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                                            (財)財務会計基準機構会員  

平成 19 年３月期 決算短信 

平成 19 年５月 17 日 

上 場 会 社 名        株式会社ダイフク          上場取引所 東証一部・大証一部 
コ ー ド 番 号         6383                         ＵＲＬ  http://www. daifuku.co.jp  
代  表  者 代表取締役社長  竹内 克己 
問合せ先責任者 取締役本社部門長 猪原 幹夫          ＴＥＬ (06)6472－1261      
定時株主総会開催予定日  平成 19 年６月 28 日 配当支払開始予定日 平成 19 年６月 29 日 
有価証券報告書提出予定日 平成 19 年６月 29 日  
  

（百万円未満切捨て） 
１．19 年３月期の連結業績（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日） 
(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 ％

19 年３月期 
18 年３月期 

232,703
198,810

17.0 
19.6 

18,836
16,517

14.0
53.1

18,487
16,165

％ 

14.4 
55.4 

11,382
10,252

11.0
96.0

 

 
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 ％ ％ ％

19 年３月期 
18 年３月期 

100.50 
92.20 

98.82
91.97

15.6
16.8

9.8 
9.8 

8.1
8.3

(参考) 持分法投資損益       19 年３月期  －百万円  18 年３月期  －百万円 
 
(2)連結財政状態 

 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

19 年３月期 
18 年３月期 

195,015 
181,989 

80,717 
68,882 

39.6 
37.8 

682.01 
608.12 

(参考) 自己資本       19 年 3 月期  77,226 百万円  18 年 3 月期  －百万円 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 
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

19 年３月期 
18 年３月期 

864 
4,800 

△10,257 
△4,356 

△2,154 
  8,021 

19,969 
29,851 

 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

配当金総額
(年間) 

配当性向 
（連結） 

純資産 
配当率 
（連結） 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18 年３月期 
19 年３月期 

－ － 
10.00 

18.00 
15.00 

18.00 
25.00 

2,038
2,830

19.5 
24.9 

3.3
3.9

20 年３月期 
（予想） 

10.00 15.00 25.00  26.5  

（注）19 年３月期期末の内訳  70 周年記念配当 ４円 00 銭 
 
 
３．20 年３月期の連結業績予想（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 
 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

中 間 期 
通    期 

110,000 
230,000 

4.3% 
△1.2% 

8,500 
18,000 

△1.5%
△4.4%

8,200
17,500

△3.2%
△5.3%

4,800
10,700

△12.2% 
△6.0% 

   42.39 
   94.49 

  ※上記予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の４ページを参照して下さい。 
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４．その他 
(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 
新規 ２社 （社名 台灣大福高科技設備股份有限公司、江蘇大福日新自動輸送機有限公司） 
(注) 詳細は、８ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

 
(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本と
なる重要な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更  有  
② ①以外の変更   無 
(注)詳細は、25 ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

 
(3) 発行済株式数（普通株式） 
①期末発行済株式数（自己株式を含む） 19 年３月期 113,671,494 株 18 年３月期 113,670,721 株 
②期末自己株式数  19 年３月期        437,038 株  18 年３月期        400,683 株 
 (注) １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、35 ページ「１株当たり情報」
をご覧ください。 

 
 
(参考)個別業績の概要 
 
１.19 年３月期の個別業績(平成 18 年４月 1日～平成 19 年３月 31 日) 
(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 ％

19 年３月期 
18 年３月期 

171,758 
150,881 

13.8 
10.1 

12,048
11,753

2.5
47.8

11,853
11,486

3.2 
48.9 

7,709 
6,580 

17.2
88.1 

 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

19 年３月期 
18年３月期 

68.07 
59.18 

66.93 
59.03 

(2)個別財政状態 

 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

19 年３月期 
18年３月期 

150,866 
148,593 

65,342 
61,399 

43.3 
41.3 

577.06 
542.06 

(参考) 自己資本       19 年３月期  65,342 百万円  18 年３月期  －百万円   
２．20 年３月期の個別業績予想（平成 19 年４月 1日～平成 20 年３月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）  
 

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
中 間 期 
通    期 

85,000
165,000

15.1% 
△3.9% 

6,000
12,000

28.2%
△0.4%

5,800
11,800

31.8%
△0.5%

3,200
7,000

18.3% 
△9.2% 

 28.26 
 61.82 

  ※上記予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の４ページを参照して下さい。 
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１.経営成績 

 

(１)経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、好調な民間設備投資と輸出に牽引され、平成 14

年２月から続く景気の拡大局面も「いざなぎ景気」を超えて、戦後最長となりました。 

世界経済も、原油価格の高騰、米国経済の減速に対する懸念等がありましたもののその影

響は少なく、加えて中国、インドをはじめとするアジア各国や欧州経済も世界経済を牽引し

たことにより、総じてバランスのとれた形で好調な拡大を続けました。 

一方、当業界におきましては、国内外ともに需要が伸びた反面、グローバルレベルでの競

争が激しさを増し、欧米諸国では事業の売却・買収によって業界地図が大きく塗り替えられ

る状況も現れております。 

このような事業環境の中で、当社グループは、国内外で活発な設備投資が続く好機をとら

え、前期に記録した過去最高の実績を上回る受注を獲得いたしました。特に、物流システム

部門が好調に推移いたしました。この部門では、国内の IT・食品・飲料・医薬などの製造

業や流通業界向けの物流センタ－・工場内の保管・搬送・仕分け・ピッキングシステム事業、

国内およびアジア地域におけるエレクトロニクス業界向けクリーンルーム内の搬送・保管シ

ステム事業、国内外の自動車業界向け搬送システム事業のいずれにおいても好調に推移いた

しました。この結果、全体としての受注高は 2,362 億 46 百万円（前期比 6.8％増）となり

ました。 

売上高は、同じく物流システム部門が好調に推移したことにより 2,327 億３百万円（前期

比 17.0％増）と、受注高同様に過去最高の実績を再更新することができました。 

利益につきましては、受注拡大による操業度アップ、プロジェクト管理の強化による大型

案件の徹底したコスト管理、世界最適地生産および海外調達比率のアップによる変動費削減、

ＩＴを駆使した新生産管理システム活用によるコスト改善に加え、アジア各国の現地法人と

の緊密な連携が効を奏した結果、前期に引続き収益改善が図られ、営業利益で 188 億 36 百

万円（前期比 14.0％増）を計上いたしました。 

 これにより、経常利益では、184 億 87 百万円（前期比 14.4％増）、当期純利益では 

113 億 82 百万円（前期比 11.0％増）をそれぞれ計上いたしました。 

 この結果、受注、売上、利益のすべてにおいて、会社設立以来最高の業績を挙げることが

できました。 

平成 19 年３月期 実績 

 

連結受注高     2,362 億 46 百万円（前期比 6.8％増） 

連結売上高     2,327 億 03 百万円（前期比 17.0％増） 

連結営業利益     188 億 36 百万円（前期比 14.0％増） 

連結経常利益     184 億 87 百万円（前期比 14.4％増） 

連結当期純利益    113 億 82 百万円（前期比 11.0％増） 
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②当期の部門別業績の概況 

物流システム部門 

   受注高・売上高ともに、国内の IT・食品・飲料・医薬などの製造業や流通業界向け

の大型自動倉庫システムが好調に推移したほか、国内およびアジア地域におけるエレ

クトロニクス業界向けクリーンルーム内の搬送・保管システム、国内外の自動車業界

向け搬送システムのいずれもが好調に推移いたしました。 
この結果、当部門の受注高は 2,140 億 54 百万円(前期比 9.2％増)、売上高は 2,091

億 55 百万円(前期比 19.9％増)、営業利益は 239 億 38 百万円(前期比 21.4％増)を計上

いたしました。 

電子機器部門 

インダストリアル・オートメーション機器では、生産ラインの検査用途を中心とする

ボード製品や、CPU 関連製品では、計量系端末用途をはじめとしたインダストリアル・

コンピュータ機器、CPU ボード及び OEM・ODM 機器の販売が堅調に推移しました。ネッ

トワーク機器も、組込用途に特化した商品展開を行った結果、流通業界向けの納入に結

びつきました。 

この結果、当部門の受注高は 105 億 19 百万円(前期比 23.9％減)、売上高は 115 億

47 百万円(前期比 13.1％減)、営業利益は９億 67 百万円(前期比 6.1％減)を計上いた

しました。 

その他部門 

主力商品の洗車機は、「ツインスルー スプリード」をはじめとするセルフサービス
向けドライブスルー機の受注が好調に推移しましたが、依然として厳しい販売競争が

続いており、利益面では計画を下回ることとなりました。 
 車いすをワゴン車に搭載する福祉リヤリフトは高齢化を背景に前期同様の高い水準

の納入台数を維持いたしました。 
この結果、当部門の受注高は116億 73百万円(前期比3.7%増)、売上高は120億円(前

期比 7.9％増)、営業利益は６億 76 百万円(前期比 41.8％減)を計上いたしました。 
 

③次期の見通し 

当社グループを取り巻く事業環境は、引き続き国内外における設備投資は堅調に推移す

ることが期待される一方で、原油・原材料価格の高止まりや金利上昇、海外の主要顧客の

設備投資動向等の不透明な要素もあり、当社事業環境への影響も懸念されます。このよう

な市場環境の中、平成 19 年４月を起点とする中期経営３ヵ年計画「Jump up for 2010」（詳

細後述）の３年間は跛行性を伴いつつも、引き続き持続的成長路線を期しております。本

計画におきましては、重点施策といたしまして、次の７つを実行してまいります。 

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) 

②サービス・リニューアル売上拡大による収益力の強化 

③新生産管理システムの更なる拡充強化による生産性向上とコストダウンの推進 

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 
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⑥中国を中心としたアジア圏の市場開拓 

⑦国内外の社員研修制度の拡充と強化 

 

次期につきましては、自動車業界向け搬送システム事業は、国内・北米・東南アジア・

インド等での積極的な設備投資が見込まれますが、国内の IT・食品・飲料・医薬などの製

造業や流通業界向けの物流センタ－・工場内の保管・搬送・仕分け・ピッキングシステム

事業では、大規模システムに一服感が予測されるものの、中・小型システム分野や豊富な

納入実績を基盤にリニューアルとサービス事業は拡大するとみております。エレクトロニ

クス業界向けクリーンルーム内の搬送・保管システム事業では、液晶業界の大型投資は短

期的に一服感が見られるものの、半導体業界の設備投資は堅調を維持すると期待しており

ます。 

このような状況を踏まえ、次期の業績といたしまして次の通り予想しております。 

 

        平成20年３月期の連結通期業績予想   平成20年３月期の個別通期業績予想  

 

受  注  高    2,200 億円（前期比 6.9％減）  1,550 億円（前期比 12.0％減）   

売  上  高    2,300 億円（前期比 1.2％減）  1,650 億円（前期比 3.9％減）   

営 業 利 益     180 億円（前期比 4.4％減）    120 億円（前期比 0.4％減）   

経 常 利 益     175 億円（前期比 5.3％減）    118 億円（前期比 0.5％減）   

当期純利益     107 億円（前期比 6.0％減）      70 億円（前期比  9.2％減）   

 

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 1,950 億 15 百万円（前期比 130 億 25 百万円の増加）

となりました。これは、大型プロジェクトの売上計上による売掛金の増加や受注拡大に伴

う棚卸資産の増加、並びに、国内外の設備投資とりわけ滋賀事業所の工場建設・生産設備

への投資による固定資産の増加が主な要因であります。 

負債は、1,142 億 97 百万円（前期比 21 億 11 百万円の増加）となりました。支払手形及

び買掛金が 97 億 85 百万円増加した一方、前受金が 48 億４百万円、有利子負債が 91 百万

円それぞれ減少いたしました。 

純資産につきましては、利益剰余金の増加 81 億 82 百万円等もあり、自己資本比率は

39.6％となりました。 

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 98 億 81 百万

円減少し、199 億 69 百万円（前年同期は 298 億 51 百万円）となりました。 

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 
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（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、８億 64 百万円の収入超過（前年同期は 48 億円の収入超過）

となりました。これは、税金等調整前当期純利益が 183 億 55 百万円となったものの、前

受金等の減少 59 億 30 百万円と受注量拡大による棚卸資産の増加 59 億 64 百万円があっ

たことが主な要因であります。また、期末日が金融機関の休日であったため、期末満期

手形を含む期末日の入金が翌月にずれ込んだことも影響しております。 

（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、102 億 57 百万円の支出超過（前年同期は 43 億 56 百万円の

支出超過）となりました。これは主に国内外での工場新設・増設や生産設備の更新等、

固定資産の取得による支出 97 億 21 百万円によるものであります。 

（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、21 億 54 百万円の支出超過（前年同期は 80 億 21 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いによる支出 31 億 63 百万円と、連結

子会社である株式会社コンテックの公募増資 600 千株の売り出しによる収入 13 億 39 百

万円によるものであります。 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
平成 15 年 

３月期 

平成 16 年 

３月期 

平成 17 年 

３月期 

平成 18 年 

３月期 

平成 19 年 

３月期 

自己資本比率 37.6％ 37.8％ 36.2％ 37.8％ 39.6％

時 価 ベ ー ス の 

自己資本比率 
32.7％ 50.0％ 59.7％ 120.3％ 99.2％

キャッシュ・フロー

対有利子負債比率 
2.8 5.4 2.6 7.1 39.0

インタレスト・ 

カバレッジ・レシオ 
14.0 7.0 14.3 8.1 1.6

 

  自己資本比率           ：（純資産－少数株主持分－新株予約権）／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／営業キャッシュ・フロー 

  インタレスト・カバレッジ・レシオ ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを使用しております。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おります。なお、利

払いのない転換社債型新株予約権付社債も有利子負債に含めて計算しております。また利払いに

ついては連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 

 ③借入・契約履行保証一体型コミットメントライン契約の締結 

    受注量の増大にともなう棚卸資産の増加等により、運転資金需要が旺盛な状況にあります

が、財務施策として有利子負債の増加を抑制する方針を堅持しつつ、一方で運転資金需要に

対して、本年３月に、当社および米国、英国、台湾の海外子会社も含めた、借入・契約履行

保証一体型のコミットメントライン契約を当社取引銀行とシンジケーション方式で締結を

行い、機動的に対応できる体制を確立いたしました。 

  

(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、株主各位に対する利益還元を経営の最重要方針と位置づけ、剰余金の配当につきま



フ株式会社ダイフク（6383） 平成 19年３月期決算短信 

 ― 7 ―

しては、連結純利益をベースとしました業績連動による配当政策を取り入れております。 

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。なお、平成 18 年６月 29 日開催の第 90 回定時株主総会において、剰余金の配当

を機動的に実施できるようにするため、決定機関を取締役会とすることをご承認いただき、中

間配当と期末配当の年２回の配当を行うこととしております。 

平成 19 年３月期は業績の好転を受け、中間配当を 10 円、期末配当を 15 円(創立 70 周年記

念配当４円を含む)とし、年間合計１株当たり 25 円とさせていただくことを５月 17 日開催の

取締役会で決定させていただきました。 

また、次期（平成 20 年３月期）の配当につきましては、次期見通しの利益を確保できるこ

とを前提に、記念配当なき後も１株当たり年間 25 円（中間 10 円、期末 15 円）を予定してお

ります。 

 

(４)その他報告事項 

①平成 18 年 10 月、滋賀事業所（滋賀県蒲生郡日野町）に建設中だった新工場棟２棟が完成、

同事業所は 11 の工場棟が建ち並ぶ世界最大級のマテリアルハンドリングシステム・機器の

生産拠点となりました。同時に導入した最新の大型工作機械を駆使して生産性を向上させる

とともに、併設された高さ 40ｍの高層研究棟が自動倉庫クレーンなどの実験で大きな威力

を発揮しております。当社にとっては、昭和 45 年に土地を取得して以来の念願であった「緑

と自然に恵まれた滋賀の地に人間性豊かな生産性の高い工場を集約する“インダストリアル

パーク”構想」を実現いたしました。 

②当連結会計年度を終期とした中期３ヵ年経営計画において整備してきた海外の生産・販売拠

点が平成 18 年より次々に本格稼動するなか、とりわけ需要旺盛な台湾・タイ・韓国で工場

の拡張を行いました。半導体・液晶生産ライン向けシステムを生産する「台灣大福高科技設

備股份有限公司」では、第一次、第二次と工場を建設して、現地化をさらに推進。自動車生

産ライン向け搬送機器を生産する「江蘇大福日新自動輸送機有限公司」（中国）、「DAIFUKU 

（THAILAND）LTD.」（タイ）、「ATS CO., LTD.」（韓国）もそれぞれ工場の拡張・リフレッシ

ュ工事を終え、さらなる生産効率アップを実現しました。このほか、BRICｓの一角、ロシア

でも、販売拠点としてサンクトペテルブルクに支店を開設いたしました。 

③平成 18 年 12 月、友好的 M&A によりボウリング事業を拡大しました。ボウリング場向け製品

の製造・販売事業の分野での２大グローバル企業の一つである「QubicaAMF Worldwide（キ

ュービカエーエムエフ ワールドワイド） S.a.r.L.」グループとの間で、同グループの製

造するボウリング場向け設備及び関連製品の日本での独占的販売代理店契約を締結。同グル

ープの日本における全額出資の子会社の株式を 75％取得して子会社化し、新たに「株式会

社ダイフク キュービカエーエムエフ」としてスタートさせました。平成 19 年 12 月末には

完全子会社化の予定です。QubicaAMF 製品のうち、オートスコアラーは従来から当社グルー

プで手がけていましたが、ボウリング設備・用品も一括して取り扱うことができるようにな

り、ビジネスの幅が大きく広がりました。 

④平成 19 年３月 14 日、株式会社コンテックは、当社子会社としては初めての上場（東京証券

取引所第二部）を果たしました。同社は昭和 50 年に自動倉庫の制御機器の生産からスター

ト、産業用パソコンなどの分野で業容を広げてきたものです。デバイス＆コンポーネント（各

種パソコン、シングルボード・コンピュータ、インターフェースボード、無線 LAN）、ソリ

ューション＆サービス（イージーオーダー型の計測制御、各種自動化システム）、EMS（主に

制御用電子機器の受託生産）の３つの事業を展開。今後は、日本・台湾・中国３極開発・生

産体制を確立して、グローバルスタンダード製品に力を入れてまいります。 
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２． 企  業  集  団  の  状  況 
 

当企業集団が営んでいる主な事業内容と、当該事業に係わる各社の位置づけは次のとおりであります。 

物流システム 
当社が製造販売するほか、商社及び販売代理店を通じて販売し、当社が製品の納入先現場における据付工事を
行っております。また、連結子会社である㈱コンテックの企業グループから製品に組み込まれる電子機器を購入
し、また、連結子会社である㈱九州ダイフクをはじめ連結子会社７社、関連会社１社へ物流機器の製造設計等を
委託しております。海外においては、連結子会社である DAIFUKU AMERICA CORP.をはじめ連結子会社７社に製造
委託をしており、これらを含む連結子会社19社、非連結子会社１社を通じて販売しております。 
電子機器 
 連結子会社である㈱コンテックの企業グループが製造し、㈱コンテックとその連結子会社５社が販売をしてお
ります。 
その他 
 当社及び連結子会社である㈱ダイフクユニックスをはじめ連結子会社３社が洗車機の販売を、㈱ダイフクボウ
ルモアーと非連結子会社１社がボウリング設備の販売をしているほか、連結子会社である㈱ダイフクビジネス
サービスをはじめ連結子会社２社、関連会社１社に建物の維持管理業務等を委託しております。 

<事業系統図> 
               以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

 

 

顧         客 

物 流 シ ス テ ム そ の 他 

 子 会 社 

○ ㈱ダイフク・ロジスティック・テクノロジー 
○ DAIFUKU AMERICA CORP. 

○   AMERICAN CONVEYOR AND EQUIPMENT, INC. 

○ DAIFUKU CANADA INC. 

○ DAIFUKU MECHATRONICS (SINGAPORE) PTE. LTD. 

○ DAIFUKU-WIS TECHNOLOGIES PTE. LTD. 

○  DAIFUKU EUROPE LTD. 

○  DAIFUKU (MALAYSIA) SDN. BHD. 

○ 台灣大福物流科技股份有限公司 
○ DAIFUKU (THAILAND) LTD. 

○ ATS CO., LTD. 

○ MIMATS CO., LTD.  

○  CLEAN FACTOMATION, INC. 

○ 大福自動化物流設備（上海）有限公司 
○ 大福自動輸送機（天津）有限公司 
○ 大福自動輸送機（広州）有限公司 
○ P.T. DAIFUKU INDONESIA  
○ 台灣大福高科技設備股份有限公司 

○ 江蘇大福日新自動輸送機有限公司 

 DAIFUKU INDIA PRIVATE LTD.  

 子 会 社 

○ ㈱ダイフクユニックス 

○ ㈱ダイフクボウルモアー(旧社名 ㈱ダイフクキュービカ） 

○ DAIFUKU CARWASH-MACHINE KOREA INC. 

○ 大福洗車設備（上海）有限公司 
  ㈱ダイフク キュービカエーエムエフ 

 子 会 社 

○ ㈱日に新た館 

○ ㈱ダイフクビジネスサービス 

 関 連 会 社  

 ㈱ルネス研究所

 子 会 社 

○ ㈱コンテック 

○ CONTEC MICROELECTRONICS U.S.A. INC. 

○ ㈱コンテック・イーエムエス 

○ 北京康泰克電子技術有限公司 

○ 上海康泰克電子技術有限公司 

○ 台湾康泰克股份有限公司 

電 子 機 器 

注）       工事、製作、製造委託の流れ 

         製品の流れ 

○      連結子会社  

当          社 

 子 会 社 

○ ㈱九州ダイフク 

○ ㈱エイ・ピー・エス 

○ ㈱ダイフク技術研究所 

○ ㈱ダイフクソフトウェア開発 

○ ㈱ダイフクフィールドエンジニア 

○ ㈱ダイフク・マニュファクチャリング・エキスパート 

○ ㈱ダイフクビジネスクリエイト  

 関 連 会 社  

㈱アイ・ケイ・エス
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３. 経 営 方 針 

 
(１)会社の経営の基本方針 

当社は、事業領域・市場・お客様の三つの視点から「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・機器及び電子機器を提供し、産業界の発展に貢献す

る」ことを経営理念の第一の柱としております。さらに、株主・お取引先・社員などす

べてのステークホルダーから真に信頼され、より魅力のある企業になるために、「収益

性を重視した健全で成長性豊かな経営」を経営理念の第二の柱とし、世界的な大競争に

耐えられる、強い企業体質の構築を目指しております。 
 

(２)中長期的な経営戦略ならびに目標とする経営指標 
   当社は先般、平成 19 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」（以下、新中期計画）を策定しました。「2010」は、新中期計画の最終年度で 

 ある2010年3月期決算で売上高営業利益率10％以上を目指すという意味を込めています。 

 当連結会計年度までの３年間に亘り遂行してまいりました中期３ヵ年経営計画(以下、

前中期計画)、「Create & Challenge for the 70th Anniversary」は、内外の活発な設備

投資環境にも恵まれて、好調に推移いたしました。新中期計画では、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。 

前中期計画では、①収益力の強化、②財務基盤の強化、③キャッシュフロー重視を柱

にしつつ、攻めの経営を行ってまいりました。この結果、収益力強化のための新生産管

理システムやプロジェクト管理の徹底などのノウハウが蓄積され、収益体質の事業運営

が定着しました。これにより、営業利益率８％台、ROE（株主資本利益率）は 15%台、D/E 

Ratio（有利子負債比率）も 0.5 倍以下の水準を達成することができました。これをベー

スに国内外の設備投資、研究開発にも積極的に取り組み、受注高 2,500 億円に到達して

も十分賄える生産能力、生産スペースを確保することもできました。 

新中期計画では、前中期計画のこれらの成果を基に、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｡ 

  

 ■グローバル展開で海外売上高比率 50％以上 

 国内では成熟した事業環境を基盤に、リニューアルやサービス事業をさらに強固なも

のにする一方、引続き成長路線を歩むためには、海外売上高比率を一層高めることがカ

ギになります。特に経済成長が著しい中国を中心とする BRICｓ市場とアジア各国市場の

さらなる開拓が重要と考えています。 

このためには、世界最適地調達・最適地生産を加速させるとともに、現地法人や海外

工場の充実に努めてまいります。当連結会計年度の海外売上高比率は 44.5％になりまし

たが、これを 50％以上にすることを目標とします。 
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世界的視野で見れば、当社の主要顧客であります日系を中心とする自動車メーカーは

中国を中心とする BRICｓに加えて、ベトナムやインドネシアなどの“Next11”へも拡大

していくことが見込まれます。また、液晶・半導体メーカーも、日本・欧米・韓国・台

湾に次いで、中国でも生産拠点を建設していくと見ております。 

新中期計画では、中国にも一般製造業・配送センター向けの事業や、液晶・半導体メ

ーカー向けの事業のための生産拠点を新設することも視野に入れております。また、自

動車メーカー向けに現地法人や支店を BRICｓ、Next11 を中心に拡充していきます。さら

に、欧米では日本からの製品に加え、現地調達力を高めることにより、市場を開拓して

まいります。 

 

 ■営業利益率 10％以上達成のための施策 

  前中期計画で推進してまいりました施策である、 

    ①受注拡大による操業度アップ 

    ②大型システム案件を重点にプロジェクトマネージャー制による徹底したコスト管理 

    ③世界最適地生産および海外調達比率のアップによる変動費削減 

    ④ＩＴを駆使した新生産管理システム活用によるコスト改善 

    ⑤現地法人との緊密な連携 

 を引続き推進するとともに、新中期計画ではさらに、 

⑥豊富な納入実績を基盤に、リニューアルとサービス事業拡大に一層注力すること 

⑦主力商品の周辺領域での新商品の開発や機種の多角化を推進すること 

⑧比較的手薄だった業界分野、マーケティングが不十分であった顧客層への浸透など

を図ること 

⑨顧客の強いニーズである短納期化、コストダウン要求、環境対応、少子高齢化対策

などに積極的に取り組むこと 

⑩世代交代が加速度的に進む中で、人材の育成を強力に推進することを施策としてま

いります。 

 

(３)会社の対処すべき課題 

国内においては、個人消費の伸びが設備投資にも波及していくことで、民需中心の安定

路線が持続することが期待されます。海外では、米国の景気減速が懸念されるものの、中

国をはじめとする新興国の経済は引き続き堅調であると予想されることから、世界経済も

拡大を続けるものと期待されます。 

今後、当社が対処すべき課題は、前述の新中期計画を完遂するとともに、内部統制シス

テムを確立することであります。 

新中期計画のもと、営業面では豊富な納入実績という資産を生かしてのリニューアル、

サービス事業をさらに強固なものにする一方、経済成長著しい中国を中心とする BRICｓ市

場とアジア各国市場のさらなる開拓を進めてまいります。 

生産面では前中期計画において、国内外で活発な設備投資を行い、受注が 2,500 億円に

到達しても十分賄える生産キャパシティを整備いたしました。今後は物づくりを実際に担

う人材、とりわけ海外スタッフの育成に力を入れ、ダイフクイズムの浸透を図り、グルー
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プとして国内外を問わず同一品質・システムを全世界のお客さまに提供していくことが喫

緊の課題であります。このため、既に設立していた技能教育センターを基礎・要素技術の

研究開発を行っている子会社に編入し、国境を越えた積極的な研修で、物づくりに関する

人材・技術双方の育成と創造に努めてまいります。個々の製品に関する研究開発に関して

は、メーカーの生命線であるとの認識のもと、重点的な投資を継続してまいります。 

また、昨年施行された会社法および金融商品取引法に基づき、内部統制システムの確立

が強く求められていくことに対しては、内部統制統轄という機能を4月から新設しました。

内部統制全般に亘る啓蒙活動、統制環境作り、グループ内のリスクを幅広く認識・評価し、

適切な対応あるいは体制を整備・運用し、国内外のグループ各社に定着させるのが狙いで

す。傘下には BCP（Business Continuity Plan）推進本部を設け、企業が抱えるあらゆるリ

スク情報を収集し、事業を継続していくための計画を立案して、想定外ゼロの経営を目指

します。また、管理統轄およびその傘下の内部統制推進室のもとでは、財務報告の健全性・

正確性を追及し、一層の信頼性確保に努めてまいります。 

 
(４)その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。 
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  連結財務諸表等 

  連結財務諸表 

① 連結貸借対照表 

 

  
前連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  29,860 19,980   △9,879

２ 受取手形及び売掛金 ※６ 52,634 61,474   8,839

３ 棚卸資産  45,886 52,547   6,660

４ 繰延税金資産  3,223 3,678   455

５ その他  5,725 8,006   2,281

貸倒引当金  △352 △185   166

流動資産合計  136,977 75.2 145,501 74.6  8,524

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物及び構築物 ※４ 14,317 17,330   3,012

(2) 機械装置及び 
  運搬具 

 2,342 3,811   1,468

(3) 工具器具及び備品  1,268 1,361   93

(4) 土地 ※４ 8,091 10,087   1,995

(5) 建設仮勘定  1,070 785   △285

(6) その他  73 98   25

有形固定資産合計 ※１ 27,162 14.9 33,473 17.1  6,311

２ 無形固定資産    

(1) 営業権  284 ―   △284

(2) 連結調整勘定  991 ―   △991

(3) のれん  ― 1,155   1,155

(4) その他 ※４ 1,729 1,913   183

無形固定資産合計  3,005 1.7 3,068 1.6  63

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 ※３ 7,261 5,656   △1,605

(2) 長期貸付金  473 445   △27

(3) 繰延税金資産  4,364 3,662   △702

(4) その他  3,112 3,551   439

貸倒引当金  △366 △344   21

投資その他の資産
合計 

 14,844 8.2 12,970 6.7  △1,873

固定資産合計  45,012 24.8 49,513 25.4  4,501

資産合計  181,989 100.0 195,015 100.0  13,025
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前連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形及び買掛金  34,405 44,190   9,785

２ 短期借入金 ※４ 13,702 6,452   △7,249

３ 一年以内に償還予定
  の社債 

 ― 3,000   3,000

４ 未払法人税等  3,468 3,545   76

５ 繰延税金負債  67 31   △36

６ 前受金  18,156 13,352   △4,804

７ その他  14,928 14,578   △349

流動負債合計  84,728 46.6 85,150 43.7  421

Ⅱ 固定負債    

１ 社債  7,000 4,000   △3,000

２ 新株予約権付社債  5,000 4,998   △2

３ 長期借入金 ※４ 8,153 15,313   7,159

４ 長期未払金  2,516 2,370   △145

５ 繰延税金負債  67 48   △19

６ 退職給付引当金  3,937 2,175   △1,762

７ 役員退職慰労引当金  622 ―   △622

８ その他  159 241   82

固定負債合計  27,457 15.1 29,147 14.9  1,689

負債合計  112,186 61.7 114,297 58.6  2,111

(少数株主持分)    

少数株主持分  921 0.5 ― ―  ―

(資本の部)    

Ⅰ 資本金  8,023 4.4 ― ―  △8,023

Ⅱ 資本剰余金  9,022 5.0 ― ―  △9,022

Ⅲ 利益剰余金  49,394 27.1 ― ―  △49,394

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

 1,521 0.8 ― ―  △1,521

Ⅴ 為替換算調整勘定  1,092 0.6 ― ―  △1,092

Ⅵ 自己株式 ※５ △172 △0.1 ― ―  172

資本合計  68,882 37.8 ― ―  △68,882

負債、少数株主持分
及び資本合計 

 181,989 100.0 ― ―  △181,989
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前連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  ― ― 8,024 4.1  8,024

２ 資本剰余金  ― ― 9,028 4,6  9,028

３ 利益剰余金  ― ― 57,577 29.5  57,577

４ 自己株式  ― ― △240 △0.1  △240

株主資本合計  ― ― 74,389 38.1  74,389

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

 ― ― 1,001 0.5  1,001

２ 繰延ヘッジ損益  ― ― △60 0.0  △60

３ 為替換算調整勘定  ― ― 1,896 1.0  1,896

評価・換算差額等 
合計 

 ― ― 2,837 1.5  2,837

Ⅲ 少数株主持分  ― ― 3,490 1.8  3,490

純資産合計  ― ― 80,717 41.4  80,717

負債及び純資産合計  ― ― 195,015 100.0  195,015
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② 連結損益計算書 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

金額(百万円) 

Ⅰ 売上高  198,810 100.0 232,703 100.0  33,892

Ⅱ 売上原価 ※２ 159,311 80.1 186,991 80.4  27,679

売上総利益  39,499 19.9 45,712 19.6  6,213

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 販売費 ※１ 13,047 14,213  1,166 

２ 一般管理費 
※１ 
※２ 

9,934 22,981 11.6 12,662 26,875 11.5 2,727 3,894

営業利益  16,517 8.3 18,836 8.1  2,319

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  190 249  58 

２ 受取配当金  58 67  9 

３ その他  245 494 0.2 250 567 0.2 4 73

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  584 471  △112 

２ 為替差損  13 187  174 

３ その他  248 846 0.4 256 916 0.4 8 70

経常利益  16,165 8.1 18,487 7.9  2,321

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益  26 92  65 

２ 投資有価証券売却益  390 136  △253 

３ 持分変動利益  ― 100  100 

４ 退職一時金制度一部
  終了益 

 865 ―  △865 

５ その他  25 1,308 0.7 31 360 0.2 5 △948

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産売却損  9 40  31 

２ 固定資産除却損 ※３ 621 451  △170 

３ 投資有価証券売却損  9 ―  △9 

４ 投資有価証券評価損  64 ―  △64 

５ その他  29 733 0.4 ― 492 0.2 △29 △241

税金等調整前 
当期純利益 

 16,740 8.4 18,355 7.9  1,615

法人税、住民税 
及び事業税 

 5,711 6,046  335 

法人税等調整額  478 6,189 3.1 611 6,657 2.9 132 467

少数株主利益  298 0.1 315 0.1  17

当期純利益  10,252 5.2 11,382 4.9  1,129
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③ 連結剰余金計算書 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 

(資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  5,011 

Ⅱ 資本剰余金増加高   

  自己株式処分差益  4,011 4,011 

Ⅲ 資本剰余金期末残高  9,022 

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  41,087 

Ⅱ 利益剰余金増加高   

   当期純利益  10,252 10,252 

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１ 配当金  1,440  

２ 役員賞与  127  

３ 連結子会社増加に 
  伴う減少高 

 378 1,946 

Ⅳ 利益剰余金期末残高  49,394 
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④ 連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)                     (単位：百万円） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高 8,023 9,022 49,394 △172 66,267

連結会計年度中の変動額  

新株の発行 1 0  2

 剰余金の配当 △3,171  △3,171

 当期純利益 11,382  11,382

 役員賞与 △5  △5

 自己株式の取得 △69 △69

 自己株式の処分 4 1 6

 連結子会社増加に伴う変動額 △22  △22

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額) 

 

連結会計年度中の変動額合計 1 5 8,182 △67 8,121

平成19年３月31日残高 8,024 9,028 57,577 △240 74,389

 

評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 

純資産合計 

平成18年３月31日残高 1,521 ― 1,092 2,614 921 69,803

連結会計年度中の変動額   

新株の発行   2

 剰余金の配当   △3,171

 当期純利益   11,382

 役員賞与   △5

 自己株式の取得   △69

 自己株式の処分   6

 連結子会社増加に伴う変動額   △22

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額) 

△520 △60 803 222 2,569 2,791

連結会計年度中の変動額合計 △520 △60 803 222 2,569 10,913

平成19年３月31日残高 1,001 △60 1,896 2,837 3,490 80,717
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⑤ 連結キャッシュ・フロー計算書 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 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  16,740 18,355

減価償却費  2,271 2,885

連結調整勘定償却額  121 ―

のれん償却額  ― 124

固定資産除売却損  630 492

投資有価証券売却益  △390 △237

受取利息及び配当金  △248 △316

支払利息  584 471

役員退職慰労引当金の増加額  72 ―

退職一時金制度一部終了益  △865 ―

売上債権の増加額  △6,823 △7,664

棚卸資産の増加額  △12,015 △5,964

仕入債務の増加額  3,305 8,684

前受金等の増加額又は減少額(△)  9,909 △5,930

その他  △1,453 △3,769

小計  11,838 7,131

利息及び配当金の受取額  252 310

利息の支払額  △590 △543

法人税等の支払額  △6,904 △6,048

その他  204 14

営業活動によるキャッシュ・フロー  4,800 864
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前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出  △415 △116

投資有価証券の売却による収入  1,097 676

固定資産の取得による支出  △3,695 △9,721

固定資産の売却による収入  213 111

貸付金の回収による収入  21 21

定期預金の預入による支出  △1 △2

定期預金の払戻による収入  229 ―

子会社株式・出資金の取得による支出  △1,778 △510

その他  △27 △714

投資活動によるキャッシュ・フロー  △4,356 △10,257

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増額  195 1,043

長期借入による収入  3,000 11,193

長期借入金の返済による支出  △7,516 △12,394

社債の発行による収入  3,985 ―

新株予約権付社債の発行による収入  4,968 ―

少数株主の増資引受けによる 
払い込み収入 

 ― 1,339

親会社による配当金の支払額  △1,440 △3,163

自己株式の取得による支出  △113 △69

自己株式の売却による収入  5,046 6

その他  △104 △109

財務活動によるキャッシュ・フロー  8,021 △2,154

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  643 249

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 
  又は減少額(△) 

 9,107 △11,297

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  20,441 29,851

Ⅶ 連結の範囲の変更による現金及び現金
同等物の増加額 

 302 1,415

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高  29,851 19,969
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社 
  連結子会社の数 37社 
  主要な連結子会社名は、「２.企
業集団の状況」に記載しているため
省略しております。 

  前連結会計年度において非連結子
会社でありました株式会社ダイフ
ク・アルベック・ソフトウェア、大
福自動輸送機(広州)有限公司、北京
康泰克電子技術有限公司、上海康泰
克電子技術有限公司、上海康泰克数
字設備有限公司、瀋陽康泰克電子技
術有限公司、及び、当連結会計年度
に設立により子会社となりました株
式会社ダイフクビジネスクリエイ
ト、株式会社ダイフク・マニュファ
クチャリング・エキスパート、株式
会社ダイフクフィールドエンジニ
ア、台湾康泰克股份有限公司につい
ては、当連結会計年度より、連結子
会社に含めております。この結果、
連結子会社の数が10社増加しており
ます。 

(1) 連結子会社 
  連結子会社の数 38社 
  主要な連結子会社名は、「２.企
業集団の状況」に記載しているため
省略しております。 

  前連結会計年度において株式会社
ダイフクソフトウェア開発の連結子
会社でありました株式会社ダイフ
ク・アルベック・ソフトウェアは、
株式会社ダイフクソフトウェア開発
と合併、上海康泰克数字設備有限公
司は、上海康泰克電子技術有限公司
と合併し、また瀋陽康泰克電子技術

  有限公司及びCONTEC MICROELECTRON
  ICS EUROPE B.V.は、清算いたしま
したので、当連結会計年度に連結の
範囲から除外いたしました。 

  また、前連結会計年度において非
連結子会社でありました大福洗車設
備(上海)有限公司、台灣大福高科技
設備股份有限公司、江蘇大福日新自
動 輸 送 機 有 限 公 司 、 DAIFUKU 
CARWASH-MACHINE KOREA INC.、 

 P.T.DAIFUKU INDONESIA について
は、当連結会計年度より、連結子会
社に含めております。この結果、連
結子会社の数が差引き１社増加して
おります。 

 

 (2) 主要な非連結子会社の名称等 
主要な非連結子会社名 

  ・P.T. DAIFUKU INDONESIA 
  ・DAIFUKU CARWASH-MACHINE 
   KOREA INC. 
  ・DAIFUKU INDIA PRIVATE LTD. 

(新規設立) 
・大福洗車設備(上海)有限公司
(新規設立) 
・台灣大福高科技設備股份有限
公司(新規設立) 
・江蘇大福日新自動輸送機有限
公司(新規設立) 

 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 
主要な非連結子会社名 

  ・DAIFUKU INDIA PRIVATE LTD. 
   ・株式会社ダイフクキュービカ 
   エーエムエフ(新規取得) 
 

 (連結の範囲から除いた理由) 
  非連結子会社はいずれも小規模会
社であり、合計の総資産額、売上
高、当期純損益(持分に見合う額)及
び利益剰余金(持分に見合う額)等
は、いずれも連結財務諸表に重要な
影響を及ぼさないと判断されるの
で、連結の範囲から除外しておりま
す。 

(連結の範囲から除いた理由) 
同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

２ 持分法の適用に関する事
項 

  持分法を適用していない非連結子
会社６社及び関連会社３社は、連結
会社の当期純損益(持分に見合う額)
及び利益剰余金(持分に見合う額)等
に及ぼす影響が軽微であり、かつ、
全体として連結財務諸表に重要な影
響を及ぼさないと判断されるので持
分法は適用せず原価法により評価し
ております。 

  持分法を適用していない非連結子
会社２社及び関連会社２社は、連結
会社の当期純損益(持分に見合う額)
及び利益剰余金(持分に見合う額)等
に及ぼす影響が軽微であり、かつ、
全体として連結財務諸表に重要な影
響を及ぼさないと判断されるので持
分法は適用せず原価法により評価し
ております。 

   持分法を適用しない主要な非連結
子会社名 

  ・P.T. DAIFUKU INDONESIA 
  ・DAIFUKU CARWASH-MACHINE 
   KOREA INC. 

・ DAIFUKU INDIA PRIVATE LTD. 
(新規設立) 
・大福洗車設備(上海)有限公司
(新規設立) 
・台灣大福高科技設備股份有限公
司(新規設立) 
・江蘇大福日新自動輸送機有限公
司(新規設立) 

  持分法を適用しない主要な非連結
子会社名 
・DAIFUKU INDIA PRIVATE LTD.  
・株式会社ダイフクキュービカ 
 エーエムエフ(新規取得) 

   持分法を適用しない主要な関連会
社名 

  ・株式会社ルネス研究所 

  持分法を適用しない主要な関連会
社名 

  ・株式会社ルネス研究所 

３ 連結子会社の事業年度等
に関する事項 

 連結子会社のうち、 
DAIFUKU EUROPE LTD.、 
DAIFUKU CANADA INC.、 
DAIFUKU MECHATRONICS (SINGAPORE) 
PTE.LTD.、 
DAIFUKU-WIS TECHNOLOGIES PTE. LTD.、 

台灣大福物流科技股份有限公司 
DAIFUKU(MALAYSIA) SDN. BHD.、 
ATS CO., LTD.、 
CLEAN FACTOMATION, INC.、 
DAIFUKU(THAILAND) LTD.、 
CONTEC MICROELECTRONICS U.S.A. INC.、 

CONTEC MICROELECTRONICS EUROPE B.V.、 

MIMATS CO., LTD. 

大福自動化物流設備(上海)有限公司、
大福自動輸送機(天津)有限公司 
大福自動輸送機(広州)有限公司、 
北京康泰克電子技術有限公司、 
上海康泰克電子技術有限公司、 
上海康泰克数字設備有限公司、 
台湾康泰克股份有限公司、 
瀋陽康泰克電子技術有限公司 
の決算日は12月31日であり、連結財務
諸表の作成にあたっては12月31日現在
の財務諸表を使用しておりますが、連
結決算日との間に生じた重要な取引に
ついては、連結上必要な調整を行うこ
ととしております。 
 その他の連結子会社の決算日はいず
れも３月31日で連結決算日と一致して
おります。 

 連結子会社のうち、 
DAIFUKU EUROPE LTD.、 
DAIFUKU CANADA INC.、 
DAIFUKU MECHATRONICS (SINGAPORE) 
PTE.LTD.、 
DAIFUKU-WIS TECHNOLOGIES PTE. LTD.、 

台灣大福物流科技股份有限公司、 
DAIFUKU(MALAYSIA) SDN. BHD.、 
ATS CO., LTD.、 
CLEAN FACTOMATION, INC.、 
DAIFUKU(THAILAND) LTD.、 
CONTEC MICROELECTRONICS U.S.A. INC.、 

MIMATS CO., LTD.、 
DAIFUKU CARWASH-MACHINE KOREA INC.、 
P.T.DAIFUKU INDOESIA、 
大福自動化物流設備(上海)有限公司、
大福自動輸送機(天津)有限公司、 
大福自動輸送機(広州)有限公司、 
大福洗車設備(上海)有限公司、 
台灣大福高科技設備股份有限公司、 
江蘇大福日新自動輸送機有限公司、 
北京康泰克電子技術有限公司、 
上海康泰克電子技術有限公司、 
台湾康泰克股份有限公司 
の決算日は12月31日であり、連結財務
諸表の作成にあたっては12月31日現在
の財務諸表を使用しておりますが、連
結決算日との間に生じた重要な取引に
ついては、連結上必要な調整を行うこ
ととしております。 
 その他の連結子会社の決算日はいず
れも３月31日で連結決算日と一致して
おります。 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

４ 会計処理基準に関する事

項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法 

 ① 有価証券 

 イ 子会社株式及び関連会社株式 

   …移動平均法による原価法 

 ロ その他有価証券 

   時価のあるもの 

   …期末日の市場価格等に基づく

時価法(評価差額は全部資本

直入法により処理し売却原価

は移動平均法により算定) 

   時価のないもの 

   …移動平均法による原価法 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法 

 ① 有価証券 

 イ 子会社株式及び関連会社株式 

   …同左 

 ロ その他有価証券 

   時価のあるもの 

   …期末日の市場価格等に基づく

時価法(評価差額は全部純資

産直入法により処理し売却原

価は移動平均法により算定) 

   時価のないもの 

    …同左  

  ② デリバティブ 

    …時価法 

 ② デリバティブ 

    …同左 

  ③ 棚卸資産 

  イ 製品・仕掛品 

    物流器具 

    …主として移動平均法による

低価法 

    上記以外のもの 

    …主として個別法による低価

法 

 ③ 棚卸資産 

  イ 製品・仕掛品 

    物流器具 

    …同左 

     

    上記以外のもの 

    …同左 

   ロ 原材料 

    …主として移動平均法による

低価法 

  ロ 原材料 

    …同左 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法 

 ① 有形固定資産 

   当社及び国内連結子会社は、主

として定率法を採用し、在外連結

子会社は主として定額法を採用し

ております。但し、当社及び国内

連結子会社が平成10年４月１日以

降取得した建物(建物附属設備を

除く)については、定額法によっ

ております。 

   なお、当社及び国内連結子会社

は、耐用年数及び残存価額につい

ては、法人税法に規定する方法と

同一の基準によっております。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法 

 ① 有形固定資産 

同左 

  ② 営業権 

   当社及び国内の連結子会社が計

上している営業権の償却は５年の

定額法によっております。 

 ② のれん 

   当社及び連結子会社が計上して

いるのれんの償却は５年から15年

の定額法によっております。 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備え

るため、当社及び国内連結子会社

は、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性

を検討し、回収不能見込額を計上

しております。在外連結子会社に

ついては、主として特定の債権に

ついて、その回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上してお

ります。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 

同左 

  ② 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。過去

勤務債務については、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（５年）による按分

額を処理することとしておりま

す。 

数理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年

数(５年)による定額法により、そ

れぞれ発生の翌連結会計年度から

処理することとしております。 

 ② 退職給付引当金 

同左 

 

  ③ 役員退職慰労引当金 

当社及び国内連結子会社１社

は、役員の退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく連結会計

年度末要支給額を計上しておりま

す。 

 ③ 役員退職慰労引当金 

――― 

  (追加情報) 

当社及び国内連結子会社１社

は、従来、役員の退職慰労金の支

給に備えるため、内規に基づく要

支給額を役員退職慰労引当金とし

て計上しておりましたが、平成18

年６月開催の定時株主総会におい

て、役員退職慰労金制度の廃止を

決議しました。 

役員退職慰労金制度の廃止に伴

い、役員退職慰労引当金761百万

円を取崩し、長期未払金に計上し

ております。 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本

邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、決算日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。なお、在外連結子会

社等の資産及び負債は、決算日の

直物為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均相場

により円貨に換算し、換算差額は

少数株主持分及び資本の部におけ

る為替換算調整勘定に含めており

ます。 

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本

邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、決算日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。なお、在外連結子会

社等の資産及び負債は、決算日の

直物為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均相場

により円貨に換算し、換算差額は

純資産の部における少数株主持分

及び為替換算調整勘定に含めてお

ります。 

 (5) 重要なリース取引の処理方法 

当社及び国内連結子会社は、リー

ス物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっており、在外連結子会社

については、主として通常の売買取

引に準じた会計処理によっておりま

す。 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

 (6) 重要なヘッジ会計の方法 

 ① ヘッジ会計の方法 

主として繰延ヘッジ処理を採用

しております。なお、金利スワッ

プについては特例処理の要件を充

たしている場合は特例処理を採用

しております。 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

 ① ヘッジ会計の方法 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

当連結会計年度にヘッジ会計を

適用したヘッジ手段とヘッジ対象

は以下の通りであります。 

ヘッジ手段 ヘッジ対象 

先物為替予約 外貨建債権債務

及び外貨建予定

取引 

金利スワップ 借入金 
 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

 

   

   

   
 

  ③ ヘッジ方針 

主として当社の内部規定に基づ

き、為替変動リスク及び金利変動

リスクをヘッジしております。 

 ③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段及びヘッジ対象につ

いて、毎決算期末に、個別取引毎

のヘッジ効果を検証しております

が、ヘッジ対象の資産又は負債と

デリバティブ取引について、元

本・利率・期間等の条件が同一の

場合は、ヘッジ効果が極めて高い

ことから本検証を省略しておりま

す。 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

  ⑤ その他リスク管理方法のうちヘ

ッジ会計に係るもの 

ヘッジ手段の執行・管理につい

ては、取引権限及び取引限度等を

定めた社内ルールに従い、資金担

当部門が決済担当者の承認を得て

行っております。 

 ⑤ その他リスク管理方法のうちヘ

ッジ会計に係るもの 

同左 

 (7) 消費税等の会計処理方法 

税抜方式によっております。 

(7) 消費税等の会計処理方法 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。 

同左 

６ 連結調整勘定の償却に関

する事項 

 15年間の均等償却を行っておりま

す。 

――― 

７ 利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会計年度

中に確定した利益処分に基づいて作成

しております。 

――― 

８ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)は、手

許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ヵ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっておりま

す。 

同左 

 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審

議会 平成14年８月９日))及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成15年

10月31日 企業会計基準適用指針第６号)を当連結会計

年度から適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

――― 

 

――― (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 

当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」(企業会計基準第５号 平成17年

12月９日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日)を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は、77,286百万

円であります。 

なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年

度における連結貸借対照表の純資産の部については、改

正後の連結財務諸表規則により作成しております。 



ファイル名ファイル名 
 

株式会社ダイフク（6383） 平成19年３月期決算短信 
 

― 26 ― 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

――― (役員賞与に関する会計基準) 

 当連結会計年度より「役員賞与に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 企業会計基準第４号 平成17年11

月29日)を適用しております。 

 これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益は、それぞれ242百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記

載しております。 

 

追加情報 

 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

（退職給付会計) 
当社及び一部の国内連結子会社は、確定拠出年金法
の施行に伴い、平成17年４月に退職一時金制度の一部
について確定拠出年金制度へ移行し、「退職給付制度
間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指
針第１号）を適用しております。 
なお本移行に伴う影響額は、特別利益として865百
万円計上されております。   

――― 
 
 

 

表示方法の変更 

 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

――― 
 

(連結貸借対照表関係) 

 前連結会計年度における「営業権」および「連結調整

勘定」は、当連結会計年度より「のれん」として表示し

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ける「連結調整勘定償却額」は、

当連結会計年度より「のれん償却額」として表示してお

ります。 
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

 

前連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は37,096百万円で

あります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は36,449百万円で

あります。 

 ２ 偶発債務 

  (1) 従業員の銀行借入金(住宅資金)に対する保証債

務 

55百万円

  (2) 株式会社アイ・ケイ・エスの銀行借入金に対す

る経営指導念書差入れ 

120百万円

  (3) DAIFUKU CARWASH-MACHINE KOREA INC.の銀行借

入金に対する保証予約 

180百万円

 ２ 偶発債務 

  (1) 従業員の銀行借入金(住宅資金)に対する保証債

務 

42百万円

  (2) 株式会社アイ・ケイ・エスの銀行借入金に対す

る経営指導念書差入れ 

113百万円

   

※３ 非連結子会社及び関連会社に係る注記 

   各科目に含まれている非連結子会社及び関連会社

に対するものは次のとおりであります。 

投資有価証券 849百万円

投資その他の資産 

その他(出資金) 
1,000 

 

※３ 非連結子会社及び関連会社に係る注記 

   各科目に含まれている非連結子会社及び関連会社

に対するものは次のとおりであります。 

投資有価証券 606百万円

  
 

※４ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産 

建物 149百万円

土地 

その他 

200 

50 

合計 399 

   担保付対応債務 

短期借入金 79百万円

長期借入金 128 

合計 208 
 

※４ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産 

建物 135百万円

土地 

その他 

200 

51 

合計 387 

   担保付対応債務 

短期借入金 119百万円

長期借入金 56 

合計 175 
 

※５ 自己株式の保有数 

   当社が保有する自己株式の数は、普通株式

400,683株であります。 

   なお、当社の発行済株式総数は、普通株式

113,670,721株であります。 

※５         ――― 

 

※６         ――― 

 

※６ 期末日満期手形 

   当連結会計年度末日の満期手形の会計処理につい

ては、手形交換日をもって決済処理をしておりま

す。 

   なお、当連結会計年度末日は金融機関の休日であ

ったため、次の満期手形が当連結会計年度末日残高

に含まれております。 

   受取手形             492百万円
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(連結損益計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

  (1) 販売費 

販売手数料 425百万円

広告宣伝費 235 

給与及び賞与 5,751 

退職給付引当金繰入額 323 

福利厚生費 1,095 

旅費交通費 1,367 

賃借料 569 

減価償却費 134 
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

  (1) 販売費 

販売手数料 590百万円

広告宣伝費 235 

給与及び賞与 6,281 

退職給付引当金繰入額 3 

福利厚生費 1,204 

旅費交通費 1,602 

賃借料 557 

減価償却費 99 
 

  (2) 一般管理費 

役員報酬 807百万円

給与及び賞与 2,871 

退職給付引当金繰入額 186 

役員退職慰労引当金繰入額 111 

福利厚生費 324 

研究開発費 2,235 

減価償却費 720 
 

  (2) 一般管理費 

役員報酬 1,255百万円

給与及び賞与 3,765 

退職給付引当金繰入額 1 

役員退職慰労引当金繰入額 209 

福利厚生費 404 

研究開発費 2,417 

減価償却費 1,076 
 

※２ 研究開発費の総額 

    一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費 

7,629百万円

※２ 研究開発費の総額 

    一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費 

7,564百万円

※３ 固定資産除却損の主な内訳は次のとおりでありま

す。 

建物及び構築物 410百万円

機械装置及び運搬具 163 

工具器具及び備品 30 

その他撤去費用等 15 
 

※３ 固定資産除却損の主な内訳は次のとおりでありま

す。 

建物及び構築物 39百万円

機械装置及び運搬具 137 

工具器具及び備品 25 

その他撤去費用等 248 
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(千株) 113,670 0 ― 113,671
 
  (注) 普通株式の増加は、転換社債型新株予約付社債の行使による株式の交付（773株）によるものであります。 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 400,683 40,330 3,975 437,038
 
(注) １ 普通株式の自己株式の増加40,330株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

２ 普通株式の自己株式の減少3,975株は、単元未満株主への単元未満株式の売渡しによるものであります。 

 

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年6月29日 
定時株主総会 

普通株式 2,038 18 平成18年３月31日 平成18年６月30日

平成18年11月16日 
取締役会 

普通株式 1,132 10 平成18年９月30日 平成18年12月12日

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 

平成19年５月17日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 1,698 15 平成19年３月31日 平成19年６月29日

 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

(平成18年３月31日)

現金及び預金勘定 29,860百万円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △9 

現金及び現金同等物 29,851 
 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

(平成19年３月31日)

現金及び預金勘定 19,980百万円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △10 

現金及び現金同等物 19,969 
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(セグメント情報) 

事業の種類別セグメント情報 

最近２連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次の通りであります。 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 

 
物流システム
(百万円) 

電子機器 
(百万円) 

その他 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

 売上高   

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

174,405 13,285 11,119 198,810 ― 198,810

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

97 9,154 2,837 12,089 (   12,089) ―

計 174,503 22,440 13,956 210,900 (   12,089) 198,810

 営業費用 154,779 21,408 12,794 188,982 (   6,689) 182,293

 営業利益 19,723 1,031 1,162 21,917 (   5,399) 16,517

Ⅱ 資産、減価償却費 
及び資本的支出 

  

(1) 資産 118,013 14,340 6,555 138,909 43,080 181,989

(2) 減価償却費 1,124 165 54 1,344 926 2,271

(3) 資本的支出 3,873 547 55 4,476 758 5,235

(注) １ 事業区分は、製品の機能別種類により区分しております。 

２ 各事業の主な製品 

物流システム： コンベヤ、モノレール、無人搬送車、立体自動倉庫、ラック、ボックスパレット

電子機器 ： ＰＣボード類 

その他 ： 洗車機、車椅子用リアリフト 

３ 営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社の総務・人

事部門、財務部門、企画調整部門に係る費用であります。 

前連結会計年度 5,399百万円

４ 資産のうち、「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金(現金

及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

前連結会計年度 45,000百万円

 



ファイル名ファイル名 
 

株式会社ダイフク（6383） 平成19年３月期決算短信 
 

― 31 ― 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 

 
物流システム
(百万円) 

電子機器 
(百万円) 

その他 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

 売上高   

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

209,155 11,547 12,000 232,703 ― 232,703

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

134 12,165 3,353 15,653 (   15,653) ―

計 209,290 23,712 15,353 248,356 (  15,653) 232,703

 営業費用 185,352 22,744 14,677 222,773 (   8,906) 213,867

 営業利益 23,938 967 676 25,582 (   6,746) 18,836

Ⅱ 資産、減価償却費 
及び資本的支出 

  

(1) 資産 135,101 15,378 11,718 162,198 32,816 195,015

(2) 減価償却費 1,776 191 59 2,026 859 2,885

(3) 資本的支出 5,699 356 485 6,541 1,739 8,280

(注) １ 事業区分は、製品の機能別種類により区分しております。 

２ 各事業の主な製品 

物流システム： コンベヤ、モノレール、無人搬送車、立体自動倉庫、ラック、ボックスパレット

電子機器 ： ＰＣボード類 

その他 ： 洗車機、車いす用リヤリフト、ボウリング場向け関連商品 

３ 営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社の総務・人

事部門、財務部門、企画調整部門に係る費用であります。 

当連結会計年度 6,746百万円

４ 資産のうち、「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金(現金

及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

当連結会計年度 36,045百万円

５ 会計処理の変更 

   「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より役

員賞与は、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第４号 平成17年11月

29日）を適用しております。 

   この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業費用は物流システム事業

において50百万円、その他事業において17百万円、消去または全社の項目において174百万円増加し、

営業利益はそれぞれ同額減少しております。 
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所在地別セグメント情報 

最近２連結会計年度の所在地別セグメント情報は次の通りであります。 

  前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 
 

在外 

 
国内 

(百万円) 北米 
(百万円)

アジア
(百万円)

その他
(百万円)

小計 
(百万円)

計 

(百万円) 

消去又は 
全社 
(百万円) 

連結 

(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益    

 売上高    

(1) 外部顧客に 
  対する売上高 

153,198 20,965 21,258 3,388 45,612 198,810 ― 198,810

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

14,238 1,204 4,614 311 6,131 20,369  (20,369) ―

計 167,436 22,170 25,873 3,700 51,744 219,180  (20,369) 198,810

 営業費用 148,839 21,259 23,390 3,774 48,423 197,263  (14,969) 182,293

 営業利益又は 
 営業損失（△） 

18,596 910 2,483 △73 3,320 21,917 ( 5,399) 16,517

Ⅱ 資産 118,608 11,980 16,304 3,563 31,848 150,457   31,532 181,989

(注) １ 国又は地域の区分は地域的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………アメリカ・カナダ 

(2) アジア……シンガポール・マレーシア・タイ・台湾・韓国・中国 

(3) その他……イギリス 

３ 「消去又は全社」の項目に含めた金額及び主な内容は、事業の種類別セグメント情報の(注)３及び(注)

４と同一であります。 

４ 所在地区分の表示変更について 

 前連結会計年度まで「在外その他」に含めておりましたアジア地域の売上高は、当該セグメントの重要

性が高まったことにより、当期より「在外アジア」として区分表示しております。 

 なお、前連結会計年度において「在外その他」に含まれる「在外アジア」の金額は以下のとおりであり

ます。 

(前連結会計年度) 

売上高   14,530百万円（うち外部顧客に対する売上高9,493百万円） 

営業費用   13,045百万円 

営業利益   1,485百万円 

資産    10,107百万円 
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当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 
 

在外 

 
国内 

(百万円) 北米 
(百万円)

アジア
(百万円)

その他
(百万円)

小計 
(百万円)

計 

(百万円) 

消去又は 
全社 
(百万円) 

連結 

(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益    

 売上高    

(1) 外部顧客に 
  対する売上高 

174,565 17,845 33,990 6,302 58,138 232,703 ― 232,703

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

15,968 492 7,160 254 7,908 23,877  (23,877) ―

計 190,533 18,338 41,151 6,557 66,047 256,581  (23,877) 232,703

 営業費用 169,628 17,825 37,079 6,464 61,369 230,998  (17,131) 213,867

 営業利益 20,905 512 4,072 92 4,677 25,582  (6,746) 18,836

Ⅱ 資産 132,084 11,659 28,641 1,909 42,210 174,294 20,720 195,015

(注) １ 国又は地域の区分は地域的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米………アメリカ・カナダ 

(2) アジア……シンガポール・マレーシア・タイ・台湾・韓国・中国 

(3) その他……イギリス 

３ 「消去又は全社」の項目に含めた金額及び主な内容は、事業の種類別セグメント情報の(注)３及び(注)

４と同一であります。 

４ 会計処理の変更 

   「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より役

員賞与は、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第４号 平成17年11月

29日）を適用しております。 

   この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業費用は国内において67百

万円、消去または全社の項目において174百万円増加し、営業利益はそれぞれ同額減少しております。 
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海外売上高 

最近２連結会計年度の海外売上高は、次の通りであります。 

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 
 

 北米(百万円) アジア(百万円) その他(百万円) 計(百万円) 

Ⅰ 海外売上高 19,717 54,850 8,198 82,766

Ⅱ 連結売上高 ― ― ― 198,810

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

9.9 27.6 4.1 41.6

(注) １ 国又は地域の区分は地域的近接度によっております。 
２ 各区分に属する主な国又は地域 
(1) 北米………アメリカ・カナダ 
(2) アジア……シンガポール・マレーシア・タイ・台湾・韓国・中国 
(3) その他……イギリス・アイルランド・スウェーデン 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 
 

 北米(百万円) アジア(百万円) その他(百万円) 計(百万円) 

Ⅰ 海外売上高 15,985 75,330 12,305 103,622

Ⅱ 連結売上高 ― ― ― 232,703

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

6.9 32.4 5.3 44.5

(注) １ 国又は地域の区分は地域的近接度によっております。 
２ 各区分に属する主な国又は地域 
(1) 北米………アメリカ・カナダ 
(2) アジア……シンガポール・インドネシア・タイ・台湾・韓国・中国 
(3) その他……イギリス・スペイン・ロシア・スウェーデン 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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(１株当たり情報) 
 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 608円12銭
 

１株当たり純資産額 682円01銭
 

１株当たり当期純利益金額 92円20銭
 

１株当たり当期純利益金額 100円50銭
 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

91円97銭
 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

98円82銭
 

(注) 算定上の基礎 
１ 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。 

 
前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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) 10,252 11,382 

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― 

(うち利益処分による役員賞与金(百万円)) （―） （―）

普通株式に係る当期純利益(百万円) 10,252 11,382 

普通株式の期中平均株式数(千株) 111,201 113,253 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額（百万円） 

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) 275 1,933 

(うち転換社債型新株予約権付社債（千株）) （275） （1,933）

 
２ 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。 

 
前連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

純資産の部の合計額(百万円) ― 80,717 

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) ― 3,490 

 (うち少数株主持分) （―） （3,490）

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) ― 77,226 

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) 

― 113,234 

 

(開示の省略) 

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付及び

企業結合等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えら

れるため開示を省略しております。 
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（１） 生 産 実 績

百万円 ％ 百万円 ％

173,189 85.2 188,354 85.8

23,132 11.4 23,912 10.9

6,942 3.4 7,151 3.3

203,264 100.0 219,418 100.0

　　(注)　１．金額は販売価格によっております。

　　　　  ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（２） 受 注 状 況

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

196,049 88.6 214,054 90.6 108,484 97.3

13,825 6.3 10,519 4.5 1,972 1.8

11,259 5.1 11,673 4.9 991 0.9

221,133 100.0 236,246 100.0 111,448 100.0

（３） 販 売 実 績

百万円 ％ 百万円 ％

174,405 87.7 209,155 89.8

13,285 6.7 11,547 5.0

11,119 5.6 12,000 5.2

198,810 100.0 232,703 100.0

　　(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

合 計

合 計

物 流 シ ス テ ム

電 子 機 器

そ の 他

事 業 の 種 類 別
セグメントの名称

生 産、受 注 及 び 販 売 の 状 況

金　　額 構成比

受 注 残 高受　　　　　注　　　　　高

平成１９年３月期

平成19年3月31日現在( ))
金　　額 構成比 金　　額 構成比

平成１８年３月期 平成１９年３月期

( 平成17年4月 1日から ) (平成18年4月 1日から平成18年3月31日まで 平成19年3月31日まで

平成１９年３月期
平成17年4月 1日から
平成18年3月31日まで

平成18年4月 1日から
平成19年3月31日まで) ( )

構成比 構成比

物 流 シ ス テ ム

電 子 機 器

そ の 他

(
金　　額 金　　額

平成１８年３月期

事 業 の 種 類 別
セグメントの名称

事 業 の 種 類 別
セグメントの名称

物 流 シ ス テ ム

電 子 機 器

そ の 他

合 計

平成１９年３月期

( 平成17年4月 1日から ) (平成18年4月 1日から
平成１８年３月期

)平成18年3月31日まで 平成19年3月31日まで

金　　額 構成比 金　　額 構成比

－ 36 －
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  個別財務諸表等 

  財務諸表 

① 貸借対照表 
 

  
第90期 

(平成18年３月31日) 
第91期 

(平成19年３月31日) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  18,306 8,617   △9,688

２ 受取手形 
※５ 
※７ 

4,308 3,081   △1,227

３ 売掛金 ※５ 34,528 41,850   7,322

４ 製品  275 332   56

５ 原材料  2,634 3,622   988

６ 仕掛品  35,244 37,956   2,711

７ 前払費用  208 233   24

８ 繰延税金資産  2,591 2,849   258

９ 短期貸付金  23 20   △3

10 関係会社短期貸付金  1,325 716   △608

11 未収入金 ※５ 1,033 1,152   118

12 その他  479 323   △155

貸倒引当金  △8 △4   3

流動資産合計  100,951 67.9 100,752 66.8  △199

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物  10,735 11,919   1,183

(2) 構築物  1,366 1,505   139

(3) 機械及び装置  2,000 2,832   831

(4) 車両及び運搬具  10 8   △2

(5) 工具器具及び備品  857 840   △16

(6) 土地  6,747 8,635   1,887

(7) 建設仮勘定  1,006 446   △560

有形固定資産合計 ※１ 22,725 15.3 26,188 17.3  3,462

２ 無形固定資産    

(1) ソフトウェア  813 839   25

(2) 施設利用権  4 3   △1

(3) その他  81 41   △40

無形固定資産合計  900 0.6 884 0.6  △15
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第90期 

(平成18年３月31日) 
第91期 

(平成19年３月31日) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  5,632 4,392   △1,240

(2) 関係会社株式  13,132 12,051   △1,080

(3) 関係会社出資金  1,167 1,167   ―

(4) 長期貸付金  135 129   △5

(5) 従業員長期貸付金  54 38   △16

(6) 関係会社長期 
  貸付金 

 280 265   △15

(7) 破産債権・ 
  更生債権その他 
  これらに準ずる 
  債権 

 1 7   5

(8) 長期前払費用  82 1,235   1,153

(9) 繰延税金資産  4,301 3,407   △894

(10) 敷金保証金  538 474   △63

(11) その他  1,018 1,108   90

投資損失引当金  △1,966 △910   1,056

貸倒引当金  △361 △325   35

投資その他の資産
合計 

 24,015 16.2 23,041 15.3  △974

固定資産合計  47,641 32.1 50,113 33.2  2,472

資産合計  148,593 100.0 150,866 100.0  2,273

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形 ※５ 3,318 3,109   △208

２ 買掛金 ※５ 26,293 30,899   4,606

３ 一年以内に返済予定
  の長期借入金 

 10,000 4,000   △6,000

４ 一年以内に償還予定
  の社債 

 ― 3,000   3,000

５ 未払金  1,783 1,902   119

６ 未払費用 ※５ 3,866 4,506   639

７ 未払法人税等  2,358 2,241   △117

８ 前受金 ※５ 11,911 9,225   △2,685

９ 設備関係支払手形  1,894 397   △1,497

10 その他  291 292   1

流動負債合計  61,717 41.6 59,575 39.5  △2,142

Ⅱ 固定負債    

１ 社債  7,000 4,000   △3,000

２ 新株予約権付社債  5,000 4,998   △2

３ 長期借入金  7,000 13,000   6,000

４ 長期未払金  2,456 2,168   △288

５ 退職給付引当金  3,515 1,776   △1,739

６ 役員退職慰労引当金  497 ―   △497

７ その他  5 5   ―

固定負債合計  25,475 17.1 25,948 17.2  472

負債合計  87,193 58.7 85,523 56.7  △1,670
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第90期 

(平成18年３月31日) 
第91期 

(平成19年３月31日) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※２ 8,023 5.4 ― ―  △8,023

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  2,005 ―  △2,005 

２ その他資本剰余金    

(1)資本準備金減少差益  3,005 ―  △3,005 

 (2)自己株式処分差益  4,011 ―  △4,011 

その他資本剰余金合計  7,017 ―  △7,017 

資本剰余金合計  9,022 6.1 ― ―  △9,022

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  112 ―  △112 

２ 任意積立金    

(1) 配当準備積立金  7,000 ―  △7,000 

(2) 固定資産圧縮積立金  200 ―  △200 

(3) 別途積立金  25,000 ―  △25,000 

  任意積立金合計  32,200 ―  △32,200 

３ 当期未処分利益  11,016 ―  △11,016 

利益剰余金合計  43,329 29.1 ― ―  △43,329

Ⅳ その他有価証券評価 
  差額金 

 1,196 0.8 ― ―  △1,196

Ⅴ 自己株式 ※３ △172 △0.1 ― ―  172

資本合計  61,399 41.3 ― ―  △61,399

負債及び資本合計  148,593 100.0 ― ―  △148,593
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第90期 

(平成18年３月31日) 
第91期 

(平成19年３月31日) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  ― ― 8,024 5.3  8,024

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  ― 2,006   2,006

(2) その他資本剰余金  ― 7,021   7,021

資本剰余金合計  ― ― 9,028 6.0  9,028

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  ― 112   112

(2) その他利益剰余金    

  配当準備積立金  ― 7,000  7,000 

  固定資産圧縮積立金  ― 422  422 

  別途積立金  ― 30,000  30,000 

  繰越利益剰余金  ― ― 10,332 47,755  10,332 47,755

利益剰余金合計  ― ― 47,867 31.8  47,867

４ 自己株式  ― ― △240 △0.2  △240

株主資本合計  ― ― 64,679 42.9  64,679

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評価
  差額金 

 ― 726   726

２ 繰延ヘッジ損益  ― △63   △63

評価・換算差額等合
計 

 ― ― 662 0.4  662

純資産合計  ― ― 65,342 43.3  65,342

負債及び純資産合計  ― ― 150,866 100.0  150,866
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② 損益計算書 

 

  
第90期 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

第91期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

金額(百万円) 

Ⅰ 売上高  150,881 100.0 171,758 100.0  20,876

Ⅱ 売上原価    

１ 期首製品棚卸高  211 275  64 

２ 当期製品製造原価 
※１ 
※２ 

125,579 144,174  18,594 

合計  125,790 144,449  18,659 

３ 期末製品棚卸高  275 125,514 83.2 332 144,117 83.9 56 18,602

売上総利益  25,366 16.8 27,641 16.1  2,274

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 販売費 
※２ 
※３ 

7,817 8,300  483 

２ 一般管理費 
※１ 
※２ 
※３ 

5,796 13,613 9.0 7,291 15,592 9.1 1,495 1,978

営業利益  11,753 7.8 12,048 7.0  295

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息 ※２ 63 52  △10 

２ 受取配当金 ※２ 300 320  20 

３ その他  93 457 0.3 69 442 0.3 △24 △14

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  449 291  △157 

２ 社債利息  31 34  2 

３ 材料廃却損  83 ―  △83 

４ 為替差損  61 141  79 

５ その他  97 724 0.5 170 638 0.4 72 △86

経常利益  11,486 7.6 11,853 6.9  367
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第90期 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

第91期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比 
(％) 

金額(百万円) 

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益 ※５ ― 612  612 

２ 投資有価証券売却益  390 117  △273 

３ 退職一時金制度一部
  終了益 

 848 ―  △848 

４ 関係会社株式売却益  10 799  788 

５ その他  22 1,272 0.8 14 1,543 0.9 △8 271

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産売却損  8 38  30 

２ 固定資産除却損 ※４ 614 412  △201 

３ 投資損失引当金 
  繰入額 

 262 ―  △262 

４ 関係会社株式評価損  64 ―  △64 

５ その他  10 958 0.6 ― 450 0.3 △10 △507

税引前当期純利益  11,800 7.8 12,946 7.5  1,146

法人税、住民税 
及び事業税 

 4,573 4,230  △343 

法人税等調整額  645 5,219 3.4 1,006 5,237 3.0 360 17

当期純利益  6,580 4.4 7,709 4.5  1,128

前期繰越利益  4,436 ―   △4,436

当期未処分利益  11,016 ―   △11,016
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製造原価明細書 

 

  
第90期 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

第91期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 

Ⅰ 原材料費  42,844 31.2 45,227 30.3 2,383

Ⅱ 労務費  14,309 10.4 14,051 9.4 △258

Ⅲ 経費  80,362 58.4 89,995 60.3 9,632

(外注費)  (57,918) (42.1) (65,248) (43.7) 7,330

(減価償却費)  (1,100) (0.8) (1,189) (0.8) 88

(その他)  (21,343) (15.5) (23,557) (15.8) 2,213

当期製造費用  137,517 100.0 149,275 100.0 11,757

期首仕掛品棚卸高  25,691 35,244  9,552

合計  163,209 184,519  21,310

期末仕掛品棚卸高  35,244 37,956  2,711

他勘定への振替高 ※１ 2,385 2,389  3

当期製品製造原価  125,579 144,174  18,594

 

(脚注) 

 

第90期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

第91期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 他勘定への振替高は次のとおりであります。 

原材料 732百万円

有形固定資産 189 

販売費及び一般管理費 1,444 

営業外費用 7 

特別損失 12 

合計 2,385 
 

※１ 他勘定への振替高は次のとおりであります。 

原材料 731百万円

有形固定資産 74 

販売費及び一般管理費 1,600 

営業外費用 15 

特別損失 △31 

合計 2,389 
 

 原価計算の方法は、物流器具については総合原価計

算、それ以外の製品については個別原価計算を行ってお

ります。 

同左 
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③ 利益処分計算書 

 

  
第90期 

株主総会承認年月日 
(平成18年６月29日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 

（当期未処分利益の処分）   

Ⅰ 当期未処分利益  11,016 

Ⅱ 任意積立金取崩高   

固定資産圧縮積立金 
取崩額 

 12 

合計  11,029 

Ⅲ 利益処分額   

配当金  2,038 

別途積立金  5,000 

Ⅳ 次期繰越利益  3,990 
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④ 株主資本等変動計算書 

第91期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)                   (単位：百万円) 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金  
資本金 資本 

準備金 

その他

資本 

剰余金

資本剰

余金 

合計 

利益  

準備金
配当 

準備 

積立金

固定資

産圧縮

積立金

別途 

積立金

繰越 

利益 

剰余金 

利益 

剰余金

合計 

自己

株式

株主 

資本 

合計 

平成18年３月31日残高 8,023 2,005 7,017 9,022 112 7,000 200 25,000 11,016 43,329 △172 60,203

事業年度中の変動額     

 新株の発行 1 0 0   2

 剰余金の配当   △3,171 △3,171 △3,171

 当期純利益   7,709 7,709 7,709

 別途積立金の積立   5,000 △5,000 ― ―

 圧縮積立金の積立   246 △246 ― ―

 圧縮積立金の取崩   △24 24 ― ―

 自己株式の取得     △69 △69

 自己株式の処分   4 4   1 6

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額 

 (純額) 
    

事業年度中の変動額合計 1 0 4 5 222 5,000 △684 4,537 △67 4,476

平成19年３月31日残高 8,024 2,006 7,021 9,028 112 7,000 422 30,000 10,332 47,867 △240 64,679

 

評価・換算差額等 

 
その他

有価証

券評価

差額金 

繰延 

ヘッジ

損益 

評価・

換算

差額等

合計

純資産

合計 

平成18年３月31日残高 1,196 ― 1,196 61,399

事業年度中の変動額   

 新株の発行   2

 剰余金の配当   △3,171

 当期純利益   7,709

 別途積立金の積立   ―

 圧縮積立金の積立   ―

 圧縮積立金の取崩   ―

 自己株式の取得   △69

 自己株式の処分   6

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額 
 (純額) 

△470 △63 △533 △533

事業年度中の変動額合計 △470 △63 △533 3,943

平成19年３月31日残高 726 △63 662 65,342
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重要な会計方針 

 

項目 
第90期 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

第91期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

  …移動平均法による原価法 

(2) その他有価証券 

  ① 時価のあるもの 

    …期末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部

資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定） 

  ② 時価のないもの 

    …移動平均法による原価法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

  …同左 

(2) その他有価証券 

  ① 時価のあるもの 

    …期末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定） 

  ② 時価のないもの 

    …同左 

２ デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

時価法 同左 

３ 棚卸資産の評価基準及び

評価方法 

(1) 製品・仕掛品 

  物流器具 

  …移動平均法による低価法 

  上記以外のもの 

  …個別法による低価法 

(2) 原材料 

  …移動平均法による低価法 

(1) 製品・仕掛品 

  物流器具 

  …同左 

  上記以外のもの 

  …同左 

(2) 原材料 

  …同左 

４ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

  定率法(ただし、平成10年４月１

日以降取得した建物(建物附属設備

を除く)については、定額法)によっ

ております。 

  なお、耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法に規定する方法と

同一の基準によっております。 

(1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

  自社利用のソフトウェア 

  …社内における利用可能期間(５

年)に基づく定額法 

  上記以外のもの 

  …定額法 

(2) 無形固定資産 

  自社利用のソフトウェア 

  …同左 

 

  上記以外のもの 

  …同左 

 (3) 長期前払費用 

  …定額法 

(3) 長期前払費用 

  …同左 

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上してお

ります。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

５ 引当金の計上基準 

(2) 投資損失引当金 

関係会社等への投資に対する損失

に備えるため、財政状態等を勘案し

て必要額を計上しております。 

(2) 投資損失引当金 

同左 
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項目 
第90期 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

第91期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 (3) 退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるため、
当事業年度末における退職給付債務
及び年金資産の見込額に基づき計上
しております。 
過去勤務債務については、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以
内の一定の年数（５年）による按分
額を処理することとしております。
数理計算上の差異は、各事業年度
の発生時における従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数(５年)に
よる定額法により、それぞれ発生の
翌事業年度から処理することとして
おります。 

(3) 退職給付引当金 
同左 

 (4) 役員退職慰労引当金 
役員の退職慰労金の支給に備える
ため、内規に基づく期末要支給額を
計上しております。 

(4) 役員退職慰労引当金 
――― 

  (追加情報) 
 当社は従来、役員の退職慰労金の
支給に備えるため、内規に基づく要
支給額を役員退職慰労引当金として
計上しておりましたが、平成18年６
月開催の定時株主総会において、役
員退職慰労金制度の廃止を決議しま
した。 
 役員退職慰労金制度の廃止に伴
い、役員退職慰労引当金598百万円
を取崩し、長期未払金に計上してお
ります。 

６ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転す
ると認められるもの以外のファイナン
ス・リース取引については、通常の賃
貸借取引に係る方法に準じた会計処理
によっております。 

同左 

７ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 
主として繰延ヘッジ処理を採用
しております。なお、金利スワッ
プについては特例処理の要件を充
たしている場合は特例処理を採用
しております。 

(1) ヘッジ会計の方法 
同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
   当事業年度にヘッジ会計を適用
したヘッジ手段とヘッジ対象は以
下の通りであります。 
ヘッジ手段 ヘッジ対象 

為替予約 外貨建債権債務
及び外貨建予定
取引 

金利スワップ 借入金 
 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

 (3) ヘッジ方針 
主として当社の内部規定に基づ
き、為替変動リスク及び金利変動
リスクをヘッジしております。 

(3) ヘッジ方針 

同左 
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項目 
第90期 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

第91期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段及びヘッジ対象につ

いて、毎決算期末に、個別取引毎

のヘッジ効果を検証しております

が、ヘッジ対象の資産又は負債と

デリバティブ取引について、元

本・利率・期間等の条件が同一の

場合は、ヘッジ効果が極めて高い

ことから本検証を省略しておりま

す。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 (5) その他リスク管理方法のうちヘ

ッジ会計に係るもの 

ヘッジ手段の執行・管理につい

ては、取引権限及び取引限度等を

定めた社内ルールに従い、資金担

当部門が決済担当者の承認を得て

行っております。 

(5) その他リスク管理方法のうちヘ

ッジ会計に係るもの 

同左 

８ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理

は税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

 

会計処理の変更 

 

第90期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

第91期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減

損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審

議会 平成14年８月９日))及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成15年

10月31日 企業会計基準適用指針第６号)を当事業年度

から適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

――― 

――― (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」(企業会計基準第５号 平成17年12月

９日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日)を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は、65,406

百万円であります。 

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお

ける貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。 

――― (役員賞与に関する会計基準) 

当事業年度より「役員賞与に関する会計基準」(企業

会計基準委員会 企業会計基準第４号 平成17年11月29

日)を適用しております。 

これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純利益

は、それぞれ174百万円減少しております。 
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追加情報 

 

第90期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

第91期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(退職給付会計) 

確定拠出年金法の施行に伴い、平成17年４月に退職
一時金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行
し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」
（企業会計基準適用指針第１号）を適用しておりま
す。 

なお本移行に伴う影響額は、特別利益として848百万

円計上されております。 

――― 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

第90期 
(平成18年３月31日) 

第91期 
(平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は34,206百万円で

あります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は32,892百万円で

あります。 

 

※２ 授権株式数 普通株式 200,000千株

   発行済株式数 普通株式 113,670 
 

※２         ――― 

 

 

※３ 自己株式 

   当社が保有する自己株式の数は普通株式400,683

株であります。 

※３         ――― 

 

 ４ 偶発債務 

  (1) 従業員の銀行借入金(住宅資金)に対する保証債

務 

55百万円

  (2) 株式会社ダイフクユニックスの銀行借入金に対

する保証予約 

375百万円

  (3) 株式会社アイ・ケイ・エスの銀行借入金に対す

る経営指導念書差入れ 

120百万円

  (4) DAIFUKU CARWASH-MACHINE KOREA INC.の銀行借

入金に対する保証予約 

180百万円

  (5) CLEAN FACTOMATION INC.の銀行借入金に対する

保証予約 

34百万円

  (6) MIMATS CO.,LTDの銀行借入金に対する保証予約

228百万円

  (7) 大福自動輸送機（天津）有限公司の銀行借入金

に対する経営指導念書差入れ 

146百万円

  (8) 大福自動輸送機（広州）有限公司の銀行借入金

に対する経営指導念書差入れ 

234百万円

 ４ 偶発債務 

  (1) 従業員の銀行借入金(住宅資金)に対する保証債

務 

42百万円

  (2) 株式会社ダイフクユニックスの銀行借入金に対

する保証予約 

225百万円

  (3) 株式会社アイ・ケイ・エスの銀行借入金に対す

る経営指導念書差入れ 

113百万円

  (4) DAIFUKU CARWASH-MACHINE KOREA INC.の銀行借

入金に対する保証予約 

175百万円

  (5) MIMATS CO.,LTDの銀行借入金に対する保証予約

434百万円

  (6) 大福自動輸送機（天津）有限公司の銀行借入金

に対する経営指導念書差入れ 

122百万円

  (7) 大福自動輸送機（広州）有限公司の銀行借入金

に対する経営指導念書差入れ 

45百万円

  (8) 大福洗車設備（上海）有限公司の銀行借入金に

対する保証予約 

76百万円

  (9) 台灣大福高科技設備股份有限公司の銀行借入金

に対する保証予約 

264百万円

※５ 関係会社に係る注記 

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりであります。 

売掛金 4,743百万円

未収入金 435 

受取手形 0 

支払手形 163 

買掛金 3,919 

未払費用 63 

前受金 2,586 
 

※５ 関係会社に係る注記 

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりであります。 

売掛金 5,730百万円

未収入金 383 

受取手形 ― 

支払手形 215 

買掛金 3,992 

未払費用 81 

前受金 988 
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第90期 
(平成18年３月31日) 

第91期 
(平成19年３月31日) 

 ６ 配当制限 

   商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は1,196百

万円であります。 

 ６         ――― 

 

※７         ――― 

 

※７ 期末日満期手形 

   当事業年度末日の満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理をしております。

   なお、当事業年度末日は金融機関の休日であった

ため、次の満期手形が当事業年度末日残高に含まれ

ております。 

   受取手形             197百万円 
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(損益計算書関係) 

第90期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

第91期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 研究開発費の総額 

   一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 

6,840百万円

※１ 研究開発費の総額 

   一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 

6,494百万円

※２ 関係会社との取引に係る注記 

   この内、関係会社との取引により発生したものは

次のとおりであります。 

製品・原材料仕入高 10,135百万円

据付工事費 10,244 

設計・エンジニアリング 
委託費 

1,238 

事務委託費 2,715 

受取利息 49 

受取配当金 243 
 

※２ 関係会社との取引に係る注記 

   この内、関係会社との取引により発生したものは

次のとおりであります。 

製品・原材料仕入高 12,494百万円

据付工事費 12,697 

設計・エンジニアリング 
委託費 

1,097 

事務委託費 3,130 

受取利息 38 

受取配当金 262 
 

※３ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

  (1) 販売費 

販売手数料 373百万円

給与及び賞与 3,192 

退職給付引当金繰入額 235 

福利厚生費 643 

旅費交通費 910 

賃借料 213 

減価償却費 105 
 

※３ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

  (1) 販売費 

販売手数料 471百万円

給与及び賞与 3,391 

退職給付引当金繰入額 △54 

福利厚生費 667 

旅費交通費 1,045 

賃借料 198 

減価償却費 59 
 

  (2) 一般管理費 

役員報酬 269百万円

給与及び賞与 1,356 

退職給付引当金繰入額 142 

役員退職慰労引当金繰入額 94 

減価償却費 604 
 

  (2) 一般管理費 

役員報酬 750百万円

給与及び賞与 1,709 

退職給付引当金繰入額 △32 

役員退職慰労引当金繰入額 171 

研究開発費 1,554 

減価償却費 854 
 

※４ 固定資産除却損の主な内訳は次のとおりでありま

す。 

建物 357百万円

機械及び装置 160 

工具器具及び備品 26 

その他撤去費用等 15 
 

※４ 固定資産除却損の主な内訳は次のとおりでありま

す。 

建物 8百万円

機械及び装置 134 

工具器具及び備品 17 

その他撤去費用等 248 
 

※５         ――― 

 

※５ 固定資産売却益の主な内訳は次のとおりでありま

す。 

土地 554百万円
 

 

(株主資本等変動計算書関係) 

第91期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

  自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 400,683 40,330 3,975 437,038
 
(注) １ 普通株式の自己株式の増加40,330株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

２ 普通株式の自己株式の減少3,975株は、単元未満株主への単元未満株式の売渡しによるものであります。 
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 (１株当たり情報) 

 

第90期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

第91期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 542円06銭
 

１株当たり純資産額 557円06銭
 

１株当たり当期純利益金額 59円18銭
 

１株当たり当期純利益金額 68円07銭
 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

59円03銭
 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

66円93銭
 

(注) 算定上の基礎 

１ 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。 

 
第90期 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

第91期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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) 6,580 7,709 

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― 

(うち利益処分による役員賞与金(百万円)) （―） （―）

普通株式に係る当期純利益(百万円) 6,580 7,709 

普通株式の期中平均株式数(千株) 111,201 113,253 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額（百万円） 

当期純利益調整額 ― ― 

(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) 275 1,933 

(うち転換社債型新株予約権付社債（千株）) （275） （1,933）

 
 

２ 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。 

 
第90期 

（平成18年３月31日) 
第91期 

(平成19年３月31日) 

純資産の部の合計額(百万円) ― 65,342 

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) ― 65,342 

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) 

― 113,234 
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比      較

百万円 百万円 百万円

搬送システム 64,075 74,326 10,250

( 内 、 輸 出 ) （ 18,815 ） （ 26,873 ） （ 8,058 ）

保管システム 64,158 74,724 10,565

( 内 、 輸 出 ) （ 31,265 ） （ 32,819 ） （ 1,554 ）

物 流 機 器 10,743 9,551 △ 1,191

( 内 、 輸 出 ) （ 31 ） （ 50 ） （ 18 ）

そ    の    他 11,903 13,156 1,252

(  内 、 輸   出  ) （ 379 ） （ 665 ） （ 286 ）

合          計 150,881 171,758 20,876

(  内、  輸   出  ) （ 50,492 ） （ 60,409 ） （ 9,916 ）

比      較

百万円 百万円 百万円 百万円

搬送システム 65,442 80,078 14,635 33,764

( 内 、 輸 出 ) （ 19,009 ） （ 33,962 ） （ 14,952 ） （ 14,461 ）

保管システム 78,033 71,623 △ 6,409 52,201

( 内 、 輸 出 ) （ 39,391 ） （ 27,203 ） （ △ 12,187 ） （ 20,821 ）

物 流 機 器 9,988 11,247 1,259 3,511

( 内 、 輸 出 ) （ 27 ） （ 103 ） （ 75 ） （ 54 ）

そ    の    他 12,428 13,167 739 3,155

(  内 、 輸   出  ) （ 399 ） （ 692 ） （ 293 ） （ 144 ）

合          計 165,892 176,117 10,225 92,632

(  内、  輸   出  ) （ 58,827 ） （ 61,961 ） （ 3,134 ） （ 35,482 ）

製  品  別  受  注  状  況

製 品 別 売 上 高 比 較 表

物

流

シ

ス

テ

ム

製   品

期   別
平成19年３月期末
受 注 残 高）（

平成19年３月期
18.4. 1から
19.3.31まで）（

平成18年３月期
17.4. 1から
18.3.31まで

）（
平成19年３月期
18.4. 1から
19.3.31まで）

平成18年３月期
17.4. 1から
18.3.31まで製   品

期   別

（

物

流

シ

ス

テ

ム
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1. 新 任 取 締 役 候 補

取 締 役 武 田 泰 元 現 執 行 役 員

Ａ Ｆ Ａ 事 業 部 生 産 副 本 部 長

２. 新 任 監 査 役 候 補

北 本 功 現 株式会社NHKエンタ-プライズ 特別主幹

以  上

役 　員 　の　異 　動

　　(平成１９年６月２８日付予定)

社外監査役（非常勤）

ＡＦＡ事業部生産副本部長
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