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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 242,182 4.6 15,015 △27.4 14,882 △27.9 7,851 △34.0

20年3月期 231,619 △0.5 20,677 9.8 20,628 11.6 11,893 4.5

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 70.29 69.09 9.6 7.1 6.2
20年3月期 105.05 103.29 14.7 9.9 8.9

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  45百万円 20年3月期  ―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 194,727 82,810 40.9 718.68
20年3月期 222,386 88,709 38.0 746.59

（参考） 自己資本  21年3月期  79,548百万円 20年3月期  84,517百万円

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 △8,425 △6,900 16,189 27,902
20年3月期 21,235 △6,341 △3,531 31,215

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 ― 16.00 26.00 2,943 24.8 3.6
21年3月期 ― 10.00 ― 16.00 26.00 2,877 37.0 3.5

22年3月期 
（予想）

― 10.00 ― 10.00 20.00 110.7

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

77,000 △38.8 △500 ― △800 ― 0 △100.0 ―

通期 170,000 △29.8 3,000 △80.0 2,400 △83.9 2,000 △74.5 18.07
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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重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（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。 

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 113,671,494株 20年3月期 113,671,494株

② 期末自己株式数 21年3月期 2,984,630株 20年3月期 466,485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 167,590 △2.4 10,753 △22.4 9,752 △29.2 5,196 △27.7

20年3月期 171,796 0.0 13,859 15.0 13,766 16.1 7,188 △6.8

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 46.53 45.74
20年3月期 63.49 62.43

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 154,034 68,744 44.6 621.07
20年3月期 161,877 69,024 42.6 609.73

（参考） 自己資本 21年3月期  68,744百万円 20年3月期  69,024百万円

※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予想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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、
３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

2



  

 

１．経営成績 

(１) 経営成績に関する分析 

・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の金融危機が瞬

く間に実体経済を直撃し、輸出立国の日本やアジア各国も巻き込んで世界同時不況に突入いたしました。 

当業界におきましても、お客さまの設備投資の抑制が表面化し、特に第３四半期以降はその影響が顕著となり、

経営成績に大きな影響を及ぼしております。 

当社グループにおきましても、売上は主力の物流システム部門が期初からの受注残に支えられたことにより堅

調に推移したものの、受注は各事業とも期初計画を下回りました。この結果、受注高は2,120億17百万円（前期比

13.0％減）、売上高は2,421億82百万円（前期比4.6％増）を計上しました。なお、受注高には平成19年末に株式を

100％取得した米国Jervis B. Webb Company（以下ウェブ社）の平成19年12月期末受注残高185億43百万円を含ん

でおります。利益面では、景況悪化の影響を受けて電子機器事業で営業損失を計上したほか、物流システム部門

も第３四半期以降の受注採算の悪化、受注減少による工場操業度の低下などにより、営業利益は150億15百万円（前

期比27.4％減）にとどまりました。また、手元資金を厚くするため有利子負債を増やしたことによる支払利息増

などにより、経常利益は148億82百万円（前期比27.9％減）を、小牧地区再開発などによる固定資産除却損や株安

に伴う投資有価証券評価損を特別損失として計上したため、当期純利益は78億51百万円（前期比34.0％減）を計

上するにとどまりました。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

① 物流システム事業 

受注面では、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は、IT・流通・医薬

卸業界向けなどの大型案件がおおむね堅調だったものの、第３四半期からは中小型案件や機器商品が景況悪

化の影響を強く受けることとなりました。自動車業界向けの生産ライン搬送システム事業は、11月以降に設

備投資計画の延期が相次ぎ、また、国内およびアジア地域におけるエレクトロニクス業界向けクリーンルー

ム内の搬送・保管システム事業も、第３四半期以降新規設備投資が延期や見直しとなる状況となりました。

一方、北米を中心とするウェブ社事業は、空港手荷物搬送システムの受注拡大、および無人搬送車（AGV）の

引き合い増加が今後期待を持てる状況になっています。 

売上面は、各事業とも前期末の受注残高をベースに堅調に推移しましたが、期中に受注し期中に売上を計

上する案件については計画を下回る結果となりました。利益面では、サービス事業が順調に進捗したものの、

第３四半期以降の受注減少による工場稼働率の低下などにより、利益率の低下のやむなきに至りました。 

この結果、当事業の受注高は1,949億53百万円（前期比11.4％減）、売上高は2,232億57百万円（前期比7.0％

増）、営業利益は220億50百万円（前期比16.2％減）を計上いたしました。 

② 電子機器事業 

電子機器事業では、販売から技術（開発）・生産・サービスの全てにおいて抜本的な「構造改革」に取り組

み、グローバル商品主体のビジネス方向への転換に加え、顧客ニーズに対応したビジネスモデルの構築に取

り組んでおり、顧客からの引合い案件数が倍増するなど、確実に改革の成果が出始めておりますが、景気の

急速な悪化に伴う、製造業全体の設備投資減少の影響を強く受け、受注・売上ともに減少いたしました。 

この結果、当事業の受注高は63億97百万円（前期比36.7％減）、売上高は77億11百万円（前期比24.4％減）、

利益面では営業損失として４億67百万円（前期比10億57百万円減)を計上のやむなきにいたりました。 

③ その他事業 

主要製品の洗車機では、環境対応と経済性の両立を差異化のポイントとして全モデルへの節水機能搭載を

推進しており、ドライブスルータイプでは納入の８割近くが節水型で、低騒音機能を組み込んだ洗車機も増

えるなど、「エコ洗車機のダイフク」のイメージが着実に浸透しています。しかしながら、第３四半期に入っ
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て、ガソリンスタンド、カーディーラーの両市場ともに、景況悪化の影響を強く受け、受注・売上ともに全

国的に減少傾向となりました。 

この結果、当事業の受注高は106億66百万円(前期比21.2％減)、売上高は112億13百万円（前期比12.5％減）、

営業利益は５億45百万円（前期比39.8％増）を計上するにとどまりました。 

 

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

① 国内 

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IT・流通・医療品向けなどの

大型案件の売上が順調に計上され、また自動車生産ラインの搬送システム事業は、第２四半期までに大型案

件や連休を利用した改造工事が業績に寄与したことにより、物流システム事業が堅調に推移しました。売上

高は1,693億35百万円（前期比3.6％減）となり、営業利益は203億39百万円（前期比9.0％減）となりま

した。 

② 在外 

北米では、自動車業界向けをはじめとして急激な投資減速の影響を受けましたが、ウェブ社の事業が加わ

ったことで、事業全体の枠組みが拡大しました。アジアでは、自動車生産ラインの搬送システム事業では中

国向け、またエレクトロニクス業界向けクリ－ンル－ム内の搬送・保管システム事業では、韓国・台湾向け

を中心として展開、なかでも液晶パネル工場向けの大型システムを相次いで納入しました。ヨーロッパ地域

は、北欧のスーパー向け保管・搬送システムが寄与しました。売上高は 728 億 46 百万円(前期比 30.0％増)

となり、営業利益は17億88百万円(前期比63.9％減)を計上しました。 

 

・次期の見通し 

次期の見通しにつきましては、昨今の急激な事業環境の悪化により厳しい展開となると見込んでおります。業

績のベースとなる受注残高が前期に比べて約24％減少したことに加え、期中に受注する案件の減少も避けられな

い見通しによるものです。 

主力の物流システム事業のうち、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は、

流通・医薬卸・食品卸向けなどの大型案件は落ち込みが比較的緩やかなものの、中小型案件は景況悪化の影響が

長引くことが懸念されます。一方、農業向けや太陽電池など成長を持続している分野もあるうえ、自動倉庫を軸

とするサービス事業の底堅さ、海外での売上拡大などが業績に寄与するものと見込まれます。自動車生産ライン

の搬送システム事業は、先進国でほとんどの新規投資が延期されているため、中国など新興国向けの案件に注力

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

ム事業は、半導体・液晶ともに厳しい事業環境が続いていますが、次世代システムの開発を進めながら、市場動

向の好転に備えていきます。ウェブ社の事業は、空港手荷物搬送事業が好調に推移し、ダイフクの自動倉庫とウ

ェブ社が得意とする無人搬送車を組み合わせたシステムの受注も獲得したことから、ダイフクグループとして今

後さらにシナジー効果を発揮できると見ております。 

子会社のコンテックグループによる電子機器事業も、設備投資減少や生産調整による影響で厳しい状態が続い

ているため、既に前期から販売体制をはじめとする構造改革に取り組んでおります。洗車機を主力とするその他

事業も、ガソリンスタンド市場の縮小傾向が続く中、この４月に洗車機とボウリングの販売子会社等を統合する

など、一層の効率化を進めております。 

一方、納入した設備の保守点検、改造、リニューアルなどを手がけるサービス事業、特に自動倉庫を軸とする

ものについては、景況悪化の影響は新規設備投資よりは少なく、業績を下支えする当社ならではの強みとして、

一層の強化を図ってまいります。 

また、平成21年３月期より業務改善委員会を設けて、全社横断的にあらゆる経費の節減ひいては業務効率化に

取り組み、損益分岐点を下げる施策を強力に実行中です。 
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業績に大きな影響を与える要因として、平成22年３月期より、「工事契約に関する会計基準」（以下、進行基準

売上）がスタートします。進行基準売上とは請負契約（プロジェクト）の進捗度に応じて売上および原価を計上

する方法です。これまで当社は、長期請負契約に関する売上の計上は、完成基準売上を採用していましたが、新

しい制度では、一定の条件を満たすものは進行基準売上を適用し、それ以外は完成基準売上を適用することにな

ります。 

次期（平成22年３月期）の業績見通しにつきましては、以上の状況を踏まえて、次の通りとさせていただきま

す。 
 

平成22年３月期の連結通期業績予想 

受注高 1,600億円 (前期比24.5％減)

売上高 1,700億円 (前期比29.8％減)

営業利益 30億円 (前期比80.0％減)

経常利益 24億円 (前期比83.9％減)

当期純利益 20億円 (前期比74.5％減)

 

上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、国内外の経済・競合状況、各種リ

スク要因等の様々な不確定要素により、実際の業績は記載の見通しとは異なる可能性もあります。 

 

(２) 財政状態に関する分析 

①資産、負債および純資産の状況 

当連結会計年度末における総資産は1,947億27百万円(前期比276億59百万円の減少)となりました。これは、

現金及び預金が前連結会計年度に比べて34億55百万円の減少したことと、棚卸資産が183億8百万円減少したこ

とが主な要因であります。 

当連結会計年度末における負債は1,119億16百万円(前期比217億61百万円の減少)となりました。これは支払

手形及び買掛金が前連結会計年度に比べ145億17百万円減少したことと、前受金が135億54百万円減少したこと

が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44億90百万円等により、自己資本比率は40.9％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33億12百万円減少し、279億２

百万円（前年同期は312億15百万円）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、84億25百万円の支出超過（前年同期は212億35百万円の収入超過）となりました。

これは、税金等調整前当期純利益が139億56百万円あったものの、仕入債務が101億96百万円減少したことに加

え、前受金が151億62百万円減少したこと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、69億円の支出超過（前年同期は63億41百万円の支出超過）となりました。これは、

主に本社地区のリニューアルなど有形固定資産の取得による支出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、161億89百万円の収入超過（前年同期は35億31百万円の支出超過）となりました。

これは主に長期借入による収入215億79百万円によるものであります。 
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（参考）キャッシュ･フロー指標のトレンド 

 
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 

平成21年３

月期 

自己資本比率（％） 36.2 37.8 39.6 38.0 40.9

時価ベースの自己資本比率（％） 59.7 120.2 99.2 64.9 30.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 2.6 7.1 39.0 1.6 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 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

負債のうち利息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

のさら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21年３月期の期末配当を16円とさせていただくことを平成21年５月15日開催の取締役会で決定し、中間配

当の10円と合わせ、通期配当を26円とさせていただくことといたしました。また、次期（平成22年３月期）の配

当につきましては、１株当たり年間20円（中間10円、期末10円）を予定しております。 

 

（４）その他報告事項 

① 平成20年７月、本社地区（大阪市西淀川区）のリニューアルが完了しました。本社の耐震補強工事を行うと

ともに、子会社の株式会社ダイフクソフトウェア開発を本社内に移転・集約しました。また、独身者・単身

赴任者が利用する歌島寮も老朽化が進んでいたため、地震に強い建物に建て替えました。 

② 平成20年８月から９月にかけて、自己株式250万株を取得しました。積極的な株主還元の一環として行ったも

ので、取得価額は約21億円。これにより総配分性向は65%近くになりました。 

③ 平成20年10月、タイの現地法人DAIFUKU (THAILAND) LTD.が、ピントン工業団地内で新工場の建設に着手しま

した。平成21年６月に完成の予定。従来のチョンブリ工場が手狭になったことを受け、さらなる現地化によ

るコスト競争力強化、品質アップを図るものです。将来的には、すでに工場のある中国、韓国、台湾を除く

アジア地域向けの中核生産拠点とし、グローバル生産体制を強化します。 

④ 平成20年12月、小牧事業所（愛知県小牧市）が、跡地再開発により流通団地として再スタートしました。自

動倉庫などの工場を滋賀事業所（滋賀県蒲生郡日野町）に平成18年に移転した後、工場跡地の開発を進めて

いたものです。老朽化した当社事務棟を建て替える一方、他社物流センター２棟を誘致して、貴重な土地資

源を有効活用しています。 

⑤ 平成21年３月、韓国において物流システムの販売や工事、サービスを担当するATS CO., LTD.とMIMATS CO., 

LTD.、洗車機の販売、サービスを担当するDAIFUKU CARWASH-MACHINE KOREA INC.の３社を統合し、DAIFUKU KOREA 

CO., LTD.を発足させました。世界的な経済・金融危機による、仕事量の減少、急激なウォン安など厳しい経

営環境の中、経営資源の有効活用、調達窓口の一本化など効率化を図ることにより、事業の強化を図ります。 
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２． 企 業 集 団 の 状 況 

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

物流システム 

当社が製造販売するほか、商社及び販売代理店を通じて販売し、当社が製品の納入先現場における据付工

事を行っております。また、連結子会社である㈱コンテックの企業グループから製品に組み込まれる電子機

器を購入し、また、連結子会社である㈱ダイフクデザインアンドエンジニアリング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10社、関連会社１社に製造委託をしており、これらを含む連結子会社31

社、関連会社３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 

キュービカエーエムエフ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。 
 
 

 

         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 

注） 
ATS CO., LTD.、MIMATS CO.,LTD.、DAIFUKU CARWASH-MACHINE 

KOREA INC.の３社は、平成21年３月31日付けで合併し、社名を

DAIFUKU KOREA CO.,LTDに変更しております。 

 

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. 

○ DAIFUKU (THAILAND) LTD. 

○ ATS CO., LTD.    注 

○ MIMATS CO., LTD.   注 

○ 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分有限公司 

○ 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 キュービカエーエムエフ 

○ DAIFUKU CARWASH-MACHINE KOREA INC.  注 

○ 大福洗車設備（上海）有限公司 

 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 

○ 台湾康泰克股分有限公司 

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 

○ ㈱ダイフク研究・研修センター 

○ ㈱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. 

○ 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. 
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３．経営方針 

 

（１）会社の経営の基本方針 

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

当社は平成20年３月期を初年度とする中期3ヵ年経営計画「Jump up for 2010」で、平成22年３月期に連結売上

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まいりました。現在、最終年度が進行中ですが、昨今の急激な事業環境の悪化により、残念

ながら海外売上高比率は達成の見込みであるものの、連結売上高と営業利益率は、今後策定予定の次期中期３ヵ

年経営計画において挑戦を継続していくこととなりました。 

次期中期３ヵ年経営計画の詳細は第２四半期以降に発表させていただく予定です。 

 

（３）会社の対処すべき課題 

景気の先行きに対する見方は、世界各国の財政出動にもかかわらず、なお底を打ったとは言えない状態であり、

当社グループを取り巻く事業環境、とりわけ設備投資動向は厳しさを増しております。しかしながら、当社の主

要なお客さまである自動車、半導体・液晶、流通業界などの潜在的成長性は、中長期的かつグローバルな視野か

ら見て底堅いと判断しております。従って、平成22年３月期は「次なる新しい飛躍のために、事業体質の強化と

多様化する市場ニーズへの対応」を基本方針として、「真のマテリアルハンドリング世界ナンバーワン」実現の

ための布石を打ってまいります。 

①事業体質の強化 

特に、当社独自の強みとなっているサービス事業に注力します。サービス事業は、長年にわたって獲得してき

たお客さまという貴重な経営資源をベースに、保守点検、改造、リニューアルなど様々な形で長期的に利益を生

み出していくというビジネスモデルを確立しており、新規設備投資が抑えられる中にあっても、設備を稼動させ

ている限りは必要とされるという強みを有しております。従来から戦略的に力を注いできましたが、国内はもと

より海外現法も含めての、さらなる枠組みの拡大、お客さま対応体制の強化、新たな付加価値の創出などに積極

的に取り組んでまいります。 

子会社のコンテックグループにおいては、当社グループの幅広い顧客資産を生かしたグループレベルでの事業

基盤見直し、構造改革にも取り組んでおります。また、この３月には韓国の現地法人を、４月には洗車機とボウ

リングの販売子会社等を統合するなど、一層の効率化を進めております。また、平成21年３月期より業務改善委

員会を設けて、全社横断的にあらゆる経費の節減ひいては業務効率化に取り組み、損益分岐点を下げる施策を実

行中です。原価の低減、仕掛品など目に見えにくい物も含めた資産管理の徹底、内部統制システムの実運用とも

からめた業務の効率化に取り組んでまいります。 

②市場ニーズへの対応 
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お客さまのニーズは、少子高齢化などを背景にした高度な自動化設備に加え、新興国向けにエントリーカー等

の低価格商品を供給するための低コスト設備が求められるなど、非常に多様になっています。そうしたニーズを

現場で丁寧にキャッチして、確実に商品化いたします。 

昨年度まで６年間にわたり、景気拡大の波が続いていました。当社グループはこの波をとらえて、売上は２倍

に、利益も４倍になりました。その原動力になったのが、長年にわたって築き上げてきた独自の先端技術と人材

の厚みです。 

現下の厳しい経済環境においても、当社は研究開発と人材育成に経営資源を投入し、新しい飛躍に備えるステ

ップとします。研究開発においてはハイエンドからローエンドまで、幅広いニーズの実現に取り組みます。人材

開発は、最適・最良のマテハンシステムを世界に提供していくことを主眼として、若手社員を積極的に海外研修

させる一方、海外現地スタッフのレベルアップを図ります。 

また、製品やサービスのSQCDE（安全・品質・コスト・納期・環境）が真にお客さまの要望を満たしているかを

絶えず検証し、現地現物主義に立脚して、グループ力の底上げに取り組みます。既に取得済みの品質と環境に関

するISOの認証に加え、新たに労働安全マネジメントシステム（OHSAS18001）認証を平成21年３月期に国内主要

事業所において取得しました。 

なお当社は、平成18年6月29日開催の当社定時株主総会において株主の皆様のご承認を得て、当社株式の大量取

得行為に関する対応策（以下、旧プラン）を導入いたしましたが、旧プランの有効期間は、平成21年６月26日開

催予定の当社定時株主総会の終結の時までとされています。当社は、旧プランの有効期間の満了を迎えるにあた

り、旧プラン導入後の当社を取り巻く事業環境の変化や実務の動向等さまざまな側面から検討をしてまいりまし

た結果、基本的に旧プランの内容を承継した上で、旧プラン導入後の実務の動向等を踏まえ、いくつかの内容を

改定した上で、更新することを今回の株主総会においてご提案させていただく所存であります。
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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 31,749 28,294

受取手形及び売掛金 62,235 62,715

たな卸資産 53,512 －

商品及び製品 － 3,220

仕掛品 － 24,698

原材料及び貯蔵品 － ※４  7,285

繰延税金資産 4,299 3,651

その他 13,732 ※４  12,617

貸倒引当金 △276 △307

流動資産合計 165,253 142,175

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※４  20,289 ※４  17,055

機械装置及び運搬具（純額） 4,440 ※４  3,950

工具、器具及び備品（純額） 1,305 ※４  1,056

土地 ※４  12,008 ※４  11,523

リース資産（純額） － 292

建設仮勘定 931 ※４  396

その他（純額） 155 116

有形固定資産合計 ※１  39,130 ※１  34,391

無形固定資産   

ソフトウエア － 1,968

のれん 1,714 1,092

その他 ※４  1,988 ※４  1,023

無形固定資産合計 3,703 4,084

投資その他の資産   

投資有価証券 ※３  4,423 ※３  5,192

長期貸付金 423 415

繰延税金資産 4,843 2,901

その他 ※３  4,935 ※３  5,914

貸倒引当金 △326 △347

投資その他の資産合計 14,299 14,075

固定資産合計 57,133 52,551

資産合計 222,386 194,727
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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 42,034 27,437

短期借入金 ※４  6,297 ※４  15,909

1年内償還予定の社債 4,000 －

リース債務 － 60

未払法人税等 3,797 1,773

繰延税金負債 55 57

前受金 22,284 8,730

役員賞与引当金 75 22

工事損失引当金 － 78

その他 21,867 13,018

流動負債合計 100,413 67,088

固定負債   

社債 4,000 10,000

新株予約権付社債 4,998 4,998

長期借入金 14,263 24,509

リース債務 － 207

長期未払金 1,574 561

繰延税金負債 2,283 1,087

退職給付引当金 2,733 1,419

役員退職慰労引当金 78 83

負ののれん 1,060 904

その他 2,272 1,057

固定負債合計 33,264 44,827

負債合計 133,677 111,916

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,024 8,024

資本剰余金 9,030 9,029

利益剰余金 66,587 71,078

自己株式 △286 △2,404

株主資本合計 83,355 85,727

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 127 △387

繰延ヘッジ損益 18 △32

為替換算調整勘定 1,016 △5,758

評価・換算差額等合計 1,162 △6,178

少数株主持分 4,191 3,261

純資産合計 88,709 82,810

負債純資産合計 222,386 194,727
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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 231,619 242,182

売上原価 ※２  182,260 ※２  195,430

売上総利益 49,358 46,752

販売費及び一般管理費   

販売費 ※１  14,650 ※１  16,468

一般管理費 ※１, ※２  14,030 ※１, ※２  15,267

販売費及び一般管理費合計 28,680 31,736

営業利益 20,677 15,015

営業外収益   

受取利息 316 249

受取配当金 86 92

外国諸税金還付金 162 5

匿名組合投資利益 119 －

負ののれん償却額 － 100

受取地代家賃 － 105

その他 398 426

営業外収益合計 1,084 980

営業外費用   

支払利息 440 795

為替差損 411 139

付加価値税償却損 135 －

その他 147 177

営業外費用合計 1,133 1,112

経常利益 20,628 14,882

特別利益   

固定資産売却益 20 69

投資有価証券売却益 239 1

貸倒引当金戻入額 － 28

その他 33 9

特別利益合計 292 109

特別損失   

固定資産売却損 5 8

固定資産除却損 ※３  143 ※３  424

投資有価証券評価損 101 431

減損損失 － ※４  119

過年度損益修正損 56 －

その他 22 52

特別損失合計 328 1,035

税金等調整前当期純利益 20,592 13,956

法人税、住民税及び事業税 6,785 4,324

法人税等調整額 1,335 2,000

法人税等合計 8,120 6,324

少数株主利益又は少数株主損失（△） 578 △219

当期純利益 11,893 7,851
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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 8,024 8,024

当期末残高 8,024 8,024

資本剰余金   

前期末残高 9,028 9,030

当期変動額   

自己株式の処分 1 △1

当期変動額合計 1 △1

当期末残高 9,030 9,029

利益剰余金   

前期末残高 57,577 66,587

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △441

当期変動額   

剰余金の配当 △2,830 △2,918

役員賞与 △11 －

当期純利益 11,893 7,851

連結範囲の変動 △40 －

当期変動額合計 9,010 4,932

当期末残高 66,587 71,078

自己株式   

前期末残高 △240 △286

当期変動額   

自己株式の取得 △47 △2,129

自己株式の処分 1 10

当期変動額合計 △46 △2,118

当期末残高 △286 △2,404

株主資本合計   

前期末残高 74,389 83,355

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △441

当期変動額   

剰余金の配当 △2,830 △2,918

役員賞与 △11 －

当期純利益 11,893 7,851

自己株式の取得 △47 △2,129

自己株式の処分 2 9

連結範囲の変動 △40 －

当期変動額合計 8,965 2,813

当期末残高 83,355 85,727
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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 1,001 127

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △873 △514

当期変動額合計 △873 △514

当期末残高 127 △387

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △60 18

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 78 △51

当期変動額合計 78 △51

当期末残高 18 △32

為替換算調整勘定   

前期末残高 1,896 1,016

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △879 △6,774

当期変動額合計 △879 △6,774

当期末残高 1,016 △5,758

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,837 1,162

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,674 △7,341

当期変動額合計 △1,674 △7,341

当期末残高 1,162 △6,178

少数株主持分   

前期末残高 3,490 4,191

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 700 △929

当期変動額合計 700 △929

当期末残高 4,191 3,261

純資産合計   

前期末残高 80,717 88,709

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △441

当期変動額   

剰余金の配当 △2,830 △2,918

役員賞与 △11 －

当期純利益 11,893 7,851

自己株式の取得 △47 △2,129

自己株式の処分 2 9

連結範囲の変動 △40 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △973 △8,270

当期変動額合計 7,991 △5,456

当期末残高 88,709 82,810
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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 20,592 13,956

減価償却費 3,401 3,930

のれん償却額 159 230

負ののれん償却額 － △100

受取利息及び受取配当金 △403 △341

支払利息 440 795

固定資産除売却損益（△は益） 149 433

投資有価証券売却損益（△は益） △229 △1

売上債権の増減額（△は増加） 3,939 △4,510

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,354 16,926

仕入債務の増減額（△は減少） △7,720 △10,117

前受金の増減額（△は減少） 10,041 △15,162

その他 △4,025 △7,935

小計 27,700 △1,896

利息及び配当金の受取額 402 333

利息の支払額 △441 △752

法人税等の支払額 △6,783 △6,370

その他 356 259

営業活動によるキャッシュ・フロー 21,235 △8,425

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △1,297 △258

定期預金の払戻による収入 1,295 311

固定資産の取得による支出 △3,862 △4,938

固定資産の売却による収入 3 77

投資有価証券の取得による支出 △706 △2,107

投資有価証券の売却による収入 310 13

関係会社株式の取得による支出 ※２  △2,330 △19

貸付金の回収による収入 21 9

その他 224 12

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,341 △6,900

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） △132 2,837

長期借入れによる収入 3,000 21,579

長期借入金の返済による支出 △4,356 △3,979

社債の発行による収入 3,972 5,894

社債の償還による支出 △3,000 △4,000

自己株式の売却による収入 2 9

自己株式の取得による支出 △47 △2,129

配当金の支払額 △2,824 △2,910

その他 △145 △1,113

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,531 16,189

現金及び現金同等物に係る換算差額 △384 △4,194

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 10,978 △3,331

現金及び現金同等物の期首残高 19,969 31,215

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

266 18

現金及び現金同等物の期末残高 ※１  31,215 ※１  27,902
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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 

該当事項はありません。 
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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 
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。 
 

(1)連結子会社 
連結子会社の数   51社 
前連結会計年度において非連結子
会社でありましたForgePro India 
Pvt., Ltd.は重要性が増したため、連
結の範囲に含めております。 
また、前連結会計年度において連結
子会社でありました台灣大福物流科
技股分有限公司は、連結子会社である
台灣大福高科技設備股分有限公司と
合併、株式会社ダイフクボウルモアー
は、連結子会社である株式会社ダイフ
ク キュービカエーエムエフと合併し
たことにより、それぞれ当連結会計年
度において消滅し、前連結会計年度に
おいて連結子会社でありました
Jervis B.Webb Company of Georgia、
The Triax Companyの２社を当連結会
計年度に清算いたしましたので、上記
の連結子会社の数には含めておりま
せん。 

 (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、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。 
 

 

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. 
(新規取得) 
・Chengde Webb Conveyor  
Machinery Co., Ltd. 
(新規取得) 
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。 
 

持分法を適用した関連会社数    
同左 

 

 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。 
 

持分法を適用していない関連会社
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非連結子会社
名 
・ForgePro India Pvt., Ltd. 
 (新規取得) 

――― 
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項目 

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) 

 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 

同左 

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分有限公司、 
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分有限公司、 
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、 
台湾康泰克股分有限公司、 
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、 
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。 
 

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

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分有限公司、 
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、 
台湾康泰克股分有限公司、 
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、 
Jervis B. Webb-China Company, Ltd.、 

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。 
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項目 

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) 

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たな卸資産 
  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たな卸資産 
  イ 製品・仕掛品 
    物流器具 
    …主として移動平均法によ 
     る原価法(収益性の低下に 
     基づく簿価切下げの方法) 
    上記以外のもの 
    …主として個別法による原 
     価法(収益性の低下に基づ 
     く簿価切下げの方法) 

   ロ 原材料 
    …主として移動平均法によ 
     る低価法 

  ロ 原材料 
    …主として移動平均法によ 
     る原価法(収益性の低下に 
     基づく簿価切下げの方法) 
 

  (会計方針の変更) 
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
準委員会 平成18年７月５日 企業会
計基準第９号）を適用しております。
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
期純利益に与える影響は軽微であり
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 
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(リース資産を除く) 

同左 
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項目 

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) 

 (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(リース資産を除く) 
同左 

 

 ――― 

 

 ③リース資産 
  イ 所有権移転ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産 
自己所有の固定資産に適用す
る減価償却と同一の方法 

  ロ 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 
リース期間を耐用年数とし、残
存価格を零とする定額法 
なお、所有権移転外ファイナ
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。 
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項目 

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) 

 (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 
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。 
 

 ②役員賞与引当金 
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 
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役員退職慰労引当金 
同左 

 

 
 

 ⑤工事損失引当金 
――― 
 

 ⑤工事損失引当金 
連結会計年度末において見込まれ

る未引渡工事の損失発生に備えるた
め、見込額に基づき計上しておりま
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) 

 (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。 
 

――― 

 (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。 
 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 
同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 
当連結会計年度にヘッジ会計を適
用したヘッジ手段とヘッジ対象は以
下の通りであります。 
ヘッジ手段 ヘッジ対象 
先物為替予約 外貨建債権債

務及び外貨建
予定取引 
 

金利スワップ 
 

借入金 
 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 
同左 

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

 ③ ヘッジ方針 
同左 

 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 
ヘッジ手段及びヘッジ対象につい
て、毎決算期末に、個別取引毎のヘ
ッジ効果を検証しておりますが、ヘ
ッジ対象の資産又は負債とデリバテ
ィブ取引について、元本・利率・期
間等の条件が同一の場合は、ヘッジ
効果が極めて高いことから本検証を
省略しております。 
 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 
同左 

 

  ⑤ その他リスク管理方法のうち 
   ヘッジ会計に係るもの 
ヘッジ手段の執行・管理について
は、取引権限及び取引限度等を定め
た社内ルールに従い、資金担当部門
が決済担当者の承認を得て行ってお
ります。 
 

 ⑤ その他リスク管理方法のうち 
   ヘッジ会計に係るもの 

同左 

 (7) 消費税等の会計処理方法 
税抜方式によっております。 

 

(7) 消費税等の会計処理方法 
同左 

５ 連結子会社の資産及び 
  負債の評価に関する事 
  項 

連結子会社の資産及び負債の評価
については、全面時価評価法を採用し
ております。 
 

同左 

６ 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 

 
 
 
 

株式会社ダイフク（6383）　平成21年３月期決算短信

22



 

項目 

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) 

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 
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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) 

――― 

 

(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、主として移動平均法による低価法によっておりまし
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」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企
業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、主として
移動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
おります。 

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に与える影響は軽微でありま
す。 

――― 

 

（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） 

 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おります。 

 これにより、当連結会計年度の営業利益は311百万

円、経常利益は286百万円、税金等調整前当期純利益は

323百万円減少しております。 

 また、期首の利益剰余金から441百万円を減算したこ

とに伴い、利益剰余金が同額減少しております。 

 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。 
 

――― 

 

（リース取引に関する会計基準） 

 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

ておりましたが、当連結会計年度より、「リース取引に

関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月

17日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13

号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19

年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を適用し、

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

 また、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

しております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用してお

ります。 

 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に与える影響はありません。 
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表示方法の変更 
 

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) 

(連結貸借対照表関係) 

 「役員賞与引当金」は、前連結会計年度は流動負債の
「その他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計
年度より区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている「役
員賞与引当金」の金額は67百万円であります。 
 

(連結貸借対照表関係) 

１. 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成
20年８月７日内閣府令第50号)が適用となることに伴い、
前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記され
たものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」
「原材料及び貯蔵品」に区分提記しております。 

 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商
品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞ
れ3,400百万円、42,796百万円、7,316百万円であります。

２. 前連結会計年度まで無形固定資産の「その他」に含
めておりました「ソフトウエア」は、金額的重要性が増
したため区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「その他」に含まれる「ソフ
トウエア」は1,346百万円です。 

――― 

 

(連結損益計算書) 

 前連結会計年度まで特別利益の「その他」に含めてお
りました「貸倒引当金戻入額」は、金額的重要性が増し
たため区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「その他」に含まれる「貸倒
引当金戻入額」は25百万円です。 

――― 

 

(連結キャッシュ・フロー計算書) 

 前連結会計年度において「連結子会社株式の追加取得
による支出」として表示しておりましたが、EDINETへの
XBRL導入に伴い財務諸表の比較可能性を向上するため、
当連結会計年度より「関係会社株式の取得による支出」
に含めて表示しております。 

 なお、前連結会計年度の「連結子会社株式の追加取得
による支出」は108百万円であります。 

 

追加情報 
 

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) 

――― 

 

有形固定資産の耐用年数の変更 

 当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法
の改正を契機として有形固定資産の耐用年数を見直し
た結果、当連結会計年度より機械及び装置の耐用年数
の変更を行っております。 
 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198百万円減
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。 
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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20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

※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。 

  

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は40,950百万円
であります。  

２ 偶発債務               (百万円)

(１)従業員の銀行借入金(住宅資
金)に対する保証債務 

25

(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

 

２ 偶発債務               (百万円)

(１)従業員の銀行借入金(住宅資
金)に対する保証債務 

14

(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 

90

 

※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。 

(百万円)

投資有価証券 444

投資その他の資産 
その他(出資金) 

167

 

※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。 

(百万円)

投資有価証券 248

投資その他の資産 
その他(出資金) 

132

 
※４ 担保資産及び担保付債務 

  担保に供している資産         (百万円)

建物 75

その他 51

合計 127

上記のほか、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、平成20年４月９日に全
額解消されております。 

※４ 担保資産及び担保付債務 

  担保に供している資産         (百万円)

建物 268

機械装置及び運搬具 168

その他 142

合計 579

 

 

 

 

  担保付対応債務            (百万円)

短期借入金 446
 

  担保付対応債務            (百万円)

短期借入金 405
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（連結損益計算書関係） 

 

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) 

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 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金
額は次のとおりであります。 

(１)販売費               (百万円)

販売手数料 762

広告宣伝費 240

給与及び賞与 6,393

退職給付引当金繰入額 5

福利厚生費 1,123

旅費交通費 1,538

賃借料 613

減価償却費 129

  

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金
額は次のとおりであります。 

(１)販売費               (百万円)

販売手数料 775

広告宣伝費 450

給与及び賞与 6,953

退職給付引当金繰入額 207

福利厚生費 1,216

旅費交通費 1,558

賃借料 616

減価償却費 205

業務委託料 1,102
  

(２)一般管理費             (百万円)

役員報酬 1,266

給与及び賞与 4,577

退職給付引当金繰入額 1

福利厚生費 522

研究開発費 2,500

減価償却費 946
  

(２)一般管理費             (百万円)

役員報酬 1,208

給与及び賞与 5,015

退職給付引当金繰入額 △121

福利厚生費 496

研究開発費 2,569

減価償却費 1,165

業務委託料 2,661
  

※２ 研究開発費の総額         (百万円) 

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

 

※２ 研究開発費の総額         (百万円) 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる
研究開発費 

8,018

     

※３ 固定資産除却損の主な内訳は次のとおりでありま

す。                 (百万円)

建物及び構築物 35

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 

※３ 固定資産除却損の主な内訳は次のとおりでありま

す。                 (百万円)

建物及び構築物 102

機械装置及び運搬具 139

工具器具及び備品 15

その他撤去費用等 167 

――― ※４ 減損損失 
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失
を計上いたしました。 

場所 用途 種類 

営業権 のれん 

機械装置及び運搬
台湾康泰克股分有
限公司 生産設備 

工具器具及び備品

建物及び構築物 

工具器具及び備品
Contec 
Microelectronics
U.S.A.Inc. 

営業設備 

ソフトウエア 

上記ののれん及び固定資産については、経営環境の著
しい悪化に伴い、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、
当該減少額を減損損失(119百万円)として特別損失に計
上いたしました。減損損失の内訳は、のれん111百万円、
建物及び構築物０百万円、機械装置及び運搬具１百万
円、工具器具及び備品３百万円、ソフトウエア２百万円
であります。なお、回収可能価額については、合理的な
見積もりに基づき算定した正味売却価額により測定し
ております。 
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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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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） 466,485 2,532,876 14,731 2,984,630

(注) １ 普通株式の自己株式の増加2,532,876株は、平成20年８月12日開催の取締役会決議により、会社法第165

条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取得による増加2,500,000株、

単元未満株式の買取りによる増加32,876株によるものであります。 

   ２ 普通株式の自己株式の減少14,731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20年５月16日
取締役会 

普通株式 1,811 16 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年11月13日 
取締役会 

普通株式 1,106 10 平成20年９月30日 平成20年12月８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21年５月15日
取締役会 

普通株式 利益剰余金 1,770 16 平成21年３月31日 平成21年６月29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 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日現在）

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対表
に掲記されている科目の金額との関係 

（平成21年３月31日現在）

（百万円）

現金及び預金勘定 31,749

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △534

現金及び現金同等物 31,215
 

（百万円）

現金及び預金勘定 28,294

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △391

現金及び現金同等物 27,902
     

※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 及びそのグループ会社

12社合計額             (百万円) 

流動資産 15,706

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        (百万円) 

流動資産 615

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 2,189 246 123 2,558 1,512 4,071

(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 6,619百万円

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。 

前連結会計年度 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、前連結会計年度より、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、前連結会計年度の営業費用は、物流システム事

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日以前に取得した有形固定資産については、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、前連結会計年度の営業費用は、物流システム事

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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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) 

 

 
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 223,257 7,711 11,213 242,182 － 242,182

 (2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

93 8,484 3,119 11,697 （11,697） －

計 223,350 16,196 14,333 253,880 （11,697） 242,182

 営業費用 201,300 16,664 13,787 231,752 （4,585） 227,166

 営業利益又は 
営業損失(△) 

22,050 △467 545 22,127 （7,112） 15,015

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損
失及び資本的支出 

  

 (1)資産 131,661 11,562 7,926 151,150 43,576 194,727

 (2)減価償却費 1,980 286 189 2,456 1,473 3,930

 (3)減損損失 － 119 － 119 － 119

 (4)資本的支出 2,141 361 274 2,777 1,836 4,613

(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 7,112百万円

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 48,324百万円

５ 会計方針の変更 

   「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「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利益は、物流システム事

業において284百万円、電子機器事業において15百万円、その他事業において12百万円増加しております。 

６ 耐用年数の変更 

   「追加情報」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法の改正を契機とし

て有形固定資産の耐用年数を見直した結果、当連結会計年度より機械及び装置の耐用年数の変更を行っ

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利益は、物流システム事

業において162百万円、電子機器事業において２百万円、その他事業において２百万円、消去又は全社の

項目において32百万円減少しております。 
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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19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 

在外 

 
日本 

(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、前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日以前に取得した有形固定資産については、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、前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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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) 
 

在外 

 
日本 

(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 

169,335 33,839 32,619 6,388 72,846 242,182 － 242,182

 (2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

11,537 734 5,042 78 5,855 17,393 （17,393） －

計 180,873 34,574 37,661 6,466 78,702 259,575 （17,393）242,182

 営業費用 160,533 33,463 36,941 6,509 76,914 237,447 （10,281）227,166

 営業利益又は 
営業損失(△) 

20,339 1,110 720 △42 1,788 22,127 （7,112） 15,015

Ⅱ 資産 117,158 16,520 26,535 2,611 45,667 162,825 31,901 194,727

(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 会計方針の変更 

   「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「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利益は、北米において48

百万円減少し、アジアにおいて359百万円増加しております。 

５ 耐用年数の変更 

   「追加情報」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法の改正を契機とし

て有形固定資産の耐用年数を見直した結果、当連結会計年度より機械及び装置の耐用年数の変更を行っ

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利益は、日本において166

百万円、消去又は全社の項目において32百万円減少しております。 
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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。 
 

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) 

 

 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 34,131 83,087 9,432 126,650

Ⅱ 連結売上高 － － － 242,182

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高
の割合 

14.1 34.3 3.9 52.3

(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……インドネシア・タイ・台湾・韓国・中国・インド 
(3) その他……イギリス・スペイン・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 746円59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 

103円29銭

１株当たり純資産額 718円68銭

１株当たり当期純利益金額 70円29銭

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額 

69円09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) 11,893 7,851 

 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) 11,893 7,851 

 普通株式の期中平均株式数(千株) 113,217 111,695 

 

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 － － 

  (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) 1,932 1,932 

  (うち転換社債型新株予約権付社債(千株)) （1,932） （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20年３月31日) 

当連結会計年度 

（平成21年３月31日) 

純資産の部の合計額(百万円) 88,709 82,810 

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 4,191 3,261 

 （うち少数株主持分） （4,191） （3,261）

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 84,517 79,548 

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) 

113,205 110,686 
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（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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(その他) 

連結決算 

生産、受注および販売の状況 

 

① 生産実績 

平成20年３月期 

（自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日）

平成21年３月期 

（自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日）

事業の種類別 

セグメントの名称 

金額 構成比 金額 構成比 

 百万円 ％ 百万円 ％ 

物流システム 204,255 87.8 200,824 90.1

電子機器 20,493 8.8 15,336 6.9

その他 7,834 3.4 6,647 3.0

合計 232,583 100.0 222,809 100.0

(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 

受注高 受注残高 

平成20年３月期 

（自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日）

平成21年３月期 

（自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日）

平成21年３月期 

（平成21年３月31日） 

事業の種類別 

セグメントの名称 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

物流システム 220,115 90.3 194,953 92.0 91,679 98.1

電子機器 10,107 4.1 6,397 3.0 571 0.6

その他 13,537 5.6 10,666 5.0 1,174 1.3

合計 243,761 100.0 212,017 100.0 93,426 100.0

(注) １．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 

平成20年３月期 

(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

平成21年３月期 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

事業の種類別 

セグメントの名称 

金額 構成比 金額 構成比 

 百万円 ％ 百万円 ％ 

物流システム 208,616 90.1 223,257 92.2

電子機器 10,194 4.4 7,711 3.2

その他 12,807 5.5 11,213 4.6

合計 231,619 100.0 242,182 100.0

(注) １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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５．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 12,992 16,693

受取手形 ※３  7,644 ※３  5,751

売掛金 ※３  38,096 ※３  44,889

製品 291 －

商品及び製品 － 331

原材料 3,516 －

原材料及び貯蔵品 － 3,777

仕掛品 40,922 23,704

前払費用 163 131

繰延税金資産 2,853 2,904

短期貸付金 14 14

関係会社短期貸付金 400 315

未収入金 ※３  531 ※３  575

その他 198 294

貸倒引当金 △4 △15

流動資産合計 107,621 99,369

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 11,974 11,810

構築物（純額） 1,398 1,355

機械及び装置（純額） 2,787 2,605

車両運搬具（純額） 6 52

工具、器具及び備品（純額） 763 581

土地 8,642 8,709

リース資産 － 177

建設仮勘定 775 110

有形固定資産合計 ※１  26,348 ※１  25,402

無形固定資産   

ソフトウエア 920 1,386

ソフトウエア仮勘定 240 961

施設利用権 2 2

その他 41 41

無形固定資産合計 1,205 2,391

投資その他の資産   

投資有価証券 3,679 4,730

関係会社株式 16,427 15,243

関係会社出資金 1,167 1,217

長期貸付金 122 118

従業員に対する長期貸付金 31 37

関係会社長期貸付金 250 324

長期前払費用 1,123 1,011

繰延税金資産 2,263 1,747

敷金及び保証金 486 564

破産更生債権等 1 39

その他 1,747 2,454

投資損失引当金 △287 △287

貸倒引当金 △310 △330

投資その他の資産合計 26,702 26,871

固定資産合計 54,255 54,665

資産合計 161,877 154,034
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 ※３  2,603 ※３  1,841

買掛金 ※３  26,927 ※３  16,755

短期借入金 1,953 3,195

1年内返済予定の長期借入金 3,000 10,000

1年内償還予定の社債 4,000 －

リース債務 － 39

未払金 1,846 1,536

未払費用 ※３  5,560 ※３  3,860

未払法人税等 2,276 856

前受金 ※３  19,865 7,350

設備関係支払手形 460 79

その他 660 752

流動負債合計 69,154 46,268

固定負債   

社債 4,000 10,000

新株予約権付社債 4,998 4,998

長期借入金 13,000 23,450

リース債務 － 137

長期未払金 1,338 431

退職給付引当金 355 －

その他 5 5

固定負債合計 23,698 39,021

負債合計 92,852 85,290

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,024 8,024

資本剰余金   

資本準備金 2,006 2,006

その他資本剰余金 7,023 7,022

資本剰余金合計 9,030 9,029

利益剰余金   

利益準備金 112 112

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 411 401

別途積立金 30,000 30,000

繰越利益剰余金 14,701 16,990

利益剰余金合計 52,225 54,504

自己株式 △286 △2,404

株主資本合計 68,993 69,152

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10 △375

繰延ヘッジ損益 21 △32

評価・換算差額等合計 31 △408

純資産合計 69,024 68,744

負債純資産合計 161,877 154,034
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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 171,796 167,590

売上原価   

製品期首たな卸高 332 291

当期製品製造原価 ※１, ※２  142,057 ※１, ※２  139,882

合計 142,389 140,173

製品期末たな卸高 291 331

棚卸資産廃棄損 81 34

製品売上原価 142,179 139,876

売上原価合計 142,179 139,876

売上総利益 29,617 27,713

販売費及び一般管理費   

販売費 ※２, ※３  8,235 ※２, ※３  8,903

一般管理費 ※１, ※２, ※３  7,521 ※１, ※２, ※３  8,056

販売費及び一般管理費合計 15,757 16,959

営業利益 13,859 10,753

営業外収益   

受取利息 ※２  95 ※２  58

受取配当金 ※２  357 ※２  170

外国諸税金還付金 162 5

匿名組合投資利益 119 －

受取地代家賃 － 105

助成金収入 － 81

その他 183 65

営業外収益合計 919 487

営業外費用   

支払利息 ※２  358 ※２  509

社債利息 32 62

為替差損 378 760

付加価値税償却損 135 －

その他 107 156

営業外費用合計 1,012 1,488

経常利益 13,766 9,752

特別利益   

固定資産売却益 － 7

貸倒引当金戻入額 － 7

その他 16 0

特別利益合計 16 14

特別損失   

固定資産売却損 3 1

固定資産除却損 ※４  132 ※４  407

投資有価証券評価損 68 400

投資損失引当金繰入額 287 －

子会社株式評価損 － 62

その他 11 0

特別損失合計 503 872

税引前当期純利益 13,280 8,894

法人税、住民税及び事業税 4,512 2,928

法人税等調整額 1,579 769

法人税等合計 6,091 3,697

当期純利益 7,188 5,196

株式会社ダイフク（6383）　平成21年３月期決算短信

41



 

製造原価明細書 
 

  
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) 

区分 
注記 

番号 
金額(百万円) 

構成比 

(％) 
金額(百万円) 

構成比 

(％) 

Ⅰ 原材料費  41,481 28.1 36,102 28.8

Ⅱ 労務費  14,263 9.7 14,213 11.3

Ⅲ 経費  91,604 62.2 74,955 59.8

 （外注費）  (67,403) (45.8) (52,996) (42.3)

 （減価償却費）  (1,599) (1.1) (1,754) (1.4)

 （その他）  (22,601) (15.3) (20,204) (16.1)

  当期総製造費用  147,349 100.0 125,270 100.0

  期首仕掛品棚卸高  37,956 40,922 

合計  185,306 166,193 

  期末仕掛品棚卸高  40,922 23,704 

  他勘定振替高 ※１ 2,326 2,606 

  当期製品製造原価  142,057 139,882 

 

(脚注) 

 

第92期 

(自平成19年４月１日  

 至平成20年３月31日 ) 

第93期 

(自平成20年４月１日  

 至平成21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。 

(百万円) 

原材料 839

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
 

 

※１ 他勘定への振替高は次のとおりであります。 

(百万円) 

 原材料 742

 有形固定資産 1

 販売費及び一般管理費 1,825

 営業外費用 21

 特別損失 15

 合計 2,606
 

 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。 
 なお、原価差額については、期末に合理的な方法による
調整を行ない、棚卸資産、売上原価に配賦しております。

同左 
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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 8,024 8,024

当期末残高 8,024 8,024

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,006 2,006

当期末残高 2,006 2,006

その他資本剰余金   

前期末残高 7,021 7,023

当期変動額   

自己株式の処分 1 △1

当期変動額合計 1 △1

当期末残高 7,023 7,022

資本剰余金合計   

前期末残高 9,028 9,030

当期変動額   

自己株式の処分 1 △1

当期変動額合計 1 △1

当期末残高 9,030 9,029

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 112 112

当期末残高 112 112

その他利益剰余金   

配当準備積立金   

前期末残高 7,000 7,000

当期末残高 7,000 7,000

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 422 411

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △10 △10

当期変動額合計 △10 △10

当期末残高 411 401

別途積立金   

前期末残高 30,000 30,000

当期末残高 30,000 30,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 10,332 14,701

当期変動額   

剰余金の配当 △2,830 △2,918

当期純利益 7,188 5,196

固定資産圧縮積立金の取崩 10 10

当期変動額合計 4,368 2,288

当期末残高 14,701 16,990

利益剰余金合計   

前期末残高 47,867 52,225

当期変動額   

剰余金の配当 △2,830 △2,918

当期純利益 7,188 5,196

当期変動額合計 4,357 2,278

当期末残高 52,225 54,504
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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) 

自己株式   

前期末残高 △240 △286

当期変動額   

自己株式の取得 △47 △2,129

自己株式の処分 1 10

当期変動額合計 △46 △2,118

当期末残高 △286 △2,404

株主資本合計   

前期末残高 64,679 68,993

当期変動額   

剰余金の配当 △2,830 △2,918

当期純利益 7,188 5,196

自己株式の取得 △47 △2,129

自己株式の処分 2 9

当期変動額合計 4,313 159

当期末残高 68,993 69,152

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 726 10

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △716 △385

当期変動額合計 △716 △385

当期末残高 10 △375

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △63 21

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 84 △54

当期変動額合計 84 △54

当期末残高 21 △32

評価・換算差額等合計   

前期末残高 662 31

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △631 △439

当期変動額合計 △631 △439

当期末残高 31 △408

純資産合計   

前期末残高 65,342 69,024

当期変動額   

剰余金の配当 △2,830 △2,918

当期純利益 7,188 5,196

自己株式の取得 △47 △2,129

自己株式の処分 2 9

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △631 △439

当期変動額合計 3,681 △280

当期末残高 69,024 68,744
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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 

該当事項はありません。 
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重要な会計方針 
 

項目 

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 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 たな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 
  …移動平均法による原価法(収益性
   の低下による簿価切下げの方法)
  上記以外のもの 
  …個別法による原価法(収益性の低
   下による簿価切下げの方法) 
(2)原材料 
  …移動平均法による原価法(収益性
   の低下による簿価切下げの方法)
 

  (会計方針の変更) 
当事業年度より、「棚卸資産の評価に
関する会計基準」（企業会計基準委員
会 平成18年７月５日 企業会計基準
第９号）を適用しております。 
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に与
える影響は軽微であります。 
 

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(リース資産を除く) 

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。 
 

――― 
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項目 

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) 

 (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。 
 

――― 

 

 (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(リース資産を除く) 

  自社利用のソフトウェア 
  …同左 
 
  上記以外のもの 
  …同左 
 

 ――― 

 

(3)リース資産 
  イ 所有権移転ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産 
…自己所有の固定資産に適用
する減価償却と同一の方法 

   ロ 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
…リース期間を耐用年数と
し、残存価格を零とする定額
法 
なお、所有権移転外ファイ
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。 

 
 (4)長期前払費用 

  …定額法 
(4)長期前払費用 
  …同左 
 

(1)貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた
め、一般債権については貸倒実績率に
より、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を検討し、回
収不能見込額を計上しております。 
 

(1)貸倒引当金 

同左 

５ 引当金の計上基準 

(2)投資損失引当金 
関係会社等への投資に対する損失に
備えるため、財政状態等を勘案して必
要額を計上しております。 
 

(2)投資損失引当金 
同左 
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項目 

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)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 

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。 
 

――― 

 

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。
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。 
 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
当事業年度にヘッジ会計を適用した
ヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通
りであります。 
ヘッジ手段 ヘッジ対象 
為替予約 外貨建債権債務

及び外貨建予定
取引 

金利スワップ
 

借入金 
 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
同左 

 

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

(3) ヘッジ方針 
同左 

 (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 
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項目 

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) 

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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会計方針の変更 
 

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) 

――― 

 
（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
ておりましたが、当事業年度より、「リース取引に関す
る会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 
最終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号）及び
「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計
基準委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月
30日 企業会計基準適用指針第16号）を適用し、通常の
売買取引に係る会計処理によっております。 
また、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
しております。 
なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、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。 
これによる当事業年度の営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益に与える影響はありません。 
 

 
 
  表示方法の変更 
 

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) 

――― （損益計算書） 

 前会計年度まで特別利益の「その他」に含めておりま
した「貸倒引当戻入額」は、金額的重要性が増したため
区分掲記しております。 

 なお、前会計年度の「その他」に含まれる「貸倒引
当金戻入額」は16百万円です。 
 

 
 

追加情報 
 

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) 

――― 有形固定資産の耐用年数の変更 

 平成20年度の法人税法の改正を契機として有形固定
資産の耐用年数を見直した結果、当事業年度より機械
及び装置の耐用年数の変更を行っております。 
 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188百万円減少しており
ます。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

 

第92期 

(平成20年３月31日) 

第93期 

(平成21年３月31日) 

※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。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は33,858百万円

であります。 

２ 偶発債務               (百万円)

(1) 従業員の銀行借入金(住宅資金)に
対する保証債務 

25

(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

(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

(4) DAIFUKU CARWASH-MACHINE KOREA 
INC.の銀行借入金に対する保証予
約 

30

(5) MIMATS CO.,LTDの銀行借入金に対
する保証予約 

436

(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

(7) 台灣大福高科技設備股分有限公司
の銀行借入金に対する保証債務 

138

 

２ 偶発債務               (百万円)

(1) 従業員の銀行借入金(住宅資金)
に対する保証債務 

14

(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 

90

(3) DAIFUKU KOREA CO.,LTD.の銀行
借入金に対する保証債務 

352

(4) 台灣大福高科技設備股分有限公
司の銀行借入金に対する保証債
務 

2,880

(5) 台灣大福高科技設備股分有限公
司の銀行借入金に対する保証予
約 

28

(6) 株式会社コンテックの銀行借入
金に対する保証予約 

3,800

(7) DAIFUKU EUROPE LTD.の銀行借
入金に対する保証債務 

730

  

※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。 

(百万円)

受取手形 1,450

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
 

※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。

(百万円)

受取手形 702

売掛金 4,125

未収入金 283

支払手形 136

買掛金 2,742

未払費用 758
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（損益計算書関係） 

 

第92期 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

第93期 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

※１ 研究開発費の総額         (百万円) 

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

 

※１ 研究開発費の総額         (百万円) 

一般管理費及び当期製造費用に含
まれる研究開発費 

7,171

  
※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。       (百万円)

製品・原材料仕入高 11,736

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
  

※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。       (百万円)

製品・原材料仕入高 8,651

据付工事費 11,686

設計・エンジニアリング委
託費 

1,384

事務委託費 2,938

受取利息 17

受取配当金 96

支払利息 51
 

※３ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金

額は次のとおりであります。 

(１) 販売費              (百万円)

販売手数料 666

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
 

※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              (百万円)

販売手数料 727

給与及び賞与 3,075

退職給付引当金繰入額 80

旅費交通費 888

減価償却費 158
 

(２) 一般管理費            (百万円)

役員報酬 678

給与及び賞与 2,160

退職給付引当金繰入額 △46

業務委託料 1,676

研究開発費 1,664

減価償却費 664
 

(２) 一般管理費            (百万円)

役員報酬 650

給与及び賞与 2,186

退職給付引当金繰入額 54

業務委託料 1,913

研究開発費 1,741

減価償却費 770
 

※４ 固定資産除却損の主な内訳は次のとおりでありま

す。 

(百万円)

 建物 27

 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
 

※４ 固定資産除却損の主な内訳は次のとおりでありま

す。 

(百万円)

 建物 89

 構築物 8

 機械及び装置 137

 工具器具及び備品 13

 その他撤去費用等 136
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（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） 

１ 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。 

 

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 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） 466,485 2,532,876 14,731 2,984,630
 
(注) １ 普通株式の自己株式の増加2,532,876株は、平成20年８月12日開催の取締役会決議により、会社法第165

条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取得による増加2,500,000株、

および単元未満株式の買取りによる増加32,876株によるものであります。 

２ 普通株式の自己株式の減少14,731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92期 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

第93期 

(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 609円73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 
62円43銭 

１株当たり純資産額 621円07銭 

１株当たり当期純利益金額 46円53銭 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
45円74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92期 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

第93期 

(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) 7,188 5,196 

 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) 7,188 5,196 

 普通株式の期中平均株式数(千株) 113,217 111,695 

 

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) 1,932 1,932 

  (うち転換社債型新株予約権付社債(千株)) （1,932） （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92期 

（平成20年３月31日) 

第93期 

（平成21年３月31日) 

純資産の部の合計額(百万円) 69,024 68,744 

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 69,024 68,744 

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) 

113,205 110,686 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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(その他) 

個別決算 

① 製品別売上高状況 

 
        期 別 

  製 品 

 
平成20年３月期 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日）
 

 
平成21年３月期 

（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日）
 

 
比  較 

 

 
搬 送 シ ス テ ム 

（ 内 、 輸 出 ） 

百万円  

69,501  

（ 25,967） 

百万円  

64,775  

（ 26,250） 

百万円  

△4,725  

（   283） 

保 管 シ ス テ ム 

（ 内 、 輸 出 ） 

75,943  

（ 30,773） 

80,322  

（ 38,124） 

4,379  

（  7,351） 

物

流

シ

ス

テ

ム

物 流 機 器 

（ 内 、 輸 出 ） 

12,296  

（   69） 

9,540  

（   173） 

△2,755  

（   104） 

そ  の  他 

（ 内、 輸 出 ） 

14,055  

（   988） 

12,951  

（   820） 

△1,104  

(  △167） 

合     計 

（ 内、 輸 出 ） 

171,796  

（ 57,798） 

167,590  

（ 65,369） 

△4,206  

（  7,570） 

(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 製品別受注状況 

 
        期 別 

  製 品 

 
平成20年３月期 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日）
 

 
平成21年３月期 

（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日）
 

 
比  較 

 

 
 

平成21年３月期末 

受 注 残 高 

 
搬 送 シ ス テ ム 

（ 内 、 輸 出 ） 

百万円  

77,748  

（ 34,016） 

百万円  

37,383  

（  8,102） 

百万円  

△40,365  

（△25,913） 

百万円  

14,618  

（  4,363） 

保 管 シ ス テ ム 

（ 内 、 輸 出 ） 

77,479  

（ 30,519） 

66,751  

（ 34,350） 

△10,727  

（  3,831） 

40,166  

（ 16,793） 

物

流

シ

ス

テ

ム

物 流 機 器 

（ 内 、 輸 出 ） 

11,677  

（   160） 

8,470  

（   76） 

△3,206  

（  △84） 

1,823  

（   48） 

そ  の  他 

（ 内、 輸 出 ） 

13,989  

（   984） 

12,304  

（   890） 

△1,685  

(  △94） 

2,442  

（   210） 

合     計 

（ 内、 輸 出 ） 

180,894  

（ 65,681） 

124,910  

（ 43,420） 

△55,984  

（△22,261） 

59,050  

（ 21,415） 

(注)  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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６．その他 

役員の異動(平成21年６月26日予定) 

①代表者の異動 

該当事項はありません。 

②その他の役員の異動 

退任予定取締役 

取締役  葛城 日文  (現 株式会社ダイフク研究・研修センター代表取締役会長) 
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