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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年3月期 65,606 △4.2 1,269 △54.0 1,215 △52.6 308 △76.9

20年3月期 68,497 4.0 2,759 △25.6 2,566 △35.7 1,337 △42.0

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 ％ ％ ％

21年3月期 6.59 ― 1.7 2.3 1.9
20年3月期 29.49 29.41 8.2 4.8 4.0

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  38百万円 20年3月期  51百万円

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

21年3月期 50,299 17,492 34.4 368.75
20年3月期 55,444 18,777 33.5 395.46

（参考） 自己資本   21年3月期  17,298百万円 20年3月期  18,551百万円

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

21年3月期 1,503 △2,427 63 4,105
20年3月期 4,414 △6,385 3,396 5,051

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― 10.00 10.00 469 33.9 2.7
21年3月期 ― ― ― 5.00 5.00 234 75.9 1.3

22年3月期 
（予想）

― ― ― 5.00 5.00 146.6

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

36,000 2.7 △90 ― 0 ― △130 ― △2.77

通期 74,200 13.1 380 △70.1 500 △58.8 160 △48.1 3.41
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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） 

（注）詳細は、17ページ「連結財務諸表作成のための基本となる事項の変更」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 46,977,832株 20年3月期 46,977,832株

② 期末自己株式数 21年3月期  67,446株 20年3月期  65,894株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

21年3月期 49,030 △7.0 1,029 △48.3 1,208 △40.1 △367 ―

20年3月期 52,693 6.9 1,991 △42.5 2,017 △44.7 910 △54.9

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

21年3月期 △7.84 ―

20年3月期 20.09 20.04

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

21年3月期 45,191 17,209 38.1 366.84
20年3月期 51,252 18,836 36.8 401.52

（参考） 自己資本 21年3月期  17,209百万円 20年3月期  18,836百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

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

15,100 △43.8 △100 ― 0 ― 0 ― 0.00

通期 32,000 △34.7 240 △76.7 420 △65.2 200 ― 4.26
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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の経済は、年度前半では穏やかな景気落ち込みで推移しましたものの、一昨年

   の米国に端を発した金融不安の世界経済への波及や急激な円高の進展による企業収益の大幅な減少、輸出や設備

   投資の減退など、急速に事業環境が悪化し、かつてないほどの厳しいものとなりました。 

    このような経済環境下、当社グループはバッテリーフォークリフト専業の強みに加え、保管・搬送の複合シ 

   ステム技術を生かした商品の提供、また、顧客満足を優先させたサービスの提供など、顧客ニーズに沿った商 

   品開発や販売促進を進めてまいりました。 

    国内・海外向けの三菱重工業㈱へのＯＥＭ供給拡大や年度前半でのロシア向けを中心とした輸出の増加が寄与

   し、上半期は半期ベースで過去 高の売上高を記録しましたが、年度後半以降、輸出の減少と国内の投資抑制の

   影響をうけ、当連結会計期間の売上高は前連結会計年度比4.2％減収の656億６百万円となりました。 

    利益面につきましては、固定費削減を中心とした早めの不況対策を実施しましたが、売上高減少及び年度前半

   からの鉄鋼等材料の値上げなどによる素材費高止まりの影響が大きく、営業利益は前連結会計年度比約半減の12

   億６千９百万円（前連結会計年度比54.0％減益）、経常利益は12億１千５百万円（前連結会計年度比52.6％減 

   益）となりました。また、当社及び連結子会社での固定資産処分損１億５千６百万円を特別損失に計上したこと

   や、国内販売子会社の連結納税制度離脱に伴う繰延税金資産取崩等があり、当期純利益は前連結会計年度比 

   76.9％減益の３億８百万円となりました。       

    セグメント別の売上高および営業利益の状況は次のとおりです。なお、各セグメントの売上高は、セグメ 

   ント間の内部売上高または振替高を含めて記載しております。 

   （産業車両部門）   

    当社主力のバッテリーフォークリフトの国内需要は前連結会計年度比10.2％の減少となり、国内での当社売上

   高は同様に減少しました。また、年度前半でのアジア地域やロシアなどの新規市場への輸出増加やＯＥＭ供給の

   拡大が寄与しましたが年度後半からの国内・海外向けの売上が急速に減少しました。その結果、当部門の売上高

   は518億８千７百万円（前連結会計年度比1.5％減収）となりました。 

    利益面につきましては、売上高減少や円高の影響とともに鉄鋼等材料費アップ分の販売価格転嫁が一部にとど

   まり、営業利益は前連結会計年度比22.7％減益の35億９千３百万円となりました。 

   （物流システム部門） 

    物流システム部門では、大型物件の受注減少や客先都合による延期、キャンセルが発生したこともあり、 

   111億５百万円（前連結会計年度比12.9％減収）の売上高にとどまりました。また、利益面でも売上高減少の影 

   響をうけ、２億９千８百万円（前連結会計年度営業損失１千万円）の営業損失となりました。 

   （その他部門） 

    その他部門では、液晶関係の投資一巡の影響から巻取機製品の売上高が減少となり、当部門の売上高は26億１

   千２百万円（前連結会計年度比15.8％減収）、営業利益は３千９百万円（前連結会計年度比86.9％減益）にとど

   まりました。   

  ②次期の見通し 

     平成22年３月期は非常に厳しい事業環境下での運営となりますが、フォークリフト市場は環境問題の高まり 

   からバッテリー化が進行しており、少子高齢化による物流面での省力化、省人化や物流コスト削減の顧客ニー 

   ズも高まっており、総合物流機器メーカーとしての当社のコア技術が活かせる環境でもあります。 

    また、平成21年４月１日より、三菱重工業㈱との共同出資による国内での統合販社を設立し、営業・サービ 

   ス面でのシナジー効果による業績向上を目指します。 

    具体的には、６ページ ３．経営方針に記載しております中期的な諸施策の注力とともに、短期的には「雇 

   用確保」「赤字回避」の方針に則り、人材再配置や機能別組織改編による人員活用対策、間接材・サービスの 

   一元管理化による経費削減対策、海外調達拡大や外注先選別などによるコスト低減活動の強化対策を実行し、 

   この難局に立ち向かう所存でございます。 

    以上を踏まえ、平成22年３月期の通期連結業績は、売上高742億円（前連結会計年度比13.1％増収）、営業利 

   益３億８千万円（前連結会計年度比70.1％減益）、経常利益５億円（前連結会計年度比58.8％減益）、当期純利

   益１億６千万円（前連結会計年度比48.1％減益）を見込んでおります。 
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（２）財政状態に関する分析 

 ①資産、負債、純資産の状況 

   当連結会計年度における資産総額は502億９千９百万円となり、前連結会計年度より51億４千５百万円減少と

  なりました。これは売上高減少に伴う受取手形及び売掛金の減少、投資有価証券の時価評価による簿価減少など

  によるものです。 

   負債総額は328億６百万円となり、前連結会計年度より38億６千万円減少となりました。これは主に受注高減 

  少に伴う生産高減少により購入額が減少した結果、支払手形及び買掛金が減少したことによるものです。 

   また少数株主持分を除く純資産につきましては、172億９千８百万円となり、前連結会計年度より12億５千３ 

  百万円減少となりました。これは主にその他有価証券評価差額金の減少、為替換算調整勘定の減少によるもので

  す。 

 ②キャッシュ・フローの状況 

   営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益10億３千８百万円、減価償却費28億９百万 

  円、売上債権の増加22億３百万円、仕入債務の減少41億２千９百万円等により15億３百万円の増加（前連結会計

  年度44億１千４百万円の増加）となりました。 

   投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出22億８千７百万円等により24億２千７

  百万円の減少(前連結会計年度63億８千５百万円の減少)となりました。 

   財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金による調達がありましたが、配当金の支払により、６千３

  百万円の増加（前連結会計年度33億９千６百万円の増加）となりました。 

   以上の結果、当連結会計年度の現金および現金同等物の期末残高は、41億５百万円となり前連結会計年度に比

  べ９億４千５百万円減少いたしました。  

  ③キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 自己資本比率：自己資本／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／キャッシュ・フロー 

  インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注）1．いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

     2．株式時価総額は自己株式を除く発行済み株式数をベースに計算しています。 

     3．キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しています。 

     4．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払っている全ての負債を対象として

     います。 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・時期の配当 

 当社は、その期の収益状況に対応し、株主各位への配当の充実と企業基盤確立のための内部留保とのバランスに 

配慮した利益配分を行うことを基本としております。 

 以上の方針に則り、剰余金の配当につきましては、誠に遺憾ではございますが、当期の期末配当金を１株当り５ 

円といたしたく存じます。 

 また、次期の剰余金配当につきましても上記の基本方針を遵守していく予定であります。 

２．企業集団の状況 

 当企業集団は、当社および子会社30社（うち連結子会社28社、持分法適用非連結子会社２社）と関連会社８社（うち

持分法適用会社６社）により構成され、その主な事業は、産業車両・物流システムおよびその他の製品の製造、販売お

よび保守サービス、ソフトウエア開発を営んでいます。 

 企業集団の状況について事業系統図を示すと次のとおりです。 

 （事業系統図） 

  
平成18年 
３月期 

平成19年 
３月期 

平成20年 
３月期 

平成21年 
３月期 

自己資本比率 24.5% 26.8% 33.5% 34.4% 

時価ベースの自己資本比率 79.6% 54.4% 25.1% 20.0% 

キャシュ・フロー対有利子負債比率 2.3年 2.1年 1.7年 5.9年 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 41.8倍 33.8倍 43.6倍 15.3倍 
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 ※１ 三菱重工業㈱及び㈱ジーエス・ユアサ パワーサプライは、当社の主要株主であります。 

 ※２ 平成21年４月１日に、当社の産業車両部門等の国内販売部門を三菱重工業㈱の100％子会社であった三菱重工フ 

    ォークリフト販売㈱に吸収分割し、同社の発行済み株式の66.6％を当社が取得することにより、同社を当社の連

    結子会社に致しました。併せて、平成21年４月１日に同社の商号をニチユＭＨＩフォークリフト㈱に変更してお

    ります。 

 ※３ 大阪ニチユ㈱は、平成21年４月１日に、京滋ニチユ㈱、兵庫ニチユ㈱を吸収合併し、同日商号をニチユＭＨＩ近

    畿㈱に変更しております。 

 ※４ 東京ニチユ㈱は、平成21年４月１日に、茨城ニチユ㈱、千葉ニチユ㈱、埼玉ニチユ㈱を吸収合併し、同日商号を

    ニチユＭＨＩ東京㈱に変更しております。 

 ※５ 中部ニチユ㈱は、平成21年４月１日に、北陸ニチユ㈱を吸収合併し、同日商号をニチユＭＨＩ中部㈱に変更して

    おります。 

 ※６ 九州ニチユ㈱は、平成21年４月１日に、商号をニチユＭＨＩ九州㈱に変更しております。 

３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

   当社グループは、総合物流機器メーカーとしての地位を確保すべく、「物流技術で豊かな社会創りに貢献する」と

 いう理念の下、経営方針として「お客さま満足の追求」「品質向上・先進技術開発へ挑戦」「社会・地球環境への貢

 献」「従業員満足の実現」を掲げ、お客様の目線での提案や多種多様な総合物流機器を提供出来る企業体質の構築を

 実現することにより、すべてのステークホルダーの方々に信頼され、魅力ある企業となるために企業価値の向上へ向

 けた経営活動を進めております。 

（２）目標とする経営指標 

   当社グループは、中期的な目標数値として連結売上高１千億円、連結経常利益率５％の達成を目指しております。

（３）中長期的な会社の経営戦略および会社の対応すべき課題 

  当社グループは、中期目標達成に向けた事業基盤・収益基盤強化の基本戦略に沿った諸施策を実行しております。 

  （中期目標） 

    ・国内フォークリフトシェアー第２位の獲得 

    ・海外事業の拡大 

    ・物流システム事業の拡大 

    ・コンポーネント事業への参入 

  （基本方針別重点施策） 

    (ア)産業車両事業拡大 

    ・三菱重工業㈱との共同出資による統合販社のスムーズな立上げと販売・サービス面でのシナジー効果の早期

     具体化 

    ・三菱重工業㈱との共同開発車の発売 

    ・サービス・中古車事業の改善と拡大 

     (イ)海外事業拡大 

      ・三菱重工業㈱向け等他社向け海外ＯＥＭ事業の拡大 

      ・現地生産化の拡大によるコストの外貨化推進 

      ・三菱重工業㈱との協業による屋内物流機器分野への参入  

   (ウ)物流システム事業拡大 

    ・物流システム専任営業マン制への移行 

    ・当社製品の三菱グループへの拡販 

    ・２４時間サービス体制移行による営・サ一体営業の推進 

   (エ)コンポーネント事業への参入 

    ・当社のコア技術を活かしたコンポーネント部品の他社への供給 

   (オ)商品力・コストダウン力強化 

    ・海外調達や海外生産拡大によるコストの外貨化推進 

    ・三菱重工業㈱サプライヤー活用による資材共同購買推進 

    ・要素開発部門設置による代替素材研究の推進 

   (カ)企業体質強化 

    ・コンプライアンス重視の風土実現 

    ・内部統制システム強化と業務効率化の推進  
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,051 4,105

受取手形及び売掛金 18,139 15,748

リース投資資産 － 1,075

たな卸資産 4,734 －

商品及び製品 － 2,319

仕掛品 － 1,293

原材料及び貯蔵品 － 249

繰延税金資産 887 824

その他 578 410

貸倒引当金 △90 △48

流動資産合計 29,301 25,978

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 13,586 13,901

減価償却累計額 △7,629 △7,992

建物及び構築物（純額） 5,956 5,909

機械装置及び運搬具 24,319 24,003

減価償却累計額 △17,787 △18,433

機械装置及び運搬具（純額） 6,532 5,569

工具、器具及び備品 4,289 4,116

減価償却累計額 △3,767 △3,666

工具、器具及び備品（純額） 522 450

土地 4,273 4,284

リース資産 － 86

減価償却累計額 － △9

リース資産（純額） － 76

建設仮勘定 97 56

有形固定資産合計 17,382 16,347

無形固定資産   

無形固定資産 136 166

投資その他の資産   

投資有価証券 5,924 4,511

長期貸付金 181 283

繰延税金資産 2,022 2,475

その他 532 636

貸倒引当金 △37 △101

投資その他の資産合計 8,623 7,806

固定資産合計 26,142 24,320

資産合計 55,444 50,299
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 17,798 13,139

短期借入金 2,706 3,492

1年内返済予定の長期借入金 4,025 732

未払金 1,374 1,052

未払消費税等 141 209

リース債務 － 213

未払法人税等 208 256

賞与引当金 1,118 982

役員賞与引当金 81 69

受注損失引当金 9 24

設備関係支払手形 132 33

その他 1,123 1,023

流動負債合計 28,718 21,229

固定負債   

長期借入金 792 3,807

リース債務 － 581

繰延税金負債 41 24

退職給付引当金 6,885 6,909

役員退職慰労引当金 223 249

長期預り金 6 6

固定負債合計 7,948 11,577

負債合計 36,667 32,806

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,890 4,890

資本剰余金 3,299 3,299

利益剰余金 8,857 8,696

自己株式 △31 △31

株主資本合計 17,016 16,855

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,487 665

為替換算調整勘定 47 △223

評価・換算差額等合計 1,535 442

少数株主持分 225 194

純資産合計 18,777 17,492

負債純資産合計 55,444 50,299
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 68,497 65,606

売上原価 53,066 52,042

売上総利益 15,430 13,563

販売費及び一般管理費 12,670 12,293

営業利益 2,759 1,269

営業外収益   

受取利息 19 15

受取配当金 64 70

持分法による投資利益 51 38

その他 76 183

営業外収益合計 212 307

営業外費用   

支払利息 100 100

為替差損 183 218

その他 121 42

営業外費用合計 405 361

経常利益 2,566 1,215

特別利益   

固定資産売却益 6 8

投資有価証券売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 12 －

特別利益合計 19 8

特別損失   

固定資産処分損 146 156

投資有価証券評価損 101 8

関係会社整理損 114 －

減損損失 － 21

特別損失合計 362 186

税金等調整前当期純利益 2,223 1,038

法人税、住民税及び事業税 699 514

法人税等調整額 149 186

法人税等合計 848 700

少数株主利益 37 28

当期純利益 1,337 308
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,719 4,890

当期変動額   

新株の発行 2,110 －

新株の発行（新株予約権の行使） 60 －

当期変動額合計 2,170 －

当期末残高 4,890 4,890

資本剰余金   

前期末残高 1,129 3,299

当期変動額   

新株の発行 2,110 －

新株の発行（新株予約権の行使） 59 －

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 2,170 －

当期末残高 3,299 3,299

利益剰余金   

前期末残高 7,923 8,857

当期変動額   

剰余金の配当 △403 △469

当期純利益 1,337 308

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 933 △160

当期末残高 8,857 8,696

自己株式   

前期末残高 △30 △31

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 △31 △31

株主資本合計   

前期末残高 11,742 17,016

当期変動額   

新株の発行 4,221 －

新株の発行（新株予約権の行使） 120 －

剰余金の配当 △403 △469

当期純利益 1,337 308

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 5,273 △160

当期末残高 17,016 16,855
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2,256 1,487

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △768 △821

当期変動額合計 △768 △821

当期末残高 1,487 665

為替換算調整勘定   

前期末残高 △79 47

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 127 △271

当期変動額合計 127 △271

当期末残高 47 △223

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,176 1,535

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △641 △1,093

当期変動額合計 △641 △1,093

当期末残高 1,535 442

少数株主持分   

前期末残高 195 225

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 30 △30

当期変動額合計 30 △30

当期末残高 225 194

純資産合計   

前期末残高 14,114 18,777

当期変動額   

新株の発行 4,221 －

新株の発行（新株予約権の行使） 120 －

剰余金の配当 △403 △469

当期純利益 1,337 308

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △610 △1,124

当期変動額合計 4,663 △1,284

当期末残高 18,777 17,492
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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 2,223 1,038

減価償却費 2,917 2,809

関係会社整理損 114 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △250 △135

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4 △12

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 53 25

退職給付引当金の増減額（△は減少） △170 24

受注損失引当金の増減額（△は減少） 9 15

減損損失 － 21

受取利息及び受取配当金 △84 △85

支払利息 100 100

投資有価証券評価損益（△は益） 101 8

売上債権の増減額（△は増加） △28 2,203

リース投資資産の増減額（△は増加） － △396

たな卸資産の増減額（△は増加） 99 628

リース車両の増加額 △743 －

仕入債務の増減額（△は減少） 1,301 △4,129

未払消費税等の増減額（△は減少） 8 68

前受金の増減額（△は減少） △222 △72

その他 153 △143

小計 5,578 1,967

利息及び配当金の受取額 84 88

利息の支払額 △101 △98

法人税等の支払額 △1,147 △454

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,414 1,503

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △5,924 △2,287

有形固定資産の売却による収入 19 13

投資有価証券の取得による支出 △252 △16

投資有価証券の売却による収入 1 －

短期貸付金の純減額 1 △0

長期貸付けによる支出 △170 △130

その他 △61 △7

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,385 △2,427
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △113 829

長期借入れによる収入 350 3,763

長期借入金の返済による支出 △636 △4,041

リース債務の返済による支出 － △13

株式の発行による収入 4,195 －

自己株式の取得による支出 △1 △0

配当金の支払額 △402 △468

その他 5 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,396 63

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6 △85

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,419 △945

現金及び現金同等物の期首残高 3,632 5,051

現金及び現金同等物の期末残高 5,051 4,105
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

──────  該当事項はありません。 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社数        28社 

主要な連結子会社の名称 

大阪ニチユ㈱  東京ニチユ㈱ 

九州ニチユ㈱  中国ニチユ㈱ 

上海力至優叉車製造有限公司 

１．連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社数        28社 

主要な連結子会社の名称 

大阪ニチユ㈱  東京ニチユ㈱ 

九州ニチユ㈱  中国ニチユ㈱ 

上海力至優叉車製造有限公司 

   なお、ニチユプラントサービス㈱及び

NICHIYU EUROPE B.V.の２社は、当連結会計年度

中に清算手続きが結了したため、当連結会計年度

より連結範囲から除外しています。但し、清算結

了までの損益計算書は連結しています。 

  

(2）主要な非連結子会社名 

㈲千富士オート  ㈱塚本商店 

(2）主要な非連結子会社名 

㈲千富士オート  ㈱塚本商店 

連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社は小規模であり、総資産、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）等は少額であり、かつ全体と

しても連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていな

いため、連結の範囲より除外しています。 

なお、㈱塚本商店は新たに株式を取得したことに

より当連結会計年度から子会社となりました。 

連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社は小規模であり、総資産、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）等は少額であり、かつ全体と

しても連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていな

いため、連結の範囲より除外しています。 

２．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 

(イ)有価証券 

その他有価証券で時価のあるものは、決算日の

市場価格に基づく時価法（評価差額金は全部純

資産直入法により処理、売却原価は移動平均法

により算定）、時価のないものは、移動平均法

による原価法。 

２．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 

(イ)有価証券 

同左 

(ロ)たな卸資産 (ロ)たな卸資産 

製品及び商品・

仕掛品 

当社が保有するフォークリフト

の製品及び仕掛品並びに販売部

品は総平均法による原価法。当

社及び連結子会社が保有するそ

の他の製品・商品及び仕掛品は

個別法による原価法。但し、連

結子会社が保有する修理用部品

については 終仕入原価法。 

商品及び製品 フォークリフトの製品及び仕掛

品並びに販売部品は総平均法に

よる原価法。その他の製品・商

品及び仕掛品は個別法による原

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

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

半製品 総平均法による原価法。 

原材料 移動平均法による原価法又は総

平均法による原価法。 

貯蔵品 移動平均法による原価法又は

終仕入原価法。 

仕掛品 フォークリフトの仕掛品は総平

均法による原価法。その他の仕

掛品は個別法による原価法。 

原材料及び貯

蔵品 

原材料は移動平均法による原価

法又は総平均法による原価法。

貯蔵品は移動平均法による原価

法又は 終仕入原価法。 

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切

り下げの方法）によっています。 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産については定率法によっています。

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い

ます。  

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産（リース資産除く）については定率

法によっています。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

は定額法によっています。リース資産はリース期

間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法に

よっています。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

建物及び構築物 ８～50年 

機械装置及び運搬具 ２～13年 

工具、器具及び備品 ２～10年 

建物及び構築物 ８～50年 

機械装置及び運搬具 ２～13年 

工具、器具及び備品 ２～10年 

リース資産 ４～７年 

無形固定資産については定額法によっています。 

在外連結子会社については、有形・無形固定資産

とも定額法によっています。 

無形固定資産については定額法によっています。 

在外連結子会社については、有形・無形固定資産

とも定額法によっています。 

――――――― なお、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・リース取引の

うち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前

の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います。 

(3）重要な引当金の計上基準 

(イ)貸倒引当金 

債権の貸倒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法により、貸倒懸念債権

等については財務内容評価法によっています。 

(3）重要な引当金の計上基準 

(イ)貸倒引当金 

同左 

(ロ)賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与に充てるため、翌 

連結会計年度に支給される賞与見込額のうち、 

当連結会計年度の負担となる額を計上していま

す。 

(ロ)賞与引当金 

同左 

(ハ)役員賞与引当金 

当社及び国内連結子会社は役員賞与の支出に備

えて、翌連結会計年度における支給見込額のう

ち、当連結会計年度の負担となる額を計上して

います。  

(ハ)役員賞与引当金 

同左 
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  なお、上記の会計処理基準以外は、 近の有価証券報告書（平成20年６月27日提出）における記載から 

 変更がないため開示を省略しております。 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(ニ)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当社は当連結

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、当連結会計年度末において

発生していると認められる額を計上していま

す。 

過去勤務債務については、10年の定額法により

発生した連結会計年度から費用処理を行うこと

としています。 

数理計算上の差異については、10年の定率法に

より発生の翌連結会計年度から費用処理を行う

こととしています。 

国内連結子会社は、退職一時金制度においては

期末自己都合要支給額、年金制度においては直

近の責任準備金の額より年金資産の額を差し引

いた額を計上しています。 

(ニ)退職給付引当金 

同左 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

   

  

 

  

  

（追加情報） 

当社は平成19年8月1日付で、従来の適格退職年

金制度を確定給付企業年金制度（キャッシュバ

ランス型）に移行し、「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）を適用し制度移行の会計処理を実施し

ています。この制度への移行に伴い、過去勤務

債務（益）が277,154千円発生しています。この

結果、当連結会計年度の売上総利益は8,221千円

増加し、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18,477千円増加していま

す。 

 ――――――― 

(ホ)役員退職慰労引当金 

当社は、役員の退職慰労金支給に備えるため、

内規に基づく期末退職慰労金要支給額を計上し

ています。 

(ホ)役員退職慰労引当金 

同左 

(ヘ)受注損失引当金 

受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連

結会計年度末における受注契約に係る損失見込

額を計上しています。 

(ヘ)受注損失引当金 

同左 
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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の変更 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

―――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(1)リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっていま

したが、当連結会計年度より「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会

計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通

常の売買取引に係る会計処理によっています。 

 借主としての所有権移転外ファイナンス・リース取引に

係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間

を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用してい

ます。これによる当連結会計年度の営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益への影響はありません。 

 また、貸主としての所有権移転外ファイナンス・リース

取引については、通常の売買取引に係る会計処理としてリ

ース取引開始日に売上高と売上原価を計上する方法を採用

しています。これにより当連結会計年度の営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ163百万円

増加しています。セグメント情報に与える影響は、当該箇

所に記載しています。 

 なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用して

います。 

―――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(2)重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

 たな卸資産 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従

来、主として個別法または総平均法による原価法によって

いましたが、当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）

が適用されたことに伴い、主として個別法または総平均法

による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）により算定しています。 

 これにより、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益は、それぞれ75百万円減少してい

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

しています。 

――――――  

  

  

  

  

  

  

  

(3)「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に

関する当面の取扱い」の適用 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外

子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告

第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な

修正を行っています。 

 なお、これによる当連結会計年度の営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微です。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

  

（連結株主資本等変動計算書関係） 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加6,606,278株は、新株予約権付社債の権利行使による増加306,278株、 

      第三者割当増資による増加6,300,000株です。 

    ２．普通株式の自己株式の株式数の増加3,386株は、単元未満株式の買取による増加です。 

       ３．普通株式の自己株式の株式数の減少1,558株は、単元未満株式の買増請求に係る売渡による減少です。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

 １．       ――――――  １．受取手形割引高           76百万円 

 
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式        

普通株式  （注）１ 40,371,554 6,606,278 ― 46,977,832 

    合計 40,371,554 6,606,278 ― 46,977,832 

自己株式        

普通株式  （注）２,３ 64,066 3,386 1,558 65,894 

    合計 64,066 3,386 1,558 65,894 

（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6月28日 

定時株主総会 
普通株式 403 10 平成19年3月31日 平成19年6月29日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成20年6月27日 

定時株主総会 
普通株式 469 利益剰余金 10 平成20年3月31日 平成20年6月30日
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当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加3,356株は、単元未満株式の買取による増加です。 

       ２．普通株式の自己株式の株式数の減少1,804株は、単元未満株式の買増請求に係る売渡による減少です。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

 
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式        

普通株式   46,977,832 － － 46,977,832 

    合計 46,977,832 － － 46,977,832 

自己株式        

普通株式  （注）１,２ 65,894 3,356 1,804 67,446 

    合計 65,894 3,356 1,804 67,446 

（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20年6月27日 

定時株主総会 
普通株式 469 10 平成20年3月31日 平成20年6月30日 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成21年6月26日 

定時株主総会 
普通株式 234 利益剰余金 5 平成21年3月31日 平成21年6月29日
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（セグメント情報） 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

  
産業車両部門
（百万円） 

物流システム
部門 

（百万円） 

その他部門 
（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 
52,652 12,743 3,101 68,497 － 68,497 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － － (－)  － 

計 52,652 12,743 3,101 68,497 (－)  68,497 

営業費用 48,002 12,753 2,800 63,556 2,181 65,737 

営業利益又は営業損失 4,649 △10 301 4,941 (2,181)  2,759 

Ⅱ 資産、減価償却費、減

損損失及び資本的支出 
            

資産 33,504 5,176 1,254 39,935 15,508 55,444 

減価償却費 2,775 105 11 2,892 24 2,917 

資本的支出 5,424 116 20 5,560 50 5,610 

  
産業車両部門
（百万円） 

物流システム
部門 

（百万円） 

その他部門 
（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 
51,887 11,105 2,612 65,606 － 65,606 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － － (－) － 

計 51,887 11,105 2,612 65,606 (－) 65,606 

営業費用 48,294 11,403 2,573 62,271 2,064 64,336 

営業利益又は営業損失 3,593 △298 39 3,334 (2,064） 1,269 

Ⅱ 資産、減価償却費、減

損損失及び資本的支出 
            

資産 31,132 4,558 960 36,651 13,648 50,299 

減価償却費 2,667 101 14 2,783 25 2,809 

減損損失 △21 － － △21 － △21 

資本的支出 2,243 45 16 2,305 49 2,355 
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（注）１．事業区分の方法 

当連結グループの事業を、製品・商品の種類別等の類似性を総合的に判断して区分している。 

但し、販売部品は、各事業区分所属の主要な製品・商品に使用された保守販売部品にそれぞれ所属させており

ます。 

２．各事業区分の主要な製品・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、当社の管理部門に係る費用

であります。 

前連結会計年度   2,181百万円 

当連結会計年度   2,064百万円 

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、当社及び連結子会社の余資運用資金

（現預金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び当社の管理部門に係る資産であります。 

前連結会計年度   15,508百万円  

当連結会計年度   13,648百万円  

   ５．会計方針の変更 

  【当連結会計年度】 

  （棚卸資産の評価に関する会計基準）  

   定性的情報・財務諸表等の４．その他（３）②に記載の通り、当連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する

   会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用しています。この変更に伴い、従来の方法によ

   った場合に比べて、当連結会計期間の営業利益は「産業車両部門」が75百万円減少しております。 

  （リース取引に関する会計基準） 

   定性的情報・財務諸表等の４．その他（３）④に記載の通り、当連結会計期間より「リース取引に関する会計

   基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及

   び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認

   会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用しています。この変更に伴い、従来の方法

   によった場合に比べて、当連結会計期間の営業利益は、「産業車両部門」で163百万円増加しております。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

事業区分 主要な製品・商品 

産業車両部門 バッテリーフォークリフト・バッテリー機関車等、同保守販売部品 

物流システム部門 無人搬送システム・自動倉庫等、同保守販売部品 

その他部門 床面清掃機・床面洗浄機・巻取装置等、同保守販売部品 

 
日本 

（百万円） 
その他の地域 
 （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 61,723 6,773 68,497 － 68,497 

(2）セグメント間の内部売上高 

または振替高 
4,640 932 5,573 (5,573) － 

計 66,364 7,705 74,070 (5,573) 68,497 

営業費用 61,486 7,642 69,129 (3,391) 65,737 

営業利益 4,878 62 4,941 (2,181) 2,759 

Ⅱ．資産 39,461 3,599 43,060 12,383 55,444 
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当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

（注）１．本邦以外の各セグメントの売上高及び資産が連結売上高及び連結資産の10％未満であるため、国又は地域ごと

のセグメントを区分していません。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の主な内訳は次のとおりです。 

その他の地域─────中国、シンガポール 

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、当社の管理部門に係る費

用です。 

前連結会計年度   2,181百万円 

当連結会計年度   2,064百万円 

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、当社及び連結子会社の余資運用資金

（現預金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び当社の管理部門に係る資産です。 

前連結会計年度   15,508百万円 

当連結会計年度   13,648百万円 

  ５．会計方針の変更 

 【当連結会計年度】 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

  定性的情報・財務諸表等の４．その他（３）②に記載の通り「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」に記載の通り、当連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準  

  第９号 平成18年７月５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、 

  営業利益が「日本」65百万円、「その他の地域」10百万円減少しております。 

 （リース取引に関する会計基準） 

  定性的情報・財務諸表等の４．その他（３）④に記載の通り、当連結会計期間より「リース取引に関する  

  会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日  

  日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年 

  １月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））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、当連結会計期間の営業利益は「日本」で163百万円 

  増加しております。 

ｃ．海外売上高 

（注）１．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

２．各セグメントの売上高が連結売上高の10％未満であるため国又は地域ごとのセグメントに区分していません。

 
日本 

（百万円） 
その他の地域 
 （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 58,439 7,166 65,606 － 65,606 

(2）セグメント間の内部売上高 

または振替高 
4,187 795 4,983 (4,983) － 

計 62,627 7,962 70,589 (4,983) 65,606 

営業費用 59,500 7,755 67,256 (2,918) 64,337 

営業利益 3,126 206 3,333 (2,064) 1,269 

Ⅱ．資産 35,231 3,423 38,655 11,643 50,299 

  
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 9,246 9,178 

Ⅱ 連結売上高（百万円） 68,497 65,606 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
13.5 14.0 
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（１株当たり情報） 

 （注）１株当たり当期純利益金額、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、以下のとおりです。

 （上記以外の注記事項） 

  リース取引、関連当事者との取引、デリバティブ取引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いる。 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

１株当たり純資産額 395円46銭

１株当たり当期純利益金額  29円49銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 29円41銭

１株当たり純資産額 368円75銭

１株当たり当期純利益金額   6円59銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

については、潜在株式が存在していないため記載し

ていない。 

  
前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21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） 1,337 308 

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） 1,337 308 

期中平均株式数（千株） 45,338 46,911 

      

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) － － 

普通株式増加数（千株） 119 － 

（うち新株予約権付社債） (119) － 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

―――――― ――――――  
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（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

―――――― 当社は平成21年２月５日開催の取締役会において、当社

の産業車両部門等の国内販売部門を三菱重工フォークリフ

ト販売株式会社（以下、「重工販売」）に吸収分割（以

下、「本件分割」）することを決議し、同日付で重工販売

との間で吸収分割契約を締結しました。当該吸収分割契約

に基づき、平成21年４月１日にこれを実行しました。当社

は、本件分割に際して重工販売の株式を新たに取得し、そ

の結果同社の発行済み株式の66.6％を取得することとな

り、同社を連結子会社とします。 

併せて、平成21年４月１日に、重工販売の商号を「ニチユ

ＭＨＩフォークリフト株式会社」に変更しました。 

 １．吸収分割の目的 

   当社及び重工販売の保有する経営資源を相互補完的

  に活用すると共に、両社の強みを活かし 大限のシナ 

  ジー効果を創出し、また、成長の加速と通じて、顧客 

  価値・株主価値の創造を目指します。 

 ２．会社分割する事業内容 

   フォークリフトを主とする産業車両部門や物流シス 

  テム部門などの国内販売部門（保守販売部品含む） 

 ３．会社分割の形態 

   当社を分割会社、重工販売を吸収分割承継会社とす 

  る分社型吸収分割です。なお、本件分割は簡易分割で 

  あるため、当社については株主総会の承認を得ずに実 

  施しています。 

 ４．会社分割に係る承継会社の概要 

(1）商号 

  ニチユＭＨＩフォークリフト株式会社 

  （平成21年４月１日に「三菱重工フォークリフト販

   売株式会社」から商号変更） 

(2）本店の所在地 

  京都府長岡京市東神足２丁目１番１号 

  （平成21年４月１日に「東京都品川区西五反田７丁

   目25番５号」から移転） 

(3）代表者の名称 

  代表取締役社長 灰崎 恭一 

  （平成21年４月１日就任） 

(4）資本金の額 

  300百万円 

(5）事業内容 

  フォークリフト等物流機器の販売・保守サービス 

 ６．会計処理の概要 

   「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会）、 

  「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７ 

  号）、及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基 

  準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10 

  号）に基づき、「逆取得となる吸収分割」として、連 

  結上はパーチェス法による会計処理を実施します。 
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,452 1,982

受取手形 3,275 2,454

売掛金 20,159 17,078

半製品 2 －

商品及び製品 596 685

仕掛品 1,413 1,128

原材料及び貯蔵品 233 249

前払費用 24 31

繰延税金資産 599 311

未収入金 505 857

関係会社短期貸付金 617 791

1年内回収予定の関係会社長期貸付金 1,465 1,437

その他 141 150

貸倒引当金 △863 －

流動資産合計 31,624 27,157

固定資産   

有形固定資産   

建物 8,695 8,718

減価償却累計額 △4,916 △5,169

建物（純額） 3,779 3,549

構築物 1,220 1,225

減価償却累計額 △822 △847

構築物（純額） 397 378

機械及び装置 8,352 8,266

減価償却累計額 △5,799 △6,007

機械及び装置（純額） 2,552 2,258

車両運搬具 429 395

減価償却累計額 △298 △303

車両運搬具（純額） 130 92

工具、器具及び備品 3,925 3,769

減価償却累計額 △3,499 △3,408

工具、器具及び備品（純額） 426 361

土地 1,321 1,321

リース資産 － 15

減価償却累計額 － △2

リース資産（純額） － 13

建設仮勘定 3 51

有形固定資産合計 8,611 8,025
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

無形固定資産   

無形固定資産 35 73

投資その他の資産   

投資有価証券 5,182 3,830

関係会社株式 373 705

出資金 17 17

関係会社出資金 868 848

長期貸付金 170 273

従業員に対する長期貸付金 0 0

関係会社長期貸付金 2,591 2,236

長期前払費用 2 2

繰延税金資産 1,726 1,974

その他 55 52

貸倒引当金 △6 △6

投資その他の資産合計 10,981 9,934

固定資産合計 19,628 18,034

資産合計 51,252 45,191

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,701 1,758

買掛金 12,553 9,607

短期借入金 2,058 2,626

1年内返済予定の長期借入金 3,946 649

リース債務 － 6

未払金 2,029 2,065

未払消費税等 － 104

未払費用 208 189

未払法人税等 42 193

前受金 87 29

預り金 1,317 520

賞与引当金 501 429

役員賞与引当金 62 51

受注損失引当金 10 29

設備関係支払手形 130 32

流動負債合計 25,648 18,293

固定負債   

長期借入金 664 3,615

リース債務 － 22

退職給付引当金 5,873 5,796

役員退職慰労引当金 223 249
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

その他 6 6

固定負債合計 6,766 9,689

負債合計 32,415 27,982

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,890 4,890

資本剰余金   

資本準備金 3,299 3,299

その他資本剰余金 － －

資本剰余金合計 3,299 3,299

利益剰余金   

利益準備金 440 440

その他利益剰余金   

買換資産圧縮積立金 255 245

特別償却準備金 16 11

別途積立金 330 330

繰越利益剰余金 8,177 7,354

利益剰余金合計 9,220 8,382

自己株式 △30 △30

株主資本合計 17,379 16,542

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,457 667

評価・換算差額等合計 1,457 667

純資産合計 18,836 17,209

負債純資産合計 51,252 45,191
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 52,693 49,030

売上原価   

商品及び製品期首たな卸高 581 596

当期製品製造原価 31,591 30,791

当期商品仕入高 10,173 8,511

合計 42,345 39,899

他勘定振替高 396 42

商品及び製品期末たな卸高 596 685

売上原価合計 41,353 39,171

売上総利益 11,339 9,859

販売費及び一般管理費 9,348 8,829

営業利益 1,991 1,029

営業外収益   

受取利息 83 82

受取配当金 120 78

固定資産賃貸料 69 73

その他 67 100

営業外収益合計 341 333

営業外費用   

支払利息 83 84

為替差損 172 53

その他 60 16

営業外費用合計 316 154

経常利益 2,017 1,208

特別利益   

貸倒引当金戻入額 43 14

その他 25 －

特別利益合計 68 14

特別損失   

固定資産処分損 120 119

関係会社清算に伴う貸倒損失 106 －

関係会社株式評価損 109 455

関係会社出資金評価損 － 20

投資有価証券評価損 90 1

特別損失合計 426 596

税引前当期純利益 1,659 625

法人税、住民税及び事業税 407 380

法人税等調整額 341 613

法人税等合計 748 993

当期純利益又は当期純損失（△） 910 △367
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,719 4,890

当期変動額   

新株の発行 2,110 －

新株の発行（新株予約権の行使） 60 －

当期変動額合計 2,170 －

当期末残高 4,890 4,890

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,129 3,299

当期変動額   

新株の発行 2,110 －

新株の発行（新株予約権の行使） 59 －

当期変動額合計 2,170 －

当期末残高 3,299 3,299

その他資本剰余金   

前期末残高 0 －

当期変動額   

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 － －

資本剰余金合計   

前期末残高 1,129 3,299

当期変動額   

新株の発行 2,110 －

新株の発行（新株予約権の行使） 59 －

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 2,170 －

当期末残高 3,299 3,299

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 440 440

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 440 440

その他利益剰余金   

買換資産圧縮積立金   

前期末残高 268 255
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の取崩 △13 △9

当期変動額合計 △13 △9

当期末残高 255 245

特別償却準備金   

前期末残高 21 16

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △5 △4

当期変動額合計 △5 △4

当期末残高 16 11

別途積立金   

前期末残高 330 330

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 330 330

繰越利益剰余金   

前期末残高 7,651 8,177

当期変動額   

圧縮積立金の取崩 13 9

特別償却準備金の取崩 5 4

剰余金の配当 △403 △469

当期純利益又は当期純損失（△） 910 △367

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 525 △823

当期末残高 8,177 7,354

利益剰余金合計   

前期末残高 8,712 9,220

当期変動額   

圧縮積立金の取崩 － －

特別償却準備金の取崩 － －

剰余金の配当 △403 △469

当期純利益又は当期純損失（△） 910 △367

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 507 △837

当期末残高 9,220 8,382

自己株式   

前期末残高 △29 △30

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 0
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 △30 △30

株主資本合計   

前期末残高 12,532 17,379

当期変動額   

新株の発行 4,221 －

新株の発行（新株予約権の行使） 120 －

剰余金の配当 △403 △469

当期純利益又は当期純損失（△） 910 △367

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 4,847 △837

当期末残高 17,379 16,542

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2,192 1,457

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △735 △790

当期変動額合計 △735 △790

当期末残高 1,457 667

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,192 1,457

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △735 △790

当期変動額合計 △735 △790

当期末残高 1,457 667

純資産合計   

前期末残高 14,725 18,836

当期変動額   

新株の発行 4,221 －

新株の発行（新株予約権の行使） 120 －

剰余金の配当 △403 △469

当期純利益又は当期純損失（△） 910 △367

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △735 △790

当期変動額合計 4,111 △1,627

当期末残高 18,836 17,209
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

重要な会計方針 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

──────  該当事項はありません。 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

製品………フォークリフト及び販売部品は総平均法に

よる原価法 

その他は個別法による原価法 

商品………個別法による原価法 

半製品……総平均法による原価法 

仕掛品……フォークリフトは総平均法による原価法 

その他は個別法による原価法 

原材料……移動平均法又は総平均法による原価法 

貯蔵品……移動平均法による原価法又は最終仕入原価

法 

１．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

商品及び製品……フォークリフトの製品及び販売部品

は総平均法による原価法。その他は

個別法による原価法。  

仕掛品……………フォークリフトは総平均法による原

価法。その他は個別法による原価

法。 

原材料及び貯蔵品……原材料は移動平均法又は総平均 

  法による原価法。貯蔵品は移動 

  平均法による原価法又は最終仕 

  入原価法。 

なお、評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切

下げの方法)によっています。 

２．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日以後取得した建

物（建物附属設備を除く）については、定額法）に

よっています。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

建物 ８～50年 

構築物 10～45年 

機械及び装置 11年 

車両及び運搬具 ２～７年 

工具器具備品 ２～10年 

 

(2）無形固定資産 

  定額法によっています。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

――――――― (3）リース資産 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっています。 

なお、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・リース取引の

うち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前

の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います。 
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会計処理方法の変更 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準 

(1）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、

当事業年度末において発生していると認められる額

を計上しております。      

過去勤務債務については、10年の定額法により発生

した事業年度から費用処理を行うこととしている。 

数理計算上の差異については、10年の定率法により

発生の翌事業年度から費用処理を行うこととしてお

ります。 

(1）退職給付引当金 

同左 

  

  

  

  

  

（追加情報） 

平成19年８月１日付で、従来の適格退職年金制度を

確定給付企業年金制度（キャッシュバランス型）に

移行し、「退職給付制度間の移行に関する会計処

理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用し制度

移行の会計処理を実施しています。この制度への移

行に伴い、過去勤務債務（益）が277百万円発生して

います。このため、売上総利益は８百万円増加し、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞ

れ18百万円増加しております。 

――――――― 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

―――――― (1)リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっていま

したが、当事業年度より「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取

引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制

度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通常の

売買取引に係る会計処理によっています。 

 借主としての所有権移転外ファイナンス・リース取引に

係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間

を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用してい

ます。これによる当事業年度の営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益への影響はありません。 

 なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用して

おります。 
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注記事項 

（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加3,386株は、単元未満株式の買取りによる増加です。 

    ２．普通株式の自己株式の株式数の減少1,558株は、単元未満株式の買増請求に係る売渡による減少です。 

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加3,356株は、単元未満株式の買取りによる増加です。 

    ２．普通株式の自己株式の株式数の減少1,804株は、単元未満株式の買増請求に係る売渡による減少です。 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

――――――  (2)重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

 たな卸資産 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従

来、主として個別法または総平均法による原価法によって

いましたが、当事業年度より「棚卸資産の評価に関する会

計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適

用されたことに伴い、主として個別法または総平均法によ

る原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法）により算定しています。 

 これにより、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益は、それぞれ48百万円減少しております。 

 
前事業年度末 
株式数（株） 

当事業年度増加 
株式数（株） 

当事業年度減少 
株式数（株） 

当事業年度末 
株式数（株） 

普通株式（注）１，２ 62,066 3,386 1,558 63,894 

合計 62,066 3,386 1,558 63,894 

 
前事業年度末 
株式数（株） 

当事業年度増加 
株式数（株） 

当事業年度減少 
株式数（株） 

当事業年度末 
株式数（株） 

普通株式（注）１，２ 63,894 3,356 1,804 65,446 

合計 63,894 3,356 1,804 65,446 
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（１株当たり情報） 

 （注）１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失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。 

（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 401円52銭

１株当たり当期純利益金額  20円09銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 20円04銭 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 366円84銭

１株当たり当期純損失金額 ７円84銭

  
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円） 910 △367 

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） 910 △367 

期中平均株式数（千株） 45,341 46,913 

      

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) － － 

普通株式増加数（千株） 119 － 

（うち新株予約権付社債） （119） （－） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 

―――――― ――――――  

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

――――――  24ページ 連結注記事項（重要な後発事象）をご参照願 

 います。 
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６．その他 

(1）役員の異動 

１． 代表者の異動 

  該当事項なし 

２． その他役員の異動（２００９年６月２６日付） 

  ① 退任予定取締役 

     天野 昭雄 （現 取締役 

              ニチユＭＨＩフォークリフト㈱取締役会長、ニチユＭＨＩ東京㈱取締役会長） 

     渡邊 雄一郎（現 常務取締役 海外担当  

              海外事業部長） 

     仲上 皖造 （現 常務取締役 生産・技術・品質保証担当  

              フォークリフト生産本部長兼京都工場長） 

     青野 利泰 （現 常務取締役 経理・J-SOX担当 

                 ニチユＭＨＩフォークリフト㈱監査役） 

     吉田 雄彦 （現 社外取締役） 

  ② 退任予定監査役 

      該当事項なし    

  ③ 新任予定取締役  

     二ノ宮 秀明（現 顧問） 

     保田 和男 （現 執行役員 フォークリフト生産本部資材部長） 

     菱川  明 （現 三菱重工業㈱ 執行役員 汎用機・特車事業本部長） 

   ※菱川  明氏は、社外取締役の候補者であります。   

  ④ 新任予定監査役 

     該当事項なし   

  ⑤ 補欠監査役予定者 

     赤木 謙二（現 大日本塗料㈱常勤監査役） 

３． 昇任（２００９年６月２６日付） 

  専務取締役 二ノ宮 秀明（現 顧問） 
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