期連結財務諸表の四半期純損失（△） △540

 

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１四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年６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 24,184 1,820 7,111 33,117 11,333 44,451

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

6,800 2,109 61 8,971 2,357 11,328

計 30,984 3,930 7,173 42,088 13,691 55,779

セグメント利益又は損失
（△） 

△216 △104 10 △310 576 265

(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 42,088

「その他」の区分の売上高 13,691

セグメント間取引消去 △11,328

工事進行基準売上高の連結上の調整額 1,359

その他の連結上の調整額 △195

四半期連結財務諸表の売上高 45,615

 （単位：百万円）

利 益 金額 

報告セグメント計 △310

「その他」の区分の利益 576

関係会社からの配当金の消去 △132

工事進行基準売上高の連結上の調整額 △238

その他の連結上の調整額 △199

四半期連結財務諸表の四半期純損失（△） △304

 

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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(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１四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日） 

 該当事項はありません。 
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