
  

 

平成 18年 11月 16日 

 

各 位  

 
上場会社名 株式会社ダイフク 
本店所在地 大阪市西淀川区御幣島３－２－１１ 
代 表 者 名 代表取締役社長 竹内 克己 
（コード番号 ６３８３ 東証・大証１部） 
問 合 せ 先 取締役本社部門長 猪原 幹夫 
Ｔ Ｅ Ｌ （０６）６４７２－１２６１ 

 
 

中期経営計画の策定に関するお知らせ 

 

 

当社はこのほど、2007 年 4 月をスタートとする新中期 3ヵ年経営計画「Jump up for    

2010」を策定しました。「2010」は、新計画の最終年度である2010 年 3 月期決算で売上高 

営業利益率 10％以上を目指すことの意味を込めています。 

 現在遂行中の中期経営計画、「Create & Challenge for the 70th Anniversary」（創立

70 周年に向けて創造し、挑戦し続ける）は、内外の活発な設備投資環境にも恵まれて、順

調に推移しています。このため、新計画では、次のステップとしてマテリアルハンドリング

業界において、名実共に「世界一」の座を不動にすることが「Jump up for 2010」の狙いで

もあります。 

新計画では、現中期経営計画の成果を基に、今後さらなる持続的成長を目指すものであり

ます。その主な指標は、 

・ 海外売上高比率 50％以上 

・ 営 業 利 益 率 10％以上     であります｡ 

 

 

 以 上 
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新中期経営計画
― 3カ年計画 (2007年4月～2010年3月) ―

1. 経営理念
2. 経営基本方針
3. 事業環境概観
4. 経営戦略
5. 事業戦略
6. 経営目標

2006年11月16日
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はじめに

当社を取り巻く市場環境は、2007年～2009年の
３年間、跛行性を伴いつつも国内外とも堅調に
推移すると予測され、引き続き持続的成長路線
を期す。
そのため、新中期経営計画では、好調な業績
推移に驕ることなく、現中期経営計画（2005年3
月期～2007年3月期）の経営理念・経営基本方
針を継承し、「環境にやさしい、安全で、安心な」
商品・システムの開発を進めるとともに、生産性
の向上による更なるコストダウンを図り、世界最
強のマテハンメーカーを目指す。
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1. 経営理念

1.広く国内外に、最適・最良の、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。



4

2. 経営基本方針

1. 清く・正しく・透明性のある企業経営を遂行する。

2. コミットメント経営を基本とし、内外に公約した経営目標を完遂する。

3. キャッシュフロー重視の経営を徹底し、経済環境の変化に柔軟に対処
できる財務体質の強化を図る。

4. 国内外の法令及び社会規範を遵守する経営に徹し、内部統制システムの
構築と充実に全社挙げて取り組む。

5. 環境・安全を重視した製品・システムの納入ならびに国内外の生産体制の
構築に万全を期する。

6. 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、
少数精鋭の企業集団をつくる。

7. 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、業界の発展に
貢献する。
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3. 事業環境

■国内事業環境

・自動車、IT、食品、飲料、
医薬品関連業界の
設備投資は依然堅調

・RFIDなど、産業界全体に
さらなる物流革命への
気運高まる

・ 豊富な納入実績を
ベースに
リニューアル・サービスの
需要が拡大する。　

・自動車、IT、食品、飲料、
医薬品関連業界の
設備投資は依然堅調

・RFIDなど、産業界全体に
さらなる物流革命への
気運高まる

・ 豊富な納入実績を
ベースに
リニューアル・サービスの
需要が拡大する。　

景気後退局面が懸念されるが
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■海外事業環境～アジア

中国を中心にアジア圏の経済は発展

・自動車は、欧米・日本に次ぐ
生産圏に。

・半導体・液晶、食品、
医薬品、
流通業界などで
市場拡大

・自動車は、欧米・日本に次ぐ
生産圏に。

・半導体・液晶、食品、
医薬品、
流通業界などで
市場拡大
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■海外事業環境～北米

景気減速が懸念されるが

・自動車、食品・飲料などで
投資拡大が見込まれる

・半導体は堅調な投資の
継続を期待

・リニューアル需要の
拡大が期待される時期に

・自動車、食品・飲料などで
投資拡大が見込まれる

・半導体は堅調な投資の
継続を期待

・リニューアル需要の
拡大が期待される時期に
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■海外事業環境～欧州

東欧、ロシアが新たな市場に

・ロシアに日系自動車会社が
進出

・スーパー・食品関連の
物流センターの
需要拡大

・ロシアに日系自動車会社が
進出

・スーパー・食品関連の
物流センターの
需要拡大
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4. 新中期経営戦略

持
続
的
成
長

人
材
育
成教

育
・訓
練

収益力の向上
営業利益率 10%以上

サービス事業の拡大

マテハン新市場開拓

開発の強化
R&D＝対売上比５％

海外事業の拡大
海外売上高 ５０％以上

業務提携・友好的M&Aも視野に
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重点施策

1. プロジェクト管理の強化とSQCDE管理の徹底
SQCDE： Safety（安全）、Quality（品質）、Cost（価格）、Delivery（納期）、Ecology（環境）の略

2. サービス売上拡大による収益力の強化

3. 生産性向上による更なるコストダウンの推進
新生産管理システムの運用、海外生産・現地調達ネットワークの強化

4. 新しい商品・システムの開発による商量拡大

5. 既存技術や商品の応用開発による顧客開拓

6. 中国を中心としたアジア圏の市場拡大

7. 国内外の社員研修制度の拡充と強化
D-MANDセンターの拡充
D-MAND: Daifuku Manufacturing and Design systemの略
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5. 事業戦略

eeFAFA

FAFA&&DADA

AFAAFA

電子機器電子機器

Automotive Factory AutomationAutomotive Factory AutomationAutomotive Factory Automation

搬送・保管・仕分
ピッキングシステム

物流機器

搬送・保管・仕分搬送・保管・仕分
ピッキングシステムピッキングシステム

物流機器物流機器

e Factory Automationee Factory AutomationFactory Automation

半導体･液晶･
電子部品業界

半導体･液晶･半導体･液晶･
電子部品業界電子部品業界

搬送・保管システム搬送・保管システム搬送・保管システム

自動車業界自動車自動車業界業界

自動車生産
ライン搬送システム

自動車生産自動車生産
ライン搬送システムライン搬送システム

商業・小売・運輸・倉庫

食品・化学・薬品業界等

商業・小売・運輸・倉庫商業・小売・運輸・倉庫

食品・化学・薬品業界食品・化学・薬品業界等等

洗車機洗車機
特機特機

Factory Automation &
Distribution Automation
Factory Automation &Factory Automation &
Distribution AutomationDistribution Automation
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1) Automotive Factory Automation

6,787

8,884
9,500

自動車産業展望

・ BRICsの更なる発展
・ NEXT-11の新興

(Mexico、Nigeria、Egypt、Turkey、Iran、
Pakistan、Bangladesh、Korea、Philippine、
Vietnam、Indonesia)

・ 環境対応車・コンパクトカー拡販

(Unit：万台)

＜世界生産能力推移＞
Source：FOURIN

2005年 2006年 2010年

市場動向

販売

・ J-3を中心とした日系自動車メーカーの生産戦略に対応した積極的な
フロントローディング展開

トト ヨヨ タタ Gr.Gr. 日日 産産 Gr.Gr. ホホ ンン ダダ Gr.Gr.

・ “BRICｓ”へ継続展開
連結売上の連結売上の20%20%をを狙う狙う

・ 海外拠点網を充実

NEXTNEXT--1111の新興へ拡販の新興へ拡販

2010/3期 24拠点へ拡大 現拠点20（子会社13＋支店7）＋新拠点4



13

1) Automotive Factory Automation

生産

グローバル生産ネットワークによる世界グローバル生産ネットワークによる世界 No.1No.1の生産力への生産力へ

日本日本韓国韓国 米国米国

中国中国

タイタイ

総生産スペース
58,600㎡

・ アジア圏から世界へ供給

・ 集中開発体制の確立

開発

差異化・高品質・低コスト化へ開発を加速差異化・高品質・低コスト化へ開発を加速

環境・安全

汎用化/モジュール化
垂直立上げ

システムコストダウン
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2) Factory Automation 
& Distribution Automation

市場動向

国内市場 ・流通業は大型投資需要が一巡、中小型案件は活発
・製造業は強含みで推移

北米市場 ・食品・飲料系で自動化投資が拡大

欧州市場 ・ユーロ経済圏の回復を背景に堅調な投資が続く
・東欧・ロシアのマーケットは成長を期待

アジア市場 ・中国市場は、製造業と外資のIT関連企業の投資が拡大

販売

新市場の開拓新市場の開拓 DA未開拓分野、およびIT関連市場

リニューアル事業の拡大リニューアル事業の拡大 1988年～93年納入AS/RS 5,800台がターゲット

機器事業の強化機器事業の強化 新販売チャンネルを開拓（フォークリフト販社他）

海外事業の強化海外事業の強化 販売拠点、人員体制再編
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2) Factory Automation & Distribution Automation

生産

セル生産システムによる生産性向上セル生産システムによる生産性向上

・ セル化による課題の「可視化」

・ FORWARD SCHEDULING による生産工程の平準化

海外生産・調達体制の構築海外生産・調達体制の構築

・ 欧米 現地調達先の開拓と調達力の強化 （ラック及びコンベア）

・ アジア（中国） 現地生産化の推進

開発

新市場・差異化商品の開発新市場・差異化商品の開発

・ RFIDを活用した新システム、リニューアル市場商品、予防保全システムなど
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3) e Factory Automation

・IC市場の拡大継続
・設備投資は今後数年間2桁成長を持続
・台湾の設備投資意欲は高水準

・FPD製品市場は長期成長を持続する
・8～10世代までガラスサイズの大型化が続く
・有機EL等の新技術の本格的生産開始で投資拡大を予測

半導体半導体//SiliconSilicon

市場動向

FPDFPD

販売

Clean AMHSClean AMHS業界業界Top Top の地位の地位 を　確固たるものに！を　確固たるものに！

・各地域（台湾・北米・欧州）のトップメーカーの新規開拓

・既存大口顧客へ密着

・トップシェアを維持

・装置周辺AMHS市場を開拓
FPDFPD

半導体半導体//SiliconSilicon
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3) e Factory Automation

・ 海外生産体制の強化（韓国・台湾）

・ グローバル / 即戦力の人材確保

・ 生産性向上によるコストダウン

・ 生産体制の拡充　：　中国での現地生産も検討　

・ System Solution力で差異化
・ System検証用新Simulationソフトの開発　

　現有市場　　現有市場　

・ Total Integrator へ
・ マテハン＋周辺装置　

　周辺市場　　周辺市場　

・ ９、１０世代の先行開発

FPDFPD

生産

半導体半導体//SiliconSilicon

FPDFPD

開発

半導体半導体//SiliconSilicon
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4) 物流システム部門のサービス事業

サービスで連結売上額の２５％ を狙う！サービスで連結売上額の２５％サービスで連結売上額の２５％ を狙うを狙う！！

本体事業本体事業

((システム供給システム供給))
サービス事業サービス事業

((サービス供給サービス供給))

設備導入者 設備利用者

２つの事業による
シナジー効果

顧客顧客

リニューアル

設備延命新規システム

基本サービス

サービス活動を通した付加価値の創出サービス活動を通した付加価値の創出

◇訪問頻度による信頼獲得◇訪問頻度による信頼獲得

◇スピード・機動力での差異化◇スピード・機動力での差異化

◇ユーザー密着サービス活動◇ユーザー密着サービス活動

◇ブランド力による安心の提供◇ブランド力による安心の提供

◇提案力による差異化◇提案力による差異化

◇経営レベル（本社）密着営業◇経営レベル（本社）密着営業

ロイヤルカスタマーの拡大

受注・収益性の向上
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5) 電子機器事業
市場動向

・非FA市場のビジネスチャンスは拡大

・ 中国では消費拡大が進み、更なる市場拡大を期待

・ CPU系市場の競争が激化　新たに中国企業が参入

販売

・ 総合力を活かした高付加価値商品を拡販

・ CPU系市場においてGlobal Standard商品の拡販により
コンテックブランドを確立

・ セールスエンジニアリングの強化

・ 国内代理店網の整備、強化

・ 海外代理店の新規開拓
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5) 電子機器事業

生産

・ 日本・台湾・中国の３極生産体制の強化推進

・ Global調達の推進によるコストダウン

・ 負荷分散/リスク分散を目指し、一商品二拠点生産体制を確立

開発

・ 日本・台湾・中国の３極開発体制の強化推進

日本： ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ･ｵｰﾄﾒｰｼｮﾝ機器、

ﾈｯﾄﾜｰｸ機器の開発の中核拠点

台湾： CPU系グローバル商品の開発体制強化　

中国： ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ･ｵｰﾄﾒｰｼｮﾝ機器のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ商品開発
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6)その他事業
（1)洗車機事業

販売 ・SSマーケット ： 営業体制の効率化による拡販

・CAマーケット ： CA販売の専任化による拡販
※SS：ガソリンスタンド　　CA：カーディーラー、洗車場など

生産 ・PDM導入による生産性向上
・世界最適地調達・最適地生産による高品質と低コスト

開発 ・環境対応商品の開発

・セルフ洗車機のブラッシュアップ

(2) ライフサポート事業

福祉リフト事業福祉リフト事業
・品質体制の強化

・ 生産性向上による
コストダウン

サイクルハウス事業サイクルハウス事業
（都市環境分野）（都市環境分野）

・ 既納サイクルハウス
システムの検証

・ 駅前再開発事業への拡販

ルネス事業ルネス事業
（住環境分野）（住環境分野）

・ 床下収納庫のコストダウン
によるルネス工法、
シンカ工法事業の拡大

MAMA＆＆OAOA事業事業
（医療・官公庁分野）（医療・官公庁分野）

・ 手術部門のマテハンを
コアとし、国立大学等の
官公庁計画に注力

(3)ボウリング事業
オートスコアラー＋＋でシェアアップオートスコアラー＋＋オートスコアラー＋＋ででシェアアップシェアアップ
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6. 新中期経営目標
2007/3期
見通

1,662

1,988

2,250

2,500

108

165
185

250

2005/3期 2006/3期 2007/3期 2010/3期

最終年度（2010年3月期）目標

(Vision)(見通)

連結 連結

受注高 2,270

2,250

185

8.2%

180

8.0%

115

0.5以下

15%

99.8円

4,600名

2,500

売上高 2,500

当期利益 155

DER 0.5以下

ROE 15%

1株当たり当期
純利益

136.8円

従業員数

営業利益 250

営業利益率 10%

5,200名

経常利益 245

経常利益率 9.8%

2010/3期
Vision

(Unit: 億円)

(Unit: 億円)
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1,430

2,020
1,745

2,200

130

133

108

150

102

110

122

150

165

108

185

250

20020055/3/3期期
売上高
1,662

20020066/3/3期期
売上高
1,988

20020077/3/3期期
売上高
2,250

営業利益

電子機器

その他

(Vision)(見通)

電子機器

その他

20201010/3/3期期
売上高
2,500

電子機器

その他

その他

電子機器

事業別推移

物流
システム

物流
システム

物流
システム

物流
システム

(Unit: 億円)



24

※当資料に記載されている内容は、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要素により、記載された将来の計画数値、施策の実現を
確認、または保証するものではありません。
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