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有価証券報告書提出予定日 平成 20 年６月 30 日  
  

（百万円未満切捨て） 
１．20 年３月期の連結業績（平成 19 年４月１日～平成 20 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 ％

20 年３月期 
19 年３月期 

231,619
232,703

△0.5 
17.0 

20,677
18,836

9.8
14.0

20,628
18,487

％ 

11.6 
14.4 

11,893
11,382

4.5
11.0

 

 
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    ％    ％    ％ 

20 年３月期 
19 年３月期 

105.05 
100.50 

103.29 
 98.82 

14.7 
15.6 

9.9 
9.8 

8.9 
8.1 

(参考) 持分法投資損益       20 年３月期  －百万円  19 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 

20 年３月期 
19 年３月期 

222,386 
195,015 

88,709 
80,717 

38.0 
39.6 

746.59 
682.01 

(参考) 自己資本       20 年 3 月期  84,517 百万円  19 年 3 月期  77,226 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 

20 年３月期 
19 年３月期 

21,234 
864 

 △6,340 
△10,257 

△3,531 
△2,328 

31,215 
19,969 

 
 
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 ％ ％

19 年３月期 
20 年３月期 

10.00 
10.00 

15.00 
16.00 

25.00 
26.00 

2,830
2,943

24.9 
24.8 

3.9
3.6

21 年３月期 
（予想） 

10.00 16.00 26.00  29.4  

（注）19 年３月期期末の内訳  創立 70 周年記念配当 ４円 00 銭 
 
 
３．21 年３月期の連結業績予想（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 
 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 

第２四半期連結累計期間 
通    期 

125,000  12.6 
260,000  12.3 

8,000 △24.8
18,000 △12.9

7,900 △27.1
17,700 △14.2

4,500 △25.2 
10,000 △15.9 

39.75 
88.34 

  ※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５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）  無 
 
(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、22 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」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） 20 年３月期 113,671,494 株 19 年３月期 113,671,494 株 
②期末自己株式数  20 年３月期          466,485 株 19 年３月期        437,038 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、36 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 
 
１.20 年３月期の個別業績(平成 19 年４月 1日～平成 20 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 ％

20 年３月期 
19 年３月期 

171,796 
171,758 

0.0 
13.8 

13,859
12,048

15.0
2.5

13,766
11,853

16.1 
3.2 

7,188 
7,709 

△6.8
17.2 

 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 

20 年３月期 
19年３月期 

63.49 
68.07 

62.43 
66.93 

(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 

20 年３月期 
19年３月期 

161,877 
150,866 

69,024 
65,342 

42.6 
43.3 

609.73 
577.06 

(参考) 自己資本       20 年３月期  69,024 百万円  19 年３月期  65,342 百万円   
２．21 年３月期の個別業績予想（平成 20 年４月 1日～平成 21 年３月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）  
 

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 
第２四半期累計期間 
通    期 

87,000  5.4 
175,000  1.9 

5,500 △17.7
12,400 △10.5

5,250 △23.1
12,000 △12.8

3,000 △15.1 
7,000  △2.6 

26.50 
61.83 

  ※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５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世界の経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した先

進各国における金融市場の混乱が、徐々に実体経済にも波及し、日米欧各国での景気減速

が顕在化する一方で、引き続き高成長を続ける中国、インド、ロシアなどの新興国やアジ

ア各国が世界経済の牽引役となって、全体としては拡大基調を維持いたしました。 

わが国経済は、前半は堅調な輸出や設備投資に支えられ緩やかながらも拡大基調が続き、

企業業績も総じて好調に推移いたしましたが、後半は米国経済の景気減速、急激なドル

安・円高、株安、エネルギー・原材料価格等の高騰により企業業績にも陰りが見えはじめ、

景気の後退局面が懸念される状況になりました。 

当業界におきましては、欧州企業が活発に世界展開する一方で、新興国でも有力な企業

の台頭が顕著となり、グローバルレベルでの競争がますます激しさを増しています。 

このような事業環境の中ではありましたが、当社グループにおいては、物流システム部

門が引き続き好調に推移いたしました。この部門では、国内および欧米向けの IT・食品・

飲料・医薬などの製造業や流通業界向けの保管・搬送・仕分け・ピッキングシステム事業、

国内および米国やアジア地域におけるエレクトロニクス業界向けクリ－ンル－ム内の搬

送・保管システム事業、国内および欧米やアジア各国向けの自動車生産ラインの搬送シス

テム事業のいずれもが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前期に記録した過去最高の実績を再更新し、2,437 億

61 百万円（前期比 3.2％増）を計上することができました。 

売上高は、同じく物流システム部門が好調に推移したものの、前年を若干下回る 2,316

億 19 百万円（前期比 0.5％減）を計上しました。 

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、アジア各国の現地法人

との緊密な連携が効を奏しました。加えて、長年にわたり築き上げてきた豊富な納入実績

という当社ならではの資産を生かしたサービス、リニューアル分野での収益が、各事業と

もに拡大しました。 

この結果、営業利益は 206 億 77 百万円（前期比 9.8％増）、経常利益は 206 億 28 百万

円（前期比 11.6％増）、当期純利益は 118 億 93 百万円（前期比 4.5％増）をそれぞれ計

上し、いずれも前期に記録した過去最高の実績を再更新するとともに、６期連続の増益を

達成することができました。 
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平成 20 年３月期 実績 

 

連結受注高     2,437 億 61 百万円（前期比 3.2％増） 

連結売上高     2,316 億 19 百万円（前期比 0.5％減） 

連結営業利益     206 億 77 百万円（前期比 9.8％増） 

連結経常利益     206 億 28 百万円（前期比 11.6％増） 

連結当期純利益    118 億 93 百万円（前期比 4.5％増） 

 

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・利益ともに、国内および欧米向けの IT・食品・飲料・医薬などの

製造業や流通業界向けの保管・搬送・仕分け・ピッキングシステム事業、国内および米

国や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、国内および欧米やアジア各国向けの自動車生産ラインの搬送システム事業の

いずれもが順調に推移いたしました。 

この結果、当部門の受注高は 2,201 億 15 百万円(前期比 2.8％増)、売上高は 2,086

億 16 百万円(前期比 0.3％減)、営業利益は 263 億 16 百万円(前期比 9.9％増)を計上い

たしました。 

電子機器部門 

産業用コンピュータおよびその関連機器全般において、検査装置関係や半導体設備関

係などの堅調な需要、自動車業界の好調な設備投資によるシステムの受注は好調であり

ましたが、部門全体としては関連する設備投資の減速傾向や、前年度の大口案件に代わ

る案件を獲得するに至らなかったため、その影響を大きく受け、前年同期を下回ること

となりました。 

この結果、当部門の受注高は 101 億７百万円(前期比 3.9％減)、売上高は 101 億 94

百万円(前期比 11.7％減)、営業利益は５億 89 百万円(前期比 39.1％減)を計上いたしま

した。 

その他部門 

洗車機事業は、静音性を追求した「クリスタルドライ」、使用水量を半減させた「ア

ビエント」と環境対応型の新機種を相次いで投入して他社との差異化を図る一方、カー

ディーラー向け市場の開拓に努めましたが、原油価格高騰がガソリンスタンド経営に大

きく影響し、需要が急減したため、前年を下回る実績となりました。 

車いすをワゴン車に搭載する福祉リヤリフトは、堅調な水準を維持いたしました。 

この結果、当部門の受注高は 135 億 37 百万円(前期比 16.0%増)、売上高は 128 億７

百万円(前期比 6.7％増)、営業利益は３億 90 百万円(前期比 42.3％減)を計上いたしま

した。 
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③次期の見通し 

米国のサブプライムローン問題に端を発する金融市場の混乱と実体経済への波及、ドル

安・円高、株安、エネルギーや原材料価格等の高騰により、先進各国での景気後退局面も

予想され、設備投資の延期、縮小、競合激化などによる当社事業環境への影響が懸念され

ます。 

当社グループの今期の見通しにつきましては、主力の物流システム部門のうち IT・食

品・飲料・医薬などの製造業や流通業界向けの保管・搬送・仕分け・ピッキングシステム

事業では、一般製造業向け保管･搬送システムはもとより、流通業界の物流センター・配

送センターの建設需要につきましても、医薬品卸業界の合併による大型・中型の物流セン

ターや配送センターの受注が見込まれるなど、幅広い業界を顧客とする強みを発揮してい

きます。また、前期に北米や欧州で受注した大型案件が今期売上に寄与する予定で、引き

続き海外市場の開拓に力を注いでまいります。 

エレクトロニクス業界向けクリーンルーム内の搬送・保管システム事業は、半導体およ

びシリコンウエハー業界の設備投資は減少傾向が見込まれるものの、液晶業界では活発な

設備投資が行われる見込みで、今期後半には高水準の生産・工事量となる予定です。 

自動車業界向け搬送システム事業は、自動車業界において円高や北米での新車販売不振

という不透明要素はあるものの、中国・インド・ロシア・東南アジア等でのモータリゼー

ションに支えられ、堅調な設備投資が見込まれるため、安定的な業績で推移するものと見

込んでおります。 

 昨年末に買収した Jervis B. Webb Company（以下ウェブ社）の事業は、今期から物流シ

ステム部門へ新たに加わります。同社は、自動車業界向け搬送システム事業、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・搬送事業を展開してお

り、今後、買収時に意図したシナジー効果拡大を強力に推進していきます。また、従来当

社にはなかった空港向け手荷物搬送事業では、ダイフクグループ入りに伴う同社の信用力

アップで、入札の機会を増やすことができるようになりましたので、採算重視を基本とし、

中長期的な視点で事業を強化してまいります。 

電子機器部門では、中期的視野で抜本的な構造改革を行い、世界規格準拠の商品開発、

代理店販売の強化、エンドユーザーを直接にらんだ販売施策の見直しなどを行っています。 

その他部門では、洗車機は国内ガソリンスタンドの減少により厳しい状況が続いており

ますが、セルフ洗車場やカーアフターマーケット市場をターゲットに、他社との差異化に

注力し、収益力強化に取り組みます。 

収益面では、豊富な納入実績を基盤としたサービス・リニューアル事業を全社的に引き

続き拡大するため、「サービス統轄」の機能・組織を設けました。また、工場出荷品質だ

けでなく、工事現場での施工品質まで一貫してとらえるプロジェクト管理を推進してまい

ります。 

以上、既存事業に加え、ウェブ社の事業も連結対象会社となりますので、今期も高いレ

ベルの受注残を維持してスタートいたしますが、納期が平成 22 年３月期にわたる案件も

多くなっていることと、利益面では為替動向（とりわけ米ドルとそれに密接した動きをす

る国々の通貨）、エネルギー・原材料価格等の高騰、株式相場などの先行きが近来になく
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不透明な状況のため、期初スタートに当たっての今期業績見通しにつきましては、次の通

りとさせていただきます。 
 

        平成21年３月期の連結通期業績予想   平成21年３月期の個別通期業績予想  

 

受  注  高    2,600 億円（前期比 6.7％増） 1,600 億円（前期比 11.6％減）   

売  上  高    2,600 億円（前期比 12.3％増) 1,750 億円（前期比 1.9％増）   

営 業 利 益     180 億円（前期比 12.9％減）   124 億円（前期比 10.5％減）   

経 常 利 益     177 億円（前期比 14.2％減）   120 億円（前期比 12.8％減）   

当期純利益     100 億円（前期比 15.9％減）    70 億円（前期比  2.6％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 2,223 億 86 百万円（前期比 273 億 71 百万円の増加）

となりました。これは、ウェブ社及び大阪機設工業株式会社の株式取得に伴い、取得時の

総資産 253 億 76 百万円を連結したことが、増加の主な要因であります。 

負債は、1,336 億 77 百万円（前期比 193 億 79 百万円の増加）となりました。上記ウェブ

社及び大阪機設工業株式会社の株式取得に伴い、負債 178 億 37 百万円を連結したことが増

加の主な要因であります。 

純資産につきましては、利益剰余金の増加 90 億 10 百万円等もあり、自己資本比率は

38.0％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 112 億 45 百

万円増加し、312 億 15 百万円（前年同期は 199 億 69 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。 

（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、212 億 34 百万円の収入超過（前年同期は８億 64 百万円の

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 205 億 92 百万円と伸張し

たことに加え、前受金等の増加 100 億 41 百万円と仕入債務の減少 77 億 20 百万円が主な

要因であります。 

（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、63 億 40 百万円の支出超過（前年同期は 102 億 57 百万円の

支出超過）となりました。これは主にウェブ社及び大阪機設工業株式会社の株式取得に

伴う支出 22 億 21 百万円と固定資産の取得による支出 38 億 61 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、35 億 31 百万円の支出超過（前年同期は 23 億 28 百万円の支

出超過）となりました。これは主に配当金の支払いによる支出 28 億 24 百万円によるも
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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 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 

平成 20 年 

３月期 

自己資本比率 37.8％ 36.2％ 37.8％ 39.6％ 38.0％

時 価 ベ ー ス の 

自己資本比率 
50.0％ 59.7％ 120.2％ 99.2％ 64.9％

キャッシュ・フロー

対有利子負債比率 
5.4 2.6 7.1 39.0 1.6

インタレスト・ 

カバレッジ・レシオ 
7.0 14.3 8.1 1.6 48.1

 

  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)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を最重要課題と位置づけ、剰余金の配当につきまして

は、株主の皆様への更なる利益還元を視野に入れて、連結当期純利益をベースといたしました

業績連動による配当政策を取り入れるとともに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。 

平成 20 年３月期は、通期配当予想を 1株当たり年間 25 円（中間配当を 10 円、期末配当を

15 円）としておりましたが、さらなる業績の好転を受け、株主の皆様への利益還元を積極的に

行うため、期末配当を 1円増額し、16 円とし通期配当を 26 円とさせていただくことを平成 20

年５月 16 日開催の取締役会で決定いたしました。 

また、次期（平成 21 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、１株当たり年間 26 円（中間 10 円、期末 16 円）を予定しております。 

 

(４)その他報告事項 

① 創立 70 周年を機に、コーポレートスローガン「Material Handling and Beyond」を制
定しました。マテリアルハンドリングをコア事業とするゆるぎない企業姿勢と、そこか

ら広がる様々な世界を表現しました。同スローガンを用いた新幹線車内広告などを展開

しています。また、従業員からの公募案に基づき自社製リヤリフト付き福祉車両を滋賀

事業所の地元へ寄付したほか、中国の内モンゴルでも小学校の建設資金を寄付するなど、

社会貢献に配慮した 70 周年記念事業を行いました。 

② 平成 19 年６月、格付投資情報センターによる社債格付けが、これまでの「ＢＢＢ+」か

ら「Ａ-」に格上げされました。「Ａ格」債への復帰は、平成 10 年３月以来約 10 年ぶり。

財務基盤の強化・拡充が進んでいること、財務耐久性が向上したことが評価されました。
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短期債の格付けも従来の「a-2」から最高の「a-1」になりました。 

③ 平成 19 年 12 月、チェンコンベヤなどマテリアルハンドリング分野の草分けで、かつて

40 年にわたり技術提携を結び、お互いの企業文化をよく知り合っている米国ウェブ社の

株式を 100％取得しました。海外事業の強化、空港用手荷物搬送事業への参入などシナ

ジー効果実現を図ってまいります。 

④ 平成 20 年 1 月、台湾の２つの現地法人「台灣大福物流科技股份有限公司」と「台灣大福

高科技設備股份有限公司」を統合し、後者を存続会社として従来のビジネスを継承、営

業・生産・工事・サービスまでトータルで手がける体制を構築しました。特に、台湾が

力を入れる IT 産業において、さらなる顧客満足度向上、営業効率改善、競争力強化を目

指してまいります。 

⑤ 平成 20 年 1 月、自動車生産ライン向け搬送システム事業で 50 年にわたり協力関係にあ

った大阪機設工業株式会社の株式 68.7％を取得、子会社化しました。同事業の製造、工

事、サービス体制を一層強化してまいります。 

⑥ 平成 20 年３月、インテル コーポレーションより 2007 年度プリファード・クオリティー・

サプライヤー（PQS）賞を受賞しました。PQS 賞はインテルの業績に貢献した製品とサー

ビスの供給において優れた成績を収めた企業に贈られる賞で、3年連続 4回目の受賞に

なりました。 
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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 8 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９社、関連
会社１社、非連結子会社１社に製造委託をしており、これらを含む連結子会社 33 社、関連会社３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
ルモアーをはじめ連結子会社２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。 

 

 

 

電 子 機 器 

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  注 
○ 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 

○ 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 

注）       工事、製作、製造委託の流れ 

         製品の流れ 

○        連結子会社  

＊    持分適用関連会社 

 

当          社 

 子 会 社 

○ ㈱九州ダイフク 

○ ㈱ダイフクデザインアンドエンジニアリング （旧社名 ㈱エイ・ピー・エス） 

○ ㈱ダイフク研究・研修センター （旧社名 ㈱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 

○ 大阪機設工業㈱ 

 関 連 会 社  

 ㈱アイ・ケイ・エス 

 

○ Jervis B. Webb Company 

○ Jervis B. Webb Company of Canada, Ltd. 

○ Spider Installations, Ltd. 

○ Webec Conveyors, Ltd. 

○ Webb Control, Ltd. 

○ Jervis B. Webb Company, Ltd. 

○ Jervis B. Webb Company, GmbH 

○ Jervis B. Webb-China Company, Ltd. 

○ Jervis B. Webb Company of Georgia 

○ The Triax Company 

○ Campbell, Henry and Calvin, Inc. 

○ Jervis B. Webb Worldwide Company 

○ Jervis B. Webb International Company 

  ForgePro India Pvt., Ltd. 

関 連 会 社  

＊ Webb India Pvt., Ltd. 

＊ Chengde Webb Conveyor Machinery Co., Ltd. 

＊ Webb Technology Centre Pvt., Ltd. 

 
注：台灣大福物流科技股份有限公司は、平成20年１月１日付け 

  で台灣大福高科技設備股份有限公司と合併しております。 
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３. 経 営 方 針 

 

（１）会社の経営の基本方針等 

会社の経営の基本方針、目標とする経営指標、中長期的な経営戦略につきましては、平成

19 年３月期決算短信（平成 19 年５月 17 日開示）により開示を行った内容から重要な変更が

ないため開示を省略します。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

 http://www.daifuku.co.jp 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

 http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

 

（２）会社の対処すべき課題 

景気の先行きに対する見方は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱

と実体経済への波及、ドル安・円高、株安、エネルギー・原材料価格等の高騰により、国内外

ともに厳しさを増しており、設備投資動向も減少傾向が懸念されます。反面、中国をはじめと

する新興国や資源国では、依然として高成長が期待されており、世界戦略とりわけ市場戦略が

ますます重要となっております。 

当社は平成 19 年度を初年度とする中期３ヵ年経営計画｢Jump up for 2010｣で、平成 21 年度

に連結売上高 2,500 億円以上、営業利益率 10%以上、海外売上高比率 50%以上を達成すること

を主な経営目標として、持続的成長路線を描いております。マテリアルハンドリングシステム･

機器業界において｢質・量ともに世界ナンバーワン企業｣を目指しているものです。 

同計画では友好的 M&A も選択肢の一つとしておりましたが、平成 19 年 12 月に米国ウェブ社

の株式を 100％取得しました。ウェブ社は、当社が手がけていなかった空港手荷物搬送事業、

当社とは補完関係にある商品構成や海外拠点網、北米での強力なブランド力などを有しており、

シナジー効果を最大限に発揮し、２～３年後には当社連結業績に貢献するものと期待しており

ます。なお、ウェブ社は、平成 20 年３月期決算で、貸借対照表上の連結対象となるとともに、

平成 21 年３月期決算からは、当社グループの損益計算書ベースでの連結対象となります。 

中期３ヵ年経営計画｢Jump up for 2010｣の実現に当たり、最も大きな課題は、利益率の向上

です。 

当社はメーカーであると同時に、システムインテグレーターをビジネスモデルとしておりま

す。当社製品をお客さまの据付現場に搬入し、建物や納入設備をトータルで最適システムに構

築するため、現場調整にも最大注力して、ベストな状態でお客さまに引き渡すビジネスを展開

しています。また、施工納入後もアフターサービスを通じてお客さまと長いお付き合いをして

いきます。こうしたビジネスモデルに合った戦略として、プロジェクト管理の徹底とサービス

事業の拡大に特に力を入れております。 

プロジェクト管理においては、工場だけでなく、据付工事現場でも S.Q.C.D.E（安全、品質、

コスト、納期、環境）を追求して、スムーズにシステムを立ち上げることにより、お客さまの

信頼を得ることを最大の使命としております。グローバル化が進む中で、自然風土や文化が全

く異なる国においても、良き現地パートナーを育成して、プロジェクト管理の精度を上げるよ
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うに注力してまいります。 

サービス事業の拡大では、本年４月から、全社横断的にサービス戦略を策定・推進する「サ

ービス統轄」を設置しました。最高のサービスを提供し、付加価値を高めていくことで、サー

ビス事業を持続的かつ安定経営の柱としていきます。 

このほか、営業面では、経済成長著しい中国を中心とする BRICｓ市場、ベトナムやインド

ネシアなど VISTA 市場といった新興国、資源国市場のさらなる開拓を進めてまいります。生産

面では、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ます。溶接・組

立・計測の腕を競う技能コンクール世界大会、専門子会社による独自の物づくり理念「D-MAND」

（Daifuku Manufacturing and Design System）などの教育研修等で、グループとして国内外

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きます。また、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。 

平成 18 年に公布された会社法および金融商品取引法に基づく、内部統制システムの確立も

対処すべき重要な課題です。 

既に平成 19 年４月に「内部統制統轄」を新設して、内部統制全般にわたる啓蒙活動、統制

環境作りなどに当たっています。傘下の BCP（Business Continuity Plan）推進本部では、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平時・有事の対策を立案

しています。 

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

追求し、一層の信頼性確保に努めています。その一環として、統制活動の根幹となる社内諸規

定の全面見直しなどを行いました。 

これらの組織活動を通して、当社の体質・文化に合った独自の内部統制システムを確立し、

定着に努めてまいります。 
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４. 連結財務諸表 

① 連結貸借対照表 

 

  
前連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成20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  19,980 31,749   11,768

２ 受取手形及び売掛金 ※５ 61,474 62,235   761

３ 棚卸資産  52,547 53,512   965

４ 繰延税金資産  3,678 4,299   621

５ その他  8,006 13,732   5,725

貸倒引当金  △185 △276   △90

流動資産合計  145,501 74.6 165,253 74.3  19,751

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物及び構築物 ※４ 17,330 20,289   2,959

(2) 機械装置及び 
  運搬具 

 3,811 4,440   628

(3) 工具器具及び備品  1,361 1,305   △55

(4) 土地 ※４ 10,087 12,008   1,921

(5) 建設仮勘定  785 931   146

(6) その他  98 155   57

有形固定資産合計 ※１ 33,473 17.1 39,130 17.6  5,656

２ 無形固定資産    

(1) のれん  1,155 1,714   559

(2) その他 ※４ 1,913 1,988   74

無形固定資産合計  3,068 1.6 3,703 1.7  634

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 ※３ 5,656 4,423   △1,232

(2) 長期貸付金  445 423   △22

(3) 繰延税金資産  3,662 4,843   1,181

(4) その他 ※３ 3,551 4,935   1,383

貸倒引当金  △344 △326   18

投資その他の資産
合計 

 12,970 6.7 14,299 6.4  1,329

固定資産合計  49,513 25.4 57,133 25.7  7,620

資産合計  195,015 100.0 222,386 100.0  27,371
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前連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成20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  44,190 42,034   △2,156

２ 短期借入金 ※４ 6,452 6,297   △154

３ 一年以内に償還予定
  の社債 

 3,000 4,000   1,000

４ 未払法人税等  3,545 3,797   252

５ 繰延税金負債  31 55   23

６ 前受金  13,352 22,284   8,932

７ 役員賞与引当金  ― 75   75

８ その他  14,578 21,867   7,289

流動負債合計  85,150 43.7 100,413 45.1  15,262

Ⅱ 固定負債    

１ 社債  4,000 4,000   ―

２ 新株予約権付社債  4,998 4,998   ―

３ 長期借入金 ※４ 15,313 14,263   △1,050

４ 長期未払金  2,370 1,564   △806

５ 繰延税金負債  48 2,283   2,234

６ 退職給付引当金  2,175 2,744   569

７ 役員退職慰労引当金  ― 78   78

８ 負ののれん  ― 1,060   1,060

９ その他  241 2,272   2,030

固定負債合計  29,147 14.9 33,264 15.0  4,117

負債合計  114,297 58.6 133,677 60.1  19,379

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  8,024 4.1 8,024 3.6  ―

２ 資本剰余金  9,028 4.6 9,030 4.1  1

３ 利益剰余金  57,577 29.5 66,587 29.9  9,010

４ 自己株式  △240 △0.1 △286 △0.1  △46

株主資本合計  74,389 38.1 83,355 37.5  8,965

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

 1,001 0.5 127 0.0  △873

２ 繰延ヘッジ損益  △60 0.0 18 0.0  78

３ 為替換算調整勘定  1,896 1.0 1,016 0.5  △879

評価・換算差額等 
合計 

 2,837 1.5 1,162 0.5  △1,674

Ⅲ 少数株主持分  3,490 1.8 4,191 1.9  700

純資産合計  80,717 41.4 88,709 39.9  7,991

負債及び純資産合計  195,015 100.0 222,386 100.0  27,371
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② 連結損益計算書 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20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  232,703 100.0 231,619 100.0  △1,084

Ⅱ 売上原価 ※２ 186,991 80.4 182,260 78.7  △4,730

売上総利益  45,712 19.6 49,358 21.3  3,645

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 販売費 ※１ 14,213 14,650  436 

２ 一般管理費 
※１ 
※２ 

12,662 26,875 11.5 14,030 28,680 12.4 1,368 1,804

営業利益  18,836 8.1 20,677 8.9  1,840

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  249 316  67 

２ 受取配当金  67 86  18 

３ 外国諸税金還付金  ― 162  162 

４ 匿名組合分配金  ― 119  119 

５ その他  250 567 0.2 398 1,084 0.5 148 517

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  471 440  △31 

２ 為替差損  187 411  223 

３ 付加価値税償却損  ― 135  135 

４ その他  256 916 0.4 147 1,133 0.5 △109 217

経常利益  18,487 7.9 20,628 8.9  2,140

Ⅵ 特別利益    

１ 固定資産売却益  92 20  △71 

２ 投資有価証券売却益  136 239  102 

３ 持分変動利益  100 ―  △100 

４ その他  31 360 0.2 33 292 0.1 1 △67

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産売却損  40 5  △34 

２ 固定資産除却損 ※３ 451 143  △308 

３ 投資有価証券評価損  ― 101  101 

４ 過年度損益修正損  ― 56  56 

５ その他  ― 492 0.2 22 328 0.1 22 △163

税金等調整前 
当期純利益 

 18,355 7.9 20,592 8.9  2,236

法人税、住民税 
及び事業税 

 6,046 6,785  738 

法人税等調整額  611 6,657 2.9 1,335 8,120 3.6 724 1,462

少数株主利益  315 0.1 578 0.2  262

当期純利益  11,382 4.9 11,893 5.1  511
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③ 連結株主資本等変動計算書  

前連結会計年度(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

 役員賞与 △5  △5

 当期純利益 11,382  11,382

 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

 役員賞与   △5

 当期純利益   11,382

 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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③ 連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20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19年３月31日残高 8,024 9,028 57,577 △240 74,389

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当 △2,830  △2,830

 役員賞与 △11  △11

 当期純利益 11,893  11,893

 自己株式の取得 △47 △47

 自己株式の処分 1 1 2

 連結子会社増加に伴う変動額 △40  △40

 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 9,010 △46 8,965

平成20年３月31日残高 8,024 9,030 66,587 △286 83,355

 

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19年３月31日残高 1,001 △60 1,896 2,837 3,490 80,717

連結会計年度中の変動額   

 剰余金の配当   △2,830

 役員賞与   △11

 当期純利益   11,893

 自己株式の取得   △47

 自己株式の処分   2

 連結子会社増加に伴う変動額   △40

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額) 

△873 78 △879 △1,674 700 △973

連結会計年度中の変動額合計 △873 78 △879 △1,674 700 7,991

平成20年３月31日残高 127 18 1,016 1,162 4,191 88,709
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④ 連結キャッシュ・フロー計算書 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20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  18,355 20,592

減価償却費  2,885 3,401

のれん償却額  124 159

固定資産除売却損  492 149

投資有価証券売却益  △136 △229

持分変動利益  △100 ―

受取利息及び配当金  △316 △403

支払利息  471 440

売上債権の減少額又は増加額(△)  △7,664 3,939

棚卸資産の減少額又は増加額(△)  △5,964 1,354

仕入債務の増加額又は減少額(△)  8,684 △7,720

前受金等の増加額又は減少額(△)  △5,930 10,041

その他  △3,769 △4,019

小計  7,131 27,706

利息及び配当金の受取額  310 402

利息の支払額  △543 △441

法人税等の支払額  △6,048 △6,783

その他  14 350

営業活動によるキャッシュ・フロー  864 21,234
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前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20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  △116 △706

投資有価証券の売却による収入  676 310

固定資産の取得による支出  △9,721 △3,861

固定資産の売却による収入  111 3

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  △2 △1,297

定期預金の払戻による収入  ― 1,295

連結子会社株式の追加取得による支出  ― △108

子会社株式の取得による支出  △510 ―

連結子会社株式の取得による支出 ※２ ― △2,221

その他  △714 224

投資活動によるキャッシュ・フロー  △10,257 △6,340

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増加額又は減少額(△)  868 △132

長期借入による収入  11,193 3,000

長期借入金の返済による支出  △12,394 △4,356

社債の発行による収入  ― 3,972

社債の償還による支出  ― △3,000

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  △3,163 △2,824

自己株式の取得による支出  △69 △47

自己株式の売却による収入  6 2

その他  △109 △145

財務活動によるキャッシュ・フロー  △2,328 △3,531

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  424 △384

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加 
  額又は減少額(△) 

 △11,297 10,978

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  29,851 19,969

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 

 1,415 266

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 19,969 31,215
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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18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20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 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。 

 

(1) 連結子会社 
  連結子会社の数 54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
キュービカエーエムエフ、DAIFUKU 
INDIA PRIVATE LTD.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。さらに、新たに株式
を取得したことによりJervis B. 
Webb Company及びそのグループ会社
12社、大阪機設工業株式会社を当連
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16社増加しております。 

  ただし、Jervis B. Webb Company
及びそのグループ会社12社と大阪機
設工業株式会社は、期末日をみなし
取得日としているため、当連結会計
年度は貸借対照表のみを連結してお
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 

  ・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) 
 

(2) 非連結子会社の名称 
  ・ForgePro India Pvt., Ltd. 
   (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18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

２ 持分法の適用に関する事
項 

――― 

 

  持分法を適用した関連会社数 
３社 

  主要な会社名 
  ・Webb India Pvt., Ltd. 
  ・Chengde Webb Conveyor  
   Machinery Co., Ltd. 
  持分法を適用した関連会社３社
は、決算日が連結決算日と異なるた
め、各社の事業年度に係る財務諸表
を使用しております。 

 
   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。 

  持分法を適用していない非連結子
会社１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 
・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非連結子会社
名 
・ForgePro India Pvt., Ltd. 
 (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.、 

MIMATS CO., LTD.、 
DAIFUKU CARWASH-MACHINE KOREA INC.、 
P.T.DAIFUKU INDONESIA、 
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

 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 INDONESIA、 
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、 
Jervis B. Webb Company、 
Jervis B. Webb Company of Canada, Ltd.、
Spider Installations, Ltd.、 
Webec Conveyors, Ltd.、 
Webb Control, Ltd.、 
Jervis B. Webb Company, Ltd.、 
Jervis B. Webb Company, GmbH、 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

 れも３月31日で連結決算日と一致して
おります。 

Jervis B. Webb-China Company, Ltd.、 

Jervis B. Webb Company of Georgia、 

The Triax Company、 
Campbell, Henry and Calvin, Inc.、
Jervis B. Webb Worldwide Company、
Jervis B. Webb International Company 

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。 

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 

   …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 

   …同左 

 

 

 

   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 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

 ――― 

 

(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、当連結会計

年度より、平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産につい

て、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。 

これにより従来の方法によった

場合と比べ、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43百万円減少してお

ります。 

なお、セグメント情報に与える

影響については、当該箇所に記載

しております。 

 ――― (追加情報) 

当社及び国内連結子会社は、法

人税法の改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した資産につい

ては、改正前の法人税法に基づく

減価償却の方法の適用により取得

価額の５％に達した連結会計年度

の翌連結会計年度より、取得価額

の５％相当額と備忘価額との差額

を５年間にわたり均等償却し、減

価償却費に含めて計上しておりま

す。 

これにより従来の方法によった

場合と比べ、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104百万円減少して

おります。 

なお、セグメント情報に与える

影響については、当該箇所に記載

しております。 

  ② 無形固定資産 

   定額法によっております。な

お、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法によっ

ております。 

 ② 無形固定資産 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20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 役員賞与引当金 

――― 

 ② 役員賞与引当金 

国内連結子会社は、役員賞与の

支給に備えて、当連結会計年度に

おける支給見込額に基づき計上し

ております。 

  ③ 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。 

 ③ 退職給付引当金 

同左 

 

  ④ 役員退職慰労引当金 

――― 

 ④ 役員退職慰労引当金 

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

給額を役員退職慰労引当金として

計上しております。 

 (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。 

(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 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

 (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満

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 

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満

たしている場合は特例処理を採用

しております。 

また、為替予約については振当

処理の要件を満たしている場合は

振当処理を採用しております。 

  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 

 

  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 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

 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。 

同左 

７ 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18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

(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。 

――― 

 

(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。 

――― 

 

 

表示方法の変更 

 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20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19年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

※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。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は42,936百万円で

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 

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

 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 

25百万円

  (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 

102百万円

※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 606百万円
 

※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 444百万円

投資その他の資産 

その他（出資金） 
167百万円

 
※４ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産 

建物 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 
 

※４ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産 

建物 75百万円

その他 51 

合計 127 

 当連結会計年度より、連結子会社に含めてい

るJervis B. Webb Company及びそのグループ会

社の総資産のうち、20,119百万円は担保として

提供しておりましたが、2008年4月9日に全額解

消されました。 

   担保付対応債務 

短期借入金 446百万円
 

※５ 当連結会計年度末日満期手形 

   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

※５         ――― 
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(連結損益計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20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 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 
 

※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 762百万円

広告宣伝費 240 

給与及び賞与 6,393 

退職給付引当金繰入額 △30 

福利厚生費 1,123 

旅費交通費 1,538 

賃借料 613 

減価償却費 129 
 

  (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) 一般管理費 

役員報酬 1,266百万円

給与及び賞与 4,577 

退職給付引当金繰入額 △6 

福利厚生費 534 

研究開発費 2,500 

減価償却費 946 
 

※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

※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 

6,964百万円

※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 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 
 

※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 35百万円

機械装置及び運搬具 81 

工具器具及び備品 16 

その他撤去費用等 9 
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

前連結会計年度（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権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
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当連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20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) 113,671 ― ― 113,671
 
 

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) 437,038 31,422 1,975 466,485
 
(注) １ 普通株式の自己株式の増加31,422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1,975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19年５月17日 
取締役会 

普通株式 1,698 15 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年11月15日 
取締役会 

普通株式 1,132 10 平成19年９月30日 平成19年12月７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20年５月16日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 1,811 16 平成20年３月31日 平成20年６月30日
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(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18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

※１ 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 
 

※１ 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20年３月31日)

現金及び預金勘定 31,749百万円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △534 

現金及び現金同等物 31,215 
 

２         ――― 

 

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社

   の資産及び負債の内訳 
 
    株式の取得により新たに連結したことに伴う連

   結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得

   価額と取得に伴う支出（純額）との関係は次の通

   りであります。 
 
  Jervis B. Webb Company 他12社合計額 

流動資産 15,706百万円

固定資産 7,463 

流動負債 △11,498 

固定負債 △5,467 

負ののれん △595 

取得価額 5,609 

現金及び現金同等物 △3,805 

差引：子会社株式取得に伴う 

   支出 
1,804 

 

  大阪機設工業株式会社 

流動資産 615百万円

固定資産 1,589 

流動負債 △205 

固定負債 △666 

負ののれん △465 

少数株主持分 △417 

取得価額 450 

現金及び現金同等物 △32 

差引：子会社株式取得に伴う 

   支出 
417 
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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。 

前連結会計年度 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。 

前連結会計年度 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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当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20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 

208,616 10,194 12,807 231,619 ― 231,619

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

151 11,389 2,887 14,427 (   14,427) ―

計 208,768 21,584 15,695 246,047 (   14,427) 231,619

 営業費用 182,451 20,994 15,304 218,750 (   7,808) 210,941

 営業利益 26,316 589 390 27,297 (   6,619) 20,677

Ⅱ 資産、減価償却費 
及び資本的支出 

  

(1) 資産 165,196 14,056 7,627 186,881 35,505 222,386

(2) 減価償却費 2,128 268 61 2,457 943 3,401

(3) 資本的支出 2,189 245 123 2,557 1,512 4,070

(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 6,619百万円

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 39,788百万円

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」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、

法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、

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、物流事業におい

て20百万円、電子機器事業において２百万円、その他の事業において２百万円、消去または全社の項目

において18百万円増加し、営業利益はそれぞれ同額減少しております。 

６ 追加情報 

   「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、

法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく

減価償却の方法の適用により取得価額の５％に達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。 

   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、物流事業におい

て67百万円、電子機器事業において０百万円、その他の事業において２百万円、消去または全社の項目

において34百万円増加し、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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当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20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 

175,575 15,278 35,541 5,223 56,044 231,619 ― 231,619

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

13,324 1,044 6,510 101 7,656 20,981 (20,981) ―

計 188,900 16,323 42,051 5,324 63,700 252,600 (20,981) 231,619

 営業費用 166,560 15,662 37,886 5,193 58,742 225,303 (14,361) 210,941

 営業利益 22,339 660 4,164 131 4,957 27,297 ( 6,619) 20,677

Ⅱ 資産 137,248 33,056 27,282 3,831 64,170 201,418 20,968 222,386

(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」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、

法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、

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25百

万円、消去または全社の項目において18百万円増加し、営業利益はそれぞれ同額減少しております。 

５ 追加情報 

   「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、

法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく

減価償却の方法の適用により取得価額の５％に達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。 

   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70百

万円、消去または全社の項目において34百万円増加し、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。 

 

当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20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 16,592 75,008 9,814 101,415

Ⅱ 連結売上高 ― ― ― 231,619

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

7.2 32.4 4.2 43.8

(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・タイ・台湾・韓国・中国・インド 
(3) その他……イギリス・ポーランド・スウェーデン・デンマーク 

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18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

１株当たり純資産額 682円01銭
 

１株当たり純資産額 746円59銭
 

１株当たり当期純利益金額 100円50銭
 

１株当たり当期純利益金額 105円05銭
 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

98円82銭
 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

103円29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18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20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) 11,382 11,893 

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― 

普通株式に係る当期純利益(百万円) 11,382 11,893 

普通株式の期中平均株式数(千株) 113,253 113,217 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

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) 1,933 1,932 

(うち転換社債型新株予約権付社債（千株）) （1,933） （1,932）

 
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19年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

純資産の部の合計額(百万円) 80,717 88,709 

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 3,490 4,191 

 (うち少数株主持分) （3,490） （4,191）

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 77,226 84,517 

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) 

113,234 113,205 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

 

(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 ％

188,354 85.8 204,255 87.8

23,912 10.9 20,493 8.8

7,151 3.3 7,834 3.4

219,418 100.0 232,583 100.0

　　(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 ％

214,054 90.6 220,115 90.3 119,983 97.1

10,519 4.5 10,107 4.1 1,885 1.5

11,673 4.9 13,537 5.6 1,721 1.4

236,246 100.0 243,761 100.0 123,590 100.0

　　(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（３） 販 売 実 績

百万円 ％ 百万円 ％

209,155 89.8 208,616 90.1

11,547 5.0 10,194 4.4

12,000 5.2 12,807 5.5

232,703 100.0 231,619 100.0

　　(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

平成20年３月期

自 平成18年４月 １日 自 平成19年４月 １日
至 平成19年3月31日 至 平成20年３月31日

物 流 シ ス テ ム

電 子 機 器

そ の 他

金　　額 構成比 金　　額 構成比

事 業 の 種 類 別
セ グ メ ン ト の 名 称

平成19年３月期

合 計

事 業 の 種 類 別
セ グ メ ン ト の 名 称

受 注 残 高

平成19年３月期 平成20年３月期

自 平成18年４月 １日
（平成20年３月31日現在）

至 平成19年3月31日 至 平成20年３月31日
自 平成19年４月 １日

金　　額 構成比金　　額 構成比 金　　額 構成比

至 平成19年3月31日 至 平成20年３月31日
事 業 の 種 類 別
セ グ メ ン ト の 名 称

平成19年３月期 平成20年３月期

そ の 他

合 計

受　　　　　注　　　　　高

自 平成18年４月 １日

物 流 シ ス テ ム

電 子 機 器

生 産、受 注 及 び 販 売 の 状 況

物 流 シ ス テ ム

電 子 機 器

金　　額 構成比 金　　額 構成比

自 平成19年４月 １日

そ の 他

合 計

平成20年３月期

－ 37 －
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５. 個別財務諸表等 

① 貸借対照表 
 

  
第91期 

(平成19年３月31日) 
第92期 

(平成20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  8,617 12,992   4,374

２ 受取手形 
※３ 
※４ 

3,081 7,644   4,563

３ 売掛金 ※３ 41,850 38,096   △3,753

４ 製品  332 291   △40

５ 原材料  3,622 3,516   △105

６ 仕掛品  37,956 40,922   2,966

７ 前払費用  233 163   △69

８ 繰延税金資産  2,849 2,853   3

９ 短期貸付金  20 14   △6

10 関係会社短期貸付金  716 400   △315

11 未収入金 ※３ 1,152 531   △621

12 その他  323 198   △125

貸倒引当金  △4 △4   ―

流動資産合計  100,752 66.8 107,621 66.5  6,869

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物  11,919 11,974   54

(2) 構築物  1,505 1,398   △107

(3) 機械及び装置  2,832 2,787   △45

(4) 車両及び運搬具  8 6   △2

(5) 工具器具及び備品  840 763   △77

(6) 土地  8,635 8,642   6

(7) 建設仮勘定  446 775   329

有形固定資産合計 ※１ 26,188 17.3 26,348 16.3  159

２ 無形固定資産    

(1) ソフトウェア  839 920   81

(2) ソフトウェア仮勘定  ― 240   240

(3) 施設利用権  3 2   △0

(4) その他  41 41   ―

無形固定資産合計  884 0.6 1,205 0.7  321
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第91期 

(平成19年３月31日) 
第92期 

(平成20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  4,392 3,679   △712

(2) 関係会社株式  12,051 16,427   4,375

(3) 関係会社出資金  1,167 1,167   ―

(4) 長期貸付金  129 122   △7

(5) 従業員長期貸付金  38 31   △6

(6) 関係会社長期 
  貸付金 

 265 250   △15

(7) 破産債権・更生債
  権その他これらに
  準ずる債権   

 7 1   △6

(8) 長期前払費用  1,235 1,123   △111

(9) 繰延税金資産  3,407 2,263   △1,143

(10) 敷金保証金  474 486   12

(11) その他  1,108 1,747   638

投資損失引当金  △910 △287   623

貸倒引当金  △325 △310   15

投資その他の資産
合計 

 23,041 15.3 26,702 16.5  3,660

固定資産合計  50,113 33.2 54,255 33.5  4,141

資産合計  150,866 100.0 161,877 100.0  11,010

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形 ※３ 3,109 2,603   △506

２ 買掛金 ※３ 30,899 26,927   △3,972

３ 短期借入金  ― 1,953   1,953

４ 一年以内に返済予定
  の長期借入金 

 4,000 3,000   △1,000

５ 一年以内に償還予定
  の社債 

 3,000 4,000   1,000

６ 未払金  1,902 1,846   △56

７ 未払費用 ※３ 4,506 5,560   1,054

８ 未払法人税等  2,241 2,276   34

９ 前受金 ※３ 9,225 19,865   10,639

10 設備関係支払手形  397 460   63

11 その他  292 660   367

流動負債合計  59,575 39.5 69,154 42.8  9,579

Ⅱ 固定負債    

１ 社債  4,000 4,000   ―

２ 新株予約権付社債  4,998 4,998   ―

３ 長期借入金  13,000 13,000   ―

４ 長期未払金  2,168 1,338   △829

５ 退職給付引当金  1,776 355   △1,420

６ その他  5 5   ―

固定負債合計  25,948 17.2 23,698 14.6  △2,250

負債合計  85,523 56.7 92,852 57.4  7,329



ファイルファイル 
 

名株式会社ダイフク（6383） 平成20年３月期決算短信 
名: ファイル名 

 
 

― 40 ― 

 

  
第91期 

(平成19年３月31日) 
第92期 

(平成20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 5.0  ―

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 7,023   1

資本剰余金合計  9,028 6.0 9,030 5.5  1

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  422 411   △10

  別途積立金  30,000 30,000   ―

  繰越利益剰余金  10,332 47,755 14,701 52,113   4,368

利益剰余金合計  47,867 31.8 52,225 32.3  4,357

４ 自己株式  △240 △0.2 △286 △0.2  △46

株主資本合計  64,679 42.9 68,993 42.6  4,313

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評価
  差額金 

 726 10   △716

２ 繰延ヘッジ損益  △63 21   84

評価・換算差額等合
計 

 662 0.4 31 0.0  △631

純資産合計  65,342 43.3 69,024 42.6  3.681

負債及び純資産合計  150,866 100.0 161,877 100.0  11,010
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② 損益計算書 

 

  
第91期 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

第92期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20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  171,758 100.0 171,796 100.0  37

Ⅱ 売上原価    

１ 期首製品棚卸高  275 332  56 

２ 当期製品製造原価 
※１ 
※２ 

144,174 142,057  △2,117 

合計  144,449 142,389  △2,060 

３ 期末製品棚卸高  332 291  △40 

４ 棚卸資産廃棄損  ― 144,117 83.9 81 142,179 82.8 81 △1,937

売上総利益  27,641 16.1 29,617 17.2  1,975

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 販売費 
※２ 
※３ 

8,300 8,235  △65 

２ 一般管理費 
※１ 
※２ 
※３ 

7,291 15,592 9.1 7,521 15,757 9.1 229 164

営業利益  12,048 7.0 13,859 8.1  1,810

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息 ※２ 52 95  43 

２ 受取配当金 ※２ 320 357  36 

３ 外国諸税金還付金  ― 162  162 

４ 匿名組合分配金  ― 119  119 

５ その他  69 442 0.3 183 919 0.5 114 476

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息 ※２ 291 358  66 

２ 社債利息  34 32  △1 

３ 為替差損  141 378  236 

４ 付加価値税償却損  ― 135  135 

５ その他  170 638 0.4 107 1,012 0.6 △62 373

経常利益  11,853 6.9 13,766 8.0  1,913
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第91期 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

第92期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20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 
※２
※５ 

612 ―  △612 

２ 投資有価証券売却益  117 ―  △117 

３ 関係会社株式売却益  799 ―  △799 

４ その他  14 1,543 0.9 16 16 0.0 1 △1,527

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産売却損  38 3  △35 

２ 固定資産除却損 ※４ 412 132  △279 

３ 投資有価証券評価損  ― 68  68 

４ 投資損失引当金繰入額  ― 287  287 

５ その他  ― 450 0.3 11 503 0.3 11 52

税引前当期純利益  12,946 7.5 13,280 7.7  334

法人税、住民税 
及び事業税 

 4,230 4,512  282 

法人税等調整額  1,006 5,237 3.0 1,579 6,091 3.5 572 854

当期純利益  7,709 4.5 7,188 4.2  △520
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製造原価明細書 

 

  
第91期 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

第92期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20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  45,227 30.3 41,481 28.1 △3,746

Ⅱ 労務費  14,051 9.4 14,263 9.7 212

Ⅲ 経費  89,995 60.3 91,829 62.2 1,833

(外注費)  (65,248) (43.7) (67,628) (45.8) 2,380

(減価償却費)  (1,189) (0.8) （1,599) (1.1) 409

(その他)  (23,557) (15.8) (22,601) (15.3) △955

当期製造費用  149,275 100.0 147,574 100.0 △1,700

期首仕掛品棚卸高  35,244 37,956  2,711

合計  184,519 185,531  1,011

期末仕掛品棚卸高  37,956 41,147  3,191

他勘定への振替高 ※１ 2,389 2,326  △63

当期製品製造原価  144,174 142,057  △2,117

 

(脚注) 

 

第91期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

第92期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20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 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 
 

※１ 他勘定への振替高は次のとおりであります。 

原材料 839百万円

有形固定資産 18 

販売費及び一般管理費 1,454 

特別損失 13 

合計 2,326 
 

 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 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(注１)   △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(注２)   5,000 △5,000 ― ―

 圧縮積立金の積立(注３)   246 △246 ― ―

 圧縮積立金の取崩(注４)   △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(注１)   △3,171

 当期純利益   7,709

 別途積立金の積立(注２)   ―

 圧縮積立金の積立(注３)   ―

 圧縮積立金の取崩(注４)   ―

 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

（注) １ 平成18年６月の定時株主総会における利益処分及び平成18年11月の取締役の決議に基づく剰余金の配当であります。 

２ 平成18年６月の定時株主総会における利益処分であります。 

３ 当事業年度中の決算処理であります。 

４ 平成18年６月の定時株主総会における利益処分及び当事業年度中の決算処理であります。 
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第92期(自 平成19年４月１日 至 平成20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

事業年度中の変動額     

 剰余金の配当   △2,830 △2,830 △2,830

 当期純利益   7,188 7,188 7,188

 圧縮積立金の取崩   △10 10 ― ―

 自己株式の取得     △47 △47

 自己株式の処分   1 1   1 2

 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 1 ― ― △10 ― 4,368 4,357 △46 4,313

平成20年３月31日残高 8,024 2,006 7,023 9,030 112 7,000 411 30,000 14,701 52,225 △286 68,993

 

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19年３月31日残高 726 △63 662 65,342

事業年度中の変動額   

 剰余金の配当   △2,830

 当期純利益   7,188

 圧縮積立金の取崩   ―

 自己株式の取得   △47

 自己株式の処分   2

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額 
 (純額) 

△716 84 △631 △631

事業年度中の変動額合計 △716 84 △631 3,681

平成20年３月31日残高 10 21 31 69,024
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重要な会計方針 

 

項目 
第91期 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

第92期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20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

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 

    …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 

    …同左 

 

 

 

 

  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 

 ――― 

 

(会計方針の変更) 

  法人税法の改正に伴い、当事業年

度より、平成19年４月１日以降に取

得した有形固定資産について、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。 

  これにより従来の方法によった場

合と比べ、営業利益、経常利益、及

び税引前当期純利益は、それぞれ

38百万円減少しております。 

 ――― 

 

(追加情報) 

  法人税法の改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した資産につい

ては、改正前の法人税法に基づく減

価償却の方法の適用により取得価額

の５％に達した事業年度の翌事業年

度より、取得価額の５％相当額と備

忘価額との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて計上

しております。 

  これにより従来の方法によった場

合と比べ、営業利益、経常利益、及

び税引前当期純利益は、それぞれ

103百万円減少しております。 
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項目 
第91期 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

第92期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

 (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 

 (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 

 (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 
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項目 
第91期 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

第92期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

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満

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 

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満

たしている場合は特例処理を採用

しております。 

また、為替予約については振当

処理の要件を満たしている場合は

振当処理を採用しております。 

 (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 

 (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 
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会計処理の変更 

 

第91期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

第92期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

(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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注記事項 

(貸借対照表関係) 

第91期 
(平成19年３月31日) 

第92期 
(平成20年３月31日) 

※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。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は33,702百万円で

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 

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

 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 

25百万円

  (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 

75百万円

  (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 

102百万円

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

入金に対する保証予約 

30百万円

  (5) MIMATS CO.,LTDの銀行借入金に対する保証予約

436百万円

  (6) 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 

100百万円

  (7) 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 

138百万円

※３ 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 

支払手形 215 

買掛金 3,992 

未払費用 81 

前受金 988 
 

※３ 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。 

受取手形 1,450百万円

売掛金 5,532 

未収入金 120 

支払手形 198 

買掛金 3,758 

未払費用 1,343 

前受金 1,610 
 

※４ 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

※４         ――― 
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(損益計算書関係) 

第91期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

第92期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20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 

6,494百万円

※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 

6,244百万円

※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 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 

固定資産売却益 527 
 

※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 11,736百万円

据付工事費 13,000 

設計・エンジニアリング 
委託費 

1,380 

事務委託費 2,663 

受取利息 23 

受取配当金 287 

支払利息 29 
 

※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 
 

※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 666百万円

給与及び賞与 3,282 

退職給付引当金繰入額 △71 

福利厚生費 632 

旅費交通費 953 

賃借料 197 

減価償却費 81 
 

  (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 
 

  (2) 一般管理費 

役員報酬 678百万円

給与及び賞与 2,160 

退職給付引当金繰入額 △46 

販売手数料 1,676 

研究開発費 1,664 

減価償却費 664 
 

※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 
 

※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 27百万円

機械及び装置 80 

工具器具及び備品 12 

その他撤去費用等 9 
 

※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
 

※５         ――― 
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(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。 

 

第92期（自 平成19年４月１日 至 平成20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） 437,038 31,422 1,975 466,485
 
(注) １ 普通株式の自己株式の増加31,422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1,975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91期 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

第92期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

１株当たり純資産額 577円06銭
 

１株当たり純資産額 609円73銭
 

１株当たり当期純利益金額 68円07銭
 

１株当たり当期純利益金額 63円49銭
 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

66円93銭
 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

62円43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91期 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

第92期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20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) 7,709 7,188 

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― 

普通株式に係る当期純利益(百万円) 7,709 7,188 

普通株式の期中平均株式数(千株) 113,253 113,217 

 

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) 1,933 1,932 

(うち転換社債型新株予約権付社債（千株）) （1,933） （1,932）

 
 

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91期 

（平成19年３月31日) 
第92期 

(平成20年３月31日) 

純資産の部の合計額(百万円) 65,342 69,024 

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 65,342 69,024 

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) 

113,234 113,205 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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比      較

百万円 百万円 百万円

搬送システム 74,326 69,501 △ 4,824

( 内 、 輸 出 ) （ 26,873 ） （ 25,967 ） （ △ 905 ）

保管システム 74,724 75,943 1,219

( 内 、 輸 出 ) （ 32,819 ） （ 30,773 ） （ △ 2,046 ）

物 流 機 器 9,551 12,296 2,744

( 内 、 輸 出 ) （ 50 ） （ 69 ） （ 18 ）

そ    の    他 13,156 14,055 899

(  内 、 輸   出  ) （ 665 ） （ 988 ） （ 323 ）

合          計 171,758 171,796 37

(  内、  輸   出  ) （ 60,409 ） （ 57,798 ） （ △ 2,610 ）

比      較

百万円 百万円 百万円 百万円

搬送システム 80,078 77,748 △ 2,330 42,011

( 内 、 輸 出 ) （ 33,962 ） （ 34,016 ） （ 54 ） （ 22,511 ）

保管システム 71,623 77,479 5,855 53,737

( 内 、 輸 出 ) （ 27,203 ） （ 30,519 ） （ 3,316 ） （ 20,567 ）

物 流 機 器 11,247 11,677 429 2,892

( 内 、 輸 出 ) （ 103 ） （ 160 ） （ 57 ） （ 145 ）

そ    の    他 13,167 13,989 822 3,089

(  内 、 輸   出  ) （ 692 ） （ 984 ） （ 292 ） （ 140 ）

合          計 176,117 180,894 4,776 101,730

(  内、  輸   出  ) （ 61,961 ） （ 65,681 ） （ 3,720 ） （ 43,364 ）

製 品 別 売 上 高 比 較 表

製  品  別  受  注  状  況

物

流

シ

ス

テ

ム

製   品

期   別
平成20年３月期末
受 注 残 高）（

平成20年３月期
19.4. 1から
20.3.31まで）（

平成19年３月期
18.4. 1から
19.3.31まで

）（
平成20年３月期
19.4. 1から
20.3.31まで）

平成19年３月期
18.4. 1から
19.3.31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 藤 木 勝 敏 現 　理　事

大福自動化物流設備（上海）有限公司董事長

大福洗車機（上海）有限公司総経理

２. 新 任 監 査 役 候 補

監 査 役 藤 島 博 現 執 行 役 員 管 理 統 轄 付

３. 退 任 予 定 取 締 役

取締役 相談役 小 泉 純 一 相談役に就任予定

４. 退 任 予 定 監 査 役

監査役（常勤） 尾 﨑 行 雄 株式会社コンテック　社外監査役就任予定

以  上

中国現法統括本部長

役 　員 　の　異 　動

　　(平成２０年６月２７日付予定)

大福自動化物流設備（上海）有限公司董事長

大福洗車機（上海）有限公司総経理
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