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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 159,263 3.3 1,726 ― 1,345 ― 269 △73.5

22年3月期 154,208 △36.3 80 △99.5 △135 ― 1,018 △87.0

（注）包括利益 23年3月期 △1,774百万円 （―％） 22年3月期 2,704百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年3月期 2.43 2.41 0.3 0.8 1.1
22年3月期 9.20 9.08 1.3 △0.1 0.1

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  0百万円 22年3月期  21百万円

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

23年3月期 163,388 77,714 46.3 683.39
22年3月期 165,430 81,295 47.9 716.07

（参考） 自己資本   23年3月期  75,625百万円 22年3月期  79,252百万円

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

23年3月期 11,417 △3,616 △6,056 31,672
22年3月期 20,921 △7,303 △11,321 31,101

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 2,213 217.4 2.8
23年3月期 ― 5.00 ― 10.00 15.00 1,660 616.4 2.1

24年3月期(予想) ― 5.00 ― 10.00 15.00 207.5

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 90,000 21.7 700 ― 400 ― △300 ― △2.71

通期 190,000 19.3 3,000 73.8 2,500 85.8 800 197.0 7.23



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(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） 23年3月期 113,671,494 株 22年3月期 113,671,494 株

② 期末自己株式数 23年3月期 3,008,514 株 22年3月期 2,994,194 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 110,671,555 株 22年3月期 110,680,916 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続きが実施中です。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
連結業績予想の数値は現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、様々な要因により
上記予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる条件については、４ページ「１.経営成績（1）経営成績に関する分析」をご参照下さい。 
 
（決算補足説明資料の入手方法について） 
決算補足説明資料は、ＴＤｎｅｔで５月13日に開示し、同日、当社ホームページに掲載します。 
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

当連結会計年度における世界の経済は、アジアを中心とする新興国がけん引役となり、また、

米国でも持ち直しの動きがみられましたが、欧州諸国の金融不安、北アフリカや中東諸国の政変

による原油価格高騰などの懸念材料は払拭されておりません。わが国の経済も円高やデフレの長

期化などの影響が続いていたうえに、平成23年３月の東日本大震災によって先行き不透明感が急

速に強まったまま、新しい年度を迎えることとなりました。 

当業界におきましても、日系企業の海外での設備投資は回復基調に転じましたが、国内での設

備投資には依然として慎重な姿勢を崩しておらず、一方で、採算面はアジア競合メーカーの台頭

による受注競争激化や、新興国市場に合わせた価格設定などにより、厳しい事業環境下に置かれ

ています。 

このような事業環境を打開するため、当社グループは、当期よりスタートした中期３カ年経営

計画「Material Handling and Beyond」において、新しい市場の開拓、新しい事業の立ち上げ等

に積極的に取り組みました。 

これにより、新規分野であるリチウムイオン電池工場向けの搬送・保管システムの受注、10月

には欧州エリアの販売強化のためオーストリアのKNAPP AG（以下、クナップ社）と資本参加を伴

う業務提携、平成23年１月には国内の株式会社YASUI（以下、YASUI社）から洗車機事業の譲り受

け、空港手荷物搬送事業を展開するLOGAN TELEFLEX (UK) LTD.など３社（以下、ローガン社）の

株式買収合意、と相次いでグループ全体の枠組みを拡大いたしました。 

これらの施策によって、受注量は昨年度よりも大幅に増加しました。一方、売上は受注時期の

遅れ等により、微増となりました。この結果、当連結会計年度の受注高は1,802億41百万円（前

期比35.3％増）、売上高は1,592億63百万円（前期比3.3％増）を計上しました。利益につきまし

ては、国内外の子会社の業績が回復したこと、全社的なコストダウンや販管費の削減、プロジェ

クト管理の徹底などが奏功し、第２四半期以降、着実に改善していくことができました。この結

果、営業利益は17億26百万円（前期比16億46百万円の増加）、経常利益は13億45百万円（前期比

14億81百万円の増加）を計上しました。また、一過性の要因として資産除去債務会計基準の適用

に伴う影響額（注）を計上したことや税金費用などにより、当期純利益は２億69百万円（前期比

73.5％減）となりました。包括利益につきましては、為替換算調整勘定が円高の影響を受けたこ

となどにより、△17億74百万円となりました。 

（注）将来発生する建物内のアスベスト除去費用やＰＣＢ含有機器廃棄物の処分費用等の見

込額の過年度対応費用 

 

セグメントの業績は次のとおりであります。なお、第１四半期連結会計期間よりセグメント区

分を以下のように変更しております。 

（従来）物流システム事業、電子機器事業、その他事業 

（当期より）株式会社ダイフク、株式会社コンテック、JERVIS B. WEBB COMPANY（ウェブ社）、 

      DAIFUKU AMERICA CORPORATION（ダイフク・アメリカ）、その他 

この変更に伴い、定性的情報において、各セグメントの対前連結会計年度との比較は記載して

おりません。また、セグメント利益（損失）は上記各社の当期純利益（損失）を記載しておりま

す。セグメントに関する詳細は、後記（セグメント情報）をご覧下さい。 

なお、平成23年１月１日付けで、DAIFUKU WEBB HOLDING COMPANYを米国に設立し、その傘下に

ウェブ社、ダイフク・アメリカを置いて、北米事業を統括・強化していくこととしました。 

①ダイフク 

《受注面》 

マテリアルハンドリングシステムのうち、保管・搬送・仕分け・ピッキングシステム製品で

は、新規分野であるリチウムイオン電池工場向け大型案件の受注が寄与したうえ、食品、医薬

品、医薬卸、農業、流通向けなどの大型案件が堅調に推移しました。従来、国内比率が高い分

野でしたが、北米や中国向けを中心に、海外での実績も増やすことができました。中小型保管

システムや機器製品は、なお厳しい状況が続いています。 
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液晶パネル工場向け製品では、中国でテレビ向け大型案件を相次ぎ受注しました。スマート

フォンや携帯情報端末で需要が急増しているタッチパネル向け案件も、台湾や中国、日本で受

注しています。半導体工場向け製品では韓国や北米、台湾案件が順調なうえ、中国でも新規案

件を獲得して足がかりを築きました。 

自動車生産ライン向け製品は、国内向けは依然として厳しい状況が続いているものの、新興

国および北米向け受注が寄与し、全体としては前年度よりも大きく改善しました。北米では、

日系自動車工場の大型改造計画に対する具体化検討のためのエンジニアリング業務を受注して

次期に向けての布石を打つこともできました。また、タイ、中国、インド、ブラジル、トルコ

など新興諸国での日系、米国系自動車メーカーの新工場計画や新車種導入のための改造計画の

受注などが、堅調に推移しました。 

《売上・利益面》 

食品、医薬品、医薬卸、農業などの業界向けを中心とする保管・搬送・仕分け・ピッキング

システム製品の大型案件の売上は、堅調に推移しました。中小型システムは、需要低迷の影響

がなお続いています。 

半導体や液晶パネル工場向け製品は、中国の液晶パネル工場向け、韓国や北米の半導体工場

向けが好調で期初計画を上回りました。 

自動車生産ライン向け製品は、受注時期の遅れなどによって期中売上の計上が進みませんで

したが、それらは次期の売上の増加分となる見込みです。 

洗車機はYASUI社の事業譲り受けなどが奏功して、売上台数・金額ともに期初計画を上回る

ことができました。 

福祉車両搭載の車いす用リヤリフトは、搭載される車両のモデルチェンジ前需要やクリーン

ディーゼル車購入補助金制度による車両需要などが寄与して、期初計画を上回る台数となりま

した。 

利益面では、売上増や全社的なコストダウン、販管費の削減等が改善に寄与しました。上期

よりも下期の改善幅が大きくなっております。 

この結果、受注高は1,072億79百万円、売上高は1,002億67百万円、セグメント利益は８億89

百万円となりました。 

②コンテック 

受注環境の好転に加え、営業を中心とする構造改革に取り組んだ結果、業績を大幅に好転さ

せることができました。具体的には、半導体業界の設備投資が増加した影響を受けて、これら

の製造装置向け製品の販売が堅調に推移いたしました。また、デジタルサイネージ（電子看

板）及びセキュリティ市場においてコンパクトな産業用パソコンが高い評価を受けていること

から、新たに新書サイズの産業用パソコンを市場に投入し拡販に努めるとともに、お客様のご

要望に合わせた製品のカスタム対応に注力いたしました。その他、太陽光発電データ計測シス

テムの販売に加え、セキュリティシステムおよび在庫管理システムの販売が好調に推移いたし

ました。 

この結果、受注高は84億58百万円、売上高は85億83百万円、セグメント利益は４億28百万円

となりました。 

③JERVIS B. WEBB COMPANY（ウェブ社） 

受注面では、北米の景気回復に伴い、リーマン・ショック以前の水準まで力強く回復しまし

た。主力のエアポート向け手荷物搬送システムの受注は遅れ気味に推移しましたが、それ以外

の分野では、米国自動車メーカーのデトロイト・スリーから大型案件を受注するとともに、無

人搬送車を中心にしたシステムが順調に推移しました。売上面で手荷物搬送システムで受注遅

れの影響を受けたにもかかわらず、利益面ではプロジェクト管理の徹底による原価改善や販管

費削減策、好調なサービス事業などにより期初計画を上回りました。十分な受注残を確保した

ことにより、次期の売上は順調に推移するものと見込まれます。 

この結果、受注高は196億３百万円、売上高は141億20百万円、セグメント利益は３億79百万

円となりました。 
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④DAIFUKU AMERICA CORPORATION（ダイフク・アメリカ） 

受注面では、日系をはじめとする北米自動車メーカーや半導体メーカーの設備投資が回復し

たこと、リチウムイオン電池工場向けや食品向けで大型案件を獲得したことなどにより、期初

計画を大幅に上回りました。売上面では一部案件の期ずれはあったものの、自動車メーカーや

半導体メーカー向けが順調に推移し、利益面ではコストダウンやプロジェクト管理の徹底、間

接経費の削減も奏功して、期初計画を大きく改善することができました。 

なお、北米事業運営効率化の一環として、ダイフク・アメリカの決算期を３月から12月に変

更し、ウェブ社と同一にしました。このため、ダイフク・アメリカの当連結会計年度は、平成

22年４月から12月までの９カ月間となります。 

以上により、受注高は103億90百万円、売上高は60億49百万円、セグメント利益は３億32百

万円となりました。 

⑤その他 

「その他」は、上記４社以外の国内外の子会社であります。当社グループを構成する連結子

会社は40社（平成22年３月期は45社）です。「その他」に含まれる主なものとしては、国内で

は、マテリアルハンドリングシステム・機器の販売等を行う株式会社ダイフク・ロジスティッ

ク・テクノロジー、洗車機やボウリング関連製品の販売等を行う株式会社ダイフクプラスモア

があります。海外では、中国に大福（中国）有限公司、韓国にDAIFUKU KOREA CO., LTD、

CLEAN FACTOMATION, INC.、台湾に台灣大福高科技設備股份有限公司、タイにDAIFUKU 

(THAILAND) LTD.などがあり、主にマテリアルハンドリングシステム・機器の製造・販売等を

行っています。 

総じて、アジアの海外子会社を中心に業績は回復基調にあります。中国では、液晶パネルや

食品・医薬向け製品などで売上を伸ばしており、現地法人の統合や現地生産強化による効果で、

さらなる業績向上を図ってまいります。台湾では、液晶パネル向けなどの案件が収益面で貢献

しました。韓国では、半導体工場向け製品が好調で、自動車工場向け製品も期後半から受注が

好転しています。タイも、アジア・太平洋地域全般をにらんだ拠点として、ＡＳＥＡＮ各国か

らの引き合いが増加しております。 

欧州では採算の悪い大型案件を売上計上した影響を受けました。今後は、オーストリアのク

ナップ社との協業等を通じて、欧州地域での業績向上を図ってまいります。次期より新たに当

社グループに加わるローガン社は、欧州を中心に空港手荷物搬送システムの納入実績が豊富で、

中国にも拠点を有しています。北米をベースとするウェブ社との協業・製品補完により、世界

規模で空港手荷物搬送システムを強化してまいります。 

この結果、受注高は345億10百万円、売上高は315億24百万円、セグメント利益は５億97百万

円となりました。 

・次期の見通し 

当社は、平成22年４月から新中期３ヵ年経営計画「Material Handling and Beyond」をスタ

ートさせ、平成25年３月期の目標を売上高2,200億円、営業利益110億円としております。２年

目に当たる次期は、「市場の変化に迅速かつ柔軟に対応し、業績の回復と中期経営計画達成に

目処をつける」重要な１年と位置づけております。 

足元の経済環境は極めて不透明な状況となっています。市場動向は、平成23年３月11日に発

生いたしました東日本大震災等による景気の下ぶれ、国内外でのさらなる競争激化が予想され

ます。しかしながら、売上は前期の受注残やＭ＆Ａにより一定の量を確保できると見ており、

北米やアジアなど海外市場を中心に受注・売上の積み増し、利益面での改善を図ってまいりま

す。 

なお、東日本大震災につきましては、当社グループの従業員は全員無事であり、滋賀県の主

力生産拠点も被害を受けませんでした。平素より準備しているＢＣＰ（事業継続計画）を直ち

に発動し、安否確認、自社ならびに納入先の被害状況の把握、被災地区への支援物資の輸送な

どを実施しました。被災地のお客様に対する復旧工事は迅速に取りかかり、経済および社会の

基盤となる生産や物流設備の再稼働に努めております。今後の部品調達への支障、電力不足等

の震災に起因する当社グループへの影響が懸念されますが、これが軽微に終わるよう 善の努

力を図ってまいります。 
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次期（平成24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24年３月期の連結通期業績予想 

受注高 2,000億円 (前期比10.9％増) 

売上高 1,900億円 (前期比19.3％増) 

営業利益 30億円 (前期比73.8％増) 

経常利益 25億円 (前期比85.8％増) 

当期純利益 8億円 (前期比197.0％増) 

 

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1,633億88百万円（前期比20億41百万円の減少）となり

ました。これは、受取手形・完成工事未収入金等が前連結会計年度末に比べて8億14百万円減

少したことと、有形固定資産が15億10百万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856億74百万円（前期比15億39百万円の増加）となりまし

た。これは支払手形・工事未払金等が前連結会計年度末に比べ41億67百万円増加、固定負債の

その他に含まれる資産除去債務が５億４百万円増加しましたが、一年内償還予定の新株予約権

付社債が30億８百万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、配当金の支払などによる利益剰余金の減少13億90百万円等により

777億14百万円となりました。この結果、自己資本比率は46.3％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５億71百万円増

加し、316億72百万円（前年同期は311億１百万円）となりました。 

（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、114億17百万円の収入超過（前年同期は209億21百万円の収入超

過）となりました。これは、減価償却費が35億77百万円あったことに加え、仕入債務の増加額

が49億94百万円あっ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、36億16百万円の支出超過（前年同期は73億３百万円の支出超過）

となりました。これは、固定資産の取得による支出が15億94百万円あったことに加え、投資有

価証券の取得による支出が15億58百万円あったことが主な要因であります。 

    （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、60億56百万円の支出超過（前年同期は113億21百万円の支出超

過）となりました。これは新株予約権付社債の償還による支出が30億８百万円あったことに加

え、配当金の支払が16億58百万円あったことが主な要因であります。 
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（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期

自己資本比率（％） 39.6 38.0 40.9 47.9 46.3

時価ベースの自己資本比率

（％） 
99.2 64.9 30.0 49.2 40.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 39.0 1.6 － 2.2 3.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 1.6 48.1 － 21.1 14.1

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。 

（注２）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

（注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。 

（注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支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・次期の配当 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を 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する業績連

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。 

当期につきましては、中間配当として１株当たり５円を実施しており、期末配当として１株

あたり10円とさせていただくことを平成23年５月13日開催の取締役会で決定し、合計で年間配

当として１株あたり15円とさせていただくことといたしました。また、次期（平成24年３月

期）の配当につきましては、平成23年３月期の業績および現下の経営環境などを総合的に勘案

した結果、１株当たり年間15円（中間５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22年６月、安全の意識をより高めるため、工事の際の危険作業を擬似体感できる

「安全体感道場」を本社内に設置しました。安全意識高揚を図り、労働災害の撲滅を目指

します。 

② 平成22年10月、滋賀事業所が財団法人日本緑化センターより「2010年度日本緑化センタ

ー会長賞」を受賞しました。敷地面積に占める緑地の割合が36％と非常に高いこと、1970

年の造成開始以来、農薬を極力使わず森林を自然な状態のまま保全に努めていることなど

が高く評価されました。 

③ 平成23年３月、現場技術・技能の伝承を目的としたダイフク・マニュファクチャリン

グ・エキスパートと、自動車工場向けの製造・工事・サービスを行う大阪機設工業が統合

し、ダイフク・マニュファクチャリング・テクノロジーとして新たなスタートを切りまし

た。重複する業務を一本化し、効率化を図ります。 

④ 平成23年３月、国際社会の一員として次世代への環境責任を果たすため、「ダイフク環

境ビジョン2020」を策定しました。事業活動から排出するＣ０２を2005年度（平成17年

度）比で25％削減するとともに、環境配慮製品・サービスの開発を強化し、広く社会に提

供していきます。 
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２．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

当社は、平成21年11月に発表させていただきました新たな中期経営計画「Material Handling and Beyond」

（平成22年４月～平成25年３月）の中において、経営理念、経営基本方針を以下のように定めております。 

●経営理念 

① 広く国内外に、 適・ 良の、マテリアルハンドリングシステム・機器および電子機器を提供し、 

  産業界の発展に貢献する。 

② 収益性を重視した、健全で成長性豊かな経営を目指す。 

③ 全社員の人格・個性を尊重し、自由闊達な明るい企業風土をつくる。  

●経営基本方針 

① マテリアルハンドリングのリーディングカンパニーとして、たゆまぬ技術革新に挑戦し、 

  産業界の発展に貢献する。 

② 国内外の法令および社会規範を遵守し、内部統制システムの充実およびリスクマネジメントの強化に 

   全社を挙げて取り組む。 

③ 環境・安全を重視した企業活動を行い、社会の一員としての責任を果たす。 

④ 国際会計基準適用を視野に入れ、更なる財務の信頼性を確保し、財務体質の強化を図る。 

⑤ グローバル企業にふさわしい、客観・公平・公正な人事処遇制度の下、 

   変化に柔軟に対応できる企業集団をつくる。 

 

（２）目標とする経営指標、中長期的な会社の経営戦略 

中期３カ年経営計画「Material Handling and Beyond」は、リーマンショック後の厳しい経営環境に鑑み、将

来にわたって当社グループが持続的に成長し続けるための事業基盤を確立する３年間と位置づけております。 

具体的には、平成25年（2013年）３月期連結経営目標を売上高で2,200億円、営業利益を110億円とするととも

に、その成果として平成27年（2015年）３月期に「連結売上高2,500億円、営業利益率10％」を期するビジョン

を描いております。 

 

（３）会社の対処すべき課題 

中期経営計画「Material Handling and Beyond」は、マテリアルハンドリング（マテハン）をコア事業とする

ゆるぎない姿勢と、そこから広がるさまざまな世界を展望しつつ、「事業環境の変化を的確にとらえ、未来に

向けて新たな製品・市場・事業などを創出していく」姿を表現したものです。特に、次の５つの「新しい」に

挑戦して、従来の枠を超えて事業の幅を広げることが、さらなる飛躍のための重要課題であると認識しており

ます。 

①新しい市場の開拓 

国内はもとより、さらに大きく海外飛躍を目指します。 

②新しい製品、システムの創出 

経済発展の著しい中国・インドなどに新しい市場を求めていくため、現地のニーズに合い、お客さまにご

満足いただける価格・機能の製品・システムを提供してまいります。 
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③新しい生産方法の開発 

グループとしての生産のあり方を見直し、海外に納める製品・システムについては、現地調達・現地生産

の比率をさらに向上させます。そのため、現地スタッフを登用し、グローバルに活躍できる人材を育成して

いきます。 

④新しいグローバルパートナーの開拓 

当社の製品・システムは工場出荷する段階では未だ完成品ではなく、現地調達・現地生産したモノと組み

合わせ、据え付け・調整してはじめて完成品になります。新たな市場となる中国・インドなどで、品質の良

いモノを生産・据付・サービスできるパートナーを育成するとともに、既存パートナーについても、レベル

アップを図ってまいります。 

⑤新しい事業の立ち上げ 

新しい事業を、自ら開発することに加え、事業提携、さらには友好的なＭ＆Ａといった方法で立ち上げる

ことで、さらなる成長路線を描きます。狭義のマテリアルハンドリング（搬送・保管・仕分け・ピッキン

グ）に限らず、モノづくりに携わるメーカーとして、固有の技術・人材・ネットワーク等を応用すれば手が

けることができる新分野も追求してまいります。 

 

足元の平成24年３月期は、次の４点に注力いたします。 

① 新市場開拓と新商品開発により、株式会社ダイフクの営業利益黒字化を実現する 

国内外子会社に比べ、回復が遅れているダイフク単体の黒字化を図るため、新市場開拓と新商品開発に一

層力を注ぎ、新たな需要を取り込んで工場の操業度を高めます。 

平成23年３月期は、新規分野であるリチウムイオン電池工場向け受注の獲得、選果場など農業分野での受

注拡大、自動車工場塗装ラインへの搬送システム「E-DIP」納入、高能力ケース自動倉庫「DUOSYS」の大規

模システム受注などの実績を上げました。こうした高度システムで他社との差異化をはかる一方、新興国向

けにコストダウン開発を進めてまいります。空港手荷物搬送システムでは傘下に加わったローガン社の技術

も加えて製品ラインアップを強化し、アジア圏を含めた世界戦略を推進します。 

また、喫緊の課題である地球温暖化対策として、当社グループは「環境ビジョン2020」をこのほど策定し

ました。製品の軽量化、回生電力の利用、節水化など環境配慮型の製品やサービスを開発し、広く社会に提

供します。 

② 海外生産・調達の促進で、コスト競争力を強化する 

主力商品の自動倉庫の基幹ユニット、スタッカークレーンでも標準タイプの中国現地生産を進めておりま

す。また、トルコ向けの自動車案件で韓国の工場を活用するなど、グローバルな生産資源を有機的に結びつ

けて、厳しい受注競争に打ち勝っていきます。 

③ サービス事業の拡大で、収益力の回復を図る 

サービス事業の全売上に占める割合を25％以上とする目標を掲げてまいりましたが、平成23年３月期は約

27％と目標を上回りました。同業他社からの事業譲り受けによるサービス対象先の増加、半導体の微細化加

工に伴う窒素パージストッカーなど改造案件に向いた商品の開発、24時間電話サポートの拡充などの努力が

奏功したものです。今後も、こうした取り組みをさらに系統的に強化していきます。 
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④ グローバル人材の育成で、海外拠点を強化する 

既に国内では、３年以内に海外勤務する予定の候補者への集中的な研修である海外ビジネストレーニー制

度、語学学習を補助するグローバル手当などを導入済みです。平成23年３月期には、韓国、台湾で現地サー

ビススタッフの技能訓練センターを設置、中国で独自の製造技能検定を実施しました。 

今後もさらに研修制度を充実させ、当社の良きＤＮＡである現場力や固い結束力の継承を含めての人材育

成強化に取り組んでいきます。 

 

また、本年６月24日の株主総会後、執行役員制度を導入することを４月15日開催の取締役会で決議いたしまし

た。具体的には、 

①取締役の人数を減員し、合議体による経営の意思決定の一層の迅速化を図るとともに、 

  より活発な議論を通して取締役会を一層活性化させる 

②業務に精通した若い人材を執行役員として登用し、権限を委譲のうえ業務執行を行わせることにより、 

  機動的かつ効率的な業務運営を行う 

ことを通じて、企業価値の向上を図ってまいります。 
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３．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22年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 31,152  31,749

  受取手形・完成工事未収入金等 48,083  47,268

  商品及び製品 2,196  2,776

  未成工事支出金等 7,599  7,682

  原材料及び貯蔵品 6,323  6,672

  繰延税金資産 2,093  2,069

  その他 11,910  9,129

  貸倒引当金 △107  △129

  流動資産合計 109,251  107,218

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 16,428  15,181

   機械装置及び運搬具（純額） 3,573  2,830

   工具、器具及び備品（純額） 996  849

   土地 11,593  11,478

   その他（純額） 498  1,241

   有形固定資産合計 33,090  31,580

  無形固定資産  

   ソフトウエア 1,949  2,630

   その他 2,284  2,414

   無形固定資産合計 4,233  5,045

  投資その他の資産  

   投資有価証券 8,451  9,106

   長期貸付金 463  445

   繰延税金資産 4,665  5,799

   その他 5,558  4,453

   貸倒引当金 △285  △260

   投資その他の資産合計 18,853  19,543

  固定資産合計 56,178  56,170

 資産合計 165,430  163,388

負債の部  

 流動負債  

  支払手形・工事未払金等 21,709  25,876

  短期借入金 6,342  2,826

  1年内償還予定の新株予約権付社債 3,008  －

  未払法人税等 570  788

  繰延税金負債 17  7

  工事損失引当金 531  673

  その他 10,807  11,136

  流動負債合計 42,986  41,309
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

 固定負債  

  社債 10,000  10,000

  長期借入金 25,944  28,085

  繰延税金負債 1,345  1,182

  退職給付引当金 1,713  2,015

  負ののれん 479  419

  その他 1,665  2,661

  固定負債合計 41,148  44,364

 負債合計 84,135  85,674

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 8,024  8,024

  資本剰余金 9,028  9,028

  利益剰余金 69,210  67,819

  自己株式 △2,410  △2,417

  株主資本合計 83,852  82,454

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 △6  △482

  繰延ヘッジ損益 △6  △32

  為替換算調整勘定 △4,586  △6,313

  その他の包括利益累計額合計 △4,600  △6,828

 少数株主持分 2,042  2,088

 純資産合計 81,295  77,714

負債純資産合計 165,430  163,388
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(2) 連結損益及び包括利益計算書 

  (単位：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

売上高 154,208  159,263

売上原価 128,195  131,639

売上総利益 26,012  27,623

販売費及び一般管理費  

 販売費 12,606  13,615

 一般管理費 13,325  12,281

 販売費及び一般管理費合計 25,932  25,897

営業利益 80  1,726

営業外収益  

 受取利息 204  120

 受取配当金 82  180

 負ののれん償却額 106  59

 受取地代家賃 188  204

 その他 544  444

 営業外収益合計 1,126  1,009

営業外費用  

 支払利息 925  804

 為替差損 278  422

 その他 138  163

 営業外費用合計 1,342  1,390

経常利益又は経常損失（△） △135  1,345

特別利益  

 固定資産売却益 77  10

 貸倒引当金戻入額 218  44

 負ののれん取崩額 683  －

 その他 167  4

 特別利益合計 1,147  58

特別損失  

 固定資産売却損 46  50

 固定資産除却損 28  27

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 －  500

 特別退職金 35  －

 その他 37  121

 特別損失合計 148  701

税金等調整前当期純利益 862  703

法人税、住民税及び事業税 539  1,157

法人税等調整額 △734  △957

法人税等合計 △194  200

少数株主損益調整前当期純利益 －  503

少数株主利益 39  233

当期純利益 1,018  269
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  (単位：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

少数株主利益 －  233

少数株主損益調整前当期純利益 －  503

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 －  △477

 繰延ヘッジ損益 －  △26

 為替換算調整勘定 －  △1,754

 持分法適用による持分相当額 －  △18

 その他の包括利益合計 －  △2,277

包括利益 －  △1,774

（内訳）  

 親会社株主に係る包括利益 －  △1,959

 少数株主に係る包括利益 －  184
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 9,029  9,028

  当期変動額  

   自己株式の処分 △0  △0

   当期変動額合計 △0  △0

  当期末残高 9,028  9,028

 利益剰余金  

  前期末残高 71,078  69,210

  当期変動額  

   剰余金の配当 △2,877  △1,660

   当期純利益 1,018  269

   連結範囲の変動 △8  －

   当期変動額合計 △1,868  △1,390

  当期末残高 69,210  67,819

 自己株式  

  前期末残高 △2,404  △2,410

  当期変動額  

   自己株式の取得 △7  △8

   自己株式の処分 1  0

   当期変動額合計 △5  △7

  当期末残高 △2,410  △2,417

 株主資本合計  

  前期末残高 85,727  83,852

  当期変動額  

   剰余金の配当 △2,877  △1,660

   当期純利益 1,018  269

   自己株式の取得 △7  △8

   自己株式の処分 1  0

   連結範囲の変動 △8  －

   当期変動額合計 △1,874  △1,398

  当期末残高 83,852  82,454

その他の包括利益累計額  

 その他有価証券評価差額金  

  前期末残高 △387  △6

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 380  △475

   当期変動額合計 380  △475

  当期末残高 △6  △482
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

 繰延ヘッジ損益  

  前期末残高 △32  △6

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 26  △26

   当期変動額合計 26  △26

  当期末残高 △6  △32

 為替換算調整勘定  

  前期末残高 △5,758  △4,586

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,171  △1,726

   当期変動額合計 1,171  △1,726

  当期末残高 △4,586  △6,313

 その他の包括利益累計額合計  

  前期末残高 △6,178  △4,600

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,578  △2,228

   当期変動額合計 1,578  △2,228

  当期末残高 △4,600  △6,828

少数株主持分  

 前期末残高 3,261  2,042

 当期変動額  

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,219  46

  当期変動額合計 △1,219  46

 当期末残高 2,042  2,088

純資産合計  

 前期末残高 82,810  81,295

 当期変動額  

  剰余金の配当 △2,877  △1,660

  当期純利益 1,018  269

  自己株式の取得 △7  △8

  自己株式の処分 1  0

  連結範囲の変動 △8  －

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 358  △2,181

  当期変動額合計 △1,515  △3,580

 当期末残高 81,295  77,714
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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21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23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 862  703

 減価償却費 3,679  3,577

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 －  500

 のれん償却額 184  238

 負ののれん償却額 △106  △59

 負ののれん取崩額 △683  －

 受取利息及び受取配当金 △287  △300

 支払利息 925  804

 固定資産除売却損益（△は益） 75  78

 売上債権の増減額（△は増加） 14,816  △591

 たな卸資産の増減額（△は増加） 19,280  △1,469

 仕入債務の増減額（△は減少） △6,202  4,994

 未成工事受入金の増減額（△は減少） △5,106  △492

 その他 △2,534  3,231

 小計 24,904  11,215

 利息及び配当金の受取額 248  294

 利息の支払額 △990  △808

 法人税等の支払額 △3,465  343

 その他 224  372

 営業活動によるキャッシュ・フロー 20,921  11,417

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 △0  △740

 定期預金の払戻による収入 344  714

 固定資産の取得による支出 △2,238  △1,594

 固定資産の売却による収入 132  374

 投資有価証券の取得による支出 △4,477  △1,558

 関係会社株式の取得による支出 △1,072  △13

 貸付金の回収による収入 4  2

 事業譲受による支出 △200  △799

 その他 203  △1

 投資活動によるキャッシュ・フロー △7,303  △3,616

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） △1,417  △1,131

 長期借入れによる収入 4,419  3,021

 長期借入金の返済による支出 △11,250  △3,042

 新株予約権付社債の償還による支出 －  △3,008

 自己株式の売却による収入 1  －

 自己株式の取得による支出 △7  △8

 配当金の支払額 △2,874  △1,658

 その他 △192  △228

 財務活動によるキャッシュ・フロー △11,321  △6,056

現金及び現金同等物に係る換算差額 914  △1,172

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,209  571

現金及び現金同等物の期首残高 27,902  31,101

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） 

△11  －

現金及び現金同等物の期末残高 31,101  31,672

株式会社ダイフク（6383）平成23年3月期決算短信

16



 

 

（5）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（6）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21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日) 

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、

当社及び国内連結子会社は工事完成基準を適用してお

りましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会

計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第18号 平成19年12月27日)を適用し、当連結会計年度

に着手した工事契約から、当連結会計年度末までの進

捗部分について成果の確実性が認められる工事につい

ては工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例

法）を、その他の工事については工事完成基準を適用

しております。 

 これにより、売上高は17,685百万円、売上総利益及

び営業利益は1,729百万円増加し、経常損失は1,729百

万円減少し、税金等調整前当期純利益は1,729百万円

増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所
に記載しております。 

――― 

 

（「退職給付に係る会計基準」の一部改正に関する会
計基準の適用） 

 当連結会計年度より、「退職給付に係る会計基準」
の一部改正（その３）（企業会計基準第19号 平成20
年７月31日）を適用しております。 

 この変更による当連結会計年度の営業利益、経常損
失、税金等調整前当期純利益に与える影響はありませ
ん。 

 また、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債
務の差額はありません。 
 

――― 
 

――― 

 
（資産除去債務に関する会計基準等の適用） 

 当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計

基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日)を適用

しております。 

 これにより、当連結会計年度の営業利益及び経常利

益はそれぞれ６百万円減少し、税金等調整前当期純利

益は507百万円減少しております。また、当会計基準

等の適用開始による資産除去債務の変動額は497百万

円であります。 

 なお、資産除去債務の残高には上記のほかに、一部

在外子会社が従来より米国会計基準に基づき計上して

いる資産除去債務６百万円を含んでおります。 
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前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日) 

――― 

 
 

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

 当連結会計年度より、「企業結合に関する会計基

準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第

22号 平成20年12月26日）、「『研究開発費等に係る

会計基準』の一部改正」（企業会計基準第23号 平成

20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分

法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20

年12月26日公表分）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 平成20年12月26日）を適用しておりま

す。 
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表示方法の変更 

 

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日) 

(連結貸借対照表関係) 

１. 「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第

15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成

19年12月27日)を当連結会計年度より適用したことによ

り、前連結会計年度において、流動資産の「受取手形及

び売掛金」、「仕掛品」及び流動負債の「支払手形及び

買掛金」として掲記されていたものは当連結会計年度か

らそれぞれ「受取手形・完成工事未収入金等」、「未成

工事支出金等」、「支払手形・工事未払金等」と表示し

ております。 

２. 前連結会計年度において区分掲記しておりました

有形固定資産の「リース資産(純額）」、「建設仮勘

定」、無形固定資産の「のれん｣は、金額的重要性が低

下したため、当連結会計年度よりそれぞれ「その他」に

含めて表示しております。 

 なお、当連結会計年度末の有形固定資産の「その他」

に含まれる「リース資産(純額）」は246百万円、「建設

仮勘定」は76百万円、無形固定資産の「その他」に含ま

れる「のれん」は1,211百万円であります。 

３. 前連結会計年度において区分掲記しておりました

流動負債の「リース債務」、「前受金」、「役員賞与引

当金」は、金額的重要性が低下したため、当連結会計年

度よりそれぞれ「その他」に含めて表示しております。

 なお、当連結会計年度末の流動負債の「その他」に含

まれる「リース債務」は55百万円、「前受金」は3,472

百万円、「役員賞与引当金」は０百万円であります。 

４. 前連結会計年度において区分掲記しておりました

固定負債の「リース債務」、「長期未払金」、「役員退

職慰労引当金」は、金額的重要性が低下したため、当連

結会計年度よりそれぞれ「その他」に含めて表示してお

ります。 

 なお、当連結会計年度末の固定負債の「その他」に含

まれる「リース債務」は162百万円、「長期未払金」は

610百万円、「役員退職慰労引当金」は３百万円であり

ます。 

――― 

 

(連結損益計算書関係) 

 前連結会計年度において区分掲記しておりました営業

外収益の「外国諸税還付金」、特別損失の「投資有価証

券評価損」は金額的重要性が低下したため、当連結会計

年度よりそれぞれ「その他」に含めて表示しておりま

す。 

なお、当連結会計年度末の営業外収益の「その他」に含
まれる「外国諸税還付金」は32百万円、特別損失の「そ
の他」に含まれる「投資有価証券評価損」は０百万円で
あります。 

 

(連結損益及び包括利益計算書関係) 

１． 当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会

計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に

基づき、財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令

（平成21年３月24日 内閣府令第５号）を適用し、「少

数株主損益調整前当期純利益」の科目で表示しておりま

す。 

２. 前連結会計年度において区分掲記しておりました

特別損失の「特別退職金」は、金額的重要性が低下した

ため、当連結会計年度より特別損失の「その他」に含め

て表示しております。なお、当連結会計年度末の特別損

失の「その他」に含まれる「特別退職金」は７百万円で

あります。 
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前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日) 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号
平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の
適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12
月27日)を当連結会計年度より適用したことにより、前
連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フロ
ーの「前受金の増減額」として掲記されていたものは当
連結会計年度より「未成工事受入金の増減額」として表
示しております 

 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 前連結会計年度において区分掲記しておりました財務
活動によるキャッシュ・フローの「自己株式の売却によ
る収入」は金額的重要性が低下したため、当連結会計年
度より財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」
に含めて表示しております。なお、当連結会計年度の財
務活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれ
る「自己株式の売却による収入」は０百万円でありま
す。 

 

 

追加情報 

 

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日) 

負ののれんの償却 

 当社は、平成20年１月に大阪機設工業株式会社の持
分の68.67%を取得した際に発生した負ののれんについ
て、10年後には同社株式を追加取得し100％子会社と
する計画であったため、10年間で償却しておりまし
た。 

 当社は、平成22年３月に同社を100%子会社としたこ
とに伴い、同社との事業シナジーを早期に発現するた
め、当社製品の製造委託の拡大などの諸施策を実行
し、同社が安定的に利益を計上することを見込んでお
ります。このため当社は、負ののれんの償却スケジュ
ールを見直し、当連結会計年度末における負ののれん
の未償却残高372百万円を取り崩すこととしました。こ
れにより、当連結会計年度の税金等調整前当期純利益
は372百万円増加しております。また、平成22年３月に
同社を100%子会社としたことに伴い発生した負ののれ
ん311百万円についても特別利益の負ののれん取崩益に
含めて計上しております。 

――― 

 

――― 
 

包括利益の表示に関する会計基準の適用 
 当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会
計基準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）
を適用しております。ただし、「その他の包括利益累
計額」及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結
会計年度の金額は、「評価・換算差額等」及び「評
価・換算差額等合計」の金額を記載しております。 
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（7）連結財務諸表に関する注記事項 

 

（連結損益及び包括利益計算書関係） 

 

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

※１  当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

親会社株主に係る包括利益 2,596百万円

少数株主に係る包括利益 107百万円

計 2,704百万円

 

※２  当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 379百万円

繰延ヘッジ損益 26百万円

持分法適用会社に対する持分相当額 24百万円

為替換算調整勘定 1,216百万円

計 1,646百万円
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（セグメント情報等） 

（事業の種類別セグメント情報） 

前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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 137,835 6,051 10,321 154,208 － 154,208

 (2)セグメント間の内部売上 
高又は振替高 

58 5,156 2,181 7,395 （7,395） －

計 137,893 11,207 12,502 161,604 （7,395） 154,208

 営業費用 132,014 11,586 11,877 155,479 （1,351） 154,127

 営業利益又は営業損失(△) 5,878 △378 624 6,125 （6,044） 80

Ⅱ 資産、減価償却費及び資
本的支出 

 

 (1)資産 98,828 11,845 7,136 117,810 47,619 165,430

 (2)減価償却費 2,159 255 130 2,545 1,133 3,679

 (4)資本的支出 1,614 67 55 1,738 542 2,280

(注) １ 事業区分は、製品の機能別種類により区分しております。 

２ 各事業の主な製品 

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

電子機器 ： ＰＣボード類 

その他 ： 洗車機、車いす用リヤリフト、ボウリング場向け関連商品 

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

事部門、財務部門、企画調整部門に係る費用であります。 

当連結会計年度 6,044百万円

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 50,464百万円

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」に記載のとおり、当連結会計年度より「工事契

約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を適用しております。 

   この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の売上高、営業利益は、物流シ

ステム事業において17,487百万円、1,676百万円、その他事業において197百万円、53百万円増加してお

ります。 
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（所在地別セグメント情報） 

前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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 

109,724 24,914 15,842 3,726 44,483 154,208 － 154,208

 (2)セグメント間の
内部売上高 
又は振替高 

7,562 95 2,138 12 2,246 9,808 （9,808） －

計 117,287 25,010 17,980 3,738 46,729 164,016 （9,808）154,208

 営業費用 111,278 23,758 18,399 4,455 46,613 157,891 （3,763）154,127

 営業利益又は 
営業損失(△) 

6,008 1,251 △418 △717 116 6,125 （6,044） 80

Ⅱ 資産 92,378 14,924 24,757 3,560 43,242 135,620 29,809 165,430

(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」に記載のとおり、当連結会計年度より「工事契

約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を適用しております。 

   この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の売上高、営業利益は、日本に

おいて17,685百万円、1,729百万円増加しております。 
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（海外売上高） 

前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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 24,922 41,001 6,555 72,479

Ⅱ 連結売上高 － － － 154,208

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高
の割合(％) 

16.2 26.6 4.3 47.0

(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 
(3) その他……イギリス・スペイン・スウェーデン・デンマーク 

３ 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」に記載のとおり、当連結会計年度より「工事契

約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を適用しております。 

   この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の売上高は、北米において

2,320百万円、アジアにおいて7,207百万円、その他349百万円それぞれ増加しております。 

４ 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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（セグメント情報） 

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役

会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているも

のであります。 

当社グループは、国内外で主としてマテリアルハンドリングシステム・機器の製造販売を行って

おり、さらに、洗車機、産業用パソコン・インターフェイスボード等の製造販売を行っております。

当社グループ各社は、各社の役割に基づいて、独立した経営単位として製造販売活動を行っており

ます。 

したがって、当社は、マテリアルハンドリングシステム・機器、洗車機等における中核企業であ

る「株式会社ダイフク」、国内外における産業用パソコン・インターフェイスボード等の製造販売

を担う中核企業「株式会社コンテック」に加えて、「JERVIS B. WEBB COMPANY」（ウェブ社）、

「DAIFUKU AMERICA CORPORATION」（ダイフク・アメリカ）の４つを報告セグメントとしております。 

「株式会社ダイフク」は、国内におけるマテリアルハンドリングシステム・機器、洗車機等の製

造販売の中核をなすとともに、世界各国にキー・コンポーネントを開発・供給しております。海外

現地法人は、株式会社ダイフクから供給されるマテリアルハンドリングシステムのコンポーネント

と現地で生産・調達する部材を組み合わせて、販売や据付工事、アフターサービスを行います。ウ

ェブ社およびダイフク・アメリカは売上規模が大きく、北米を中心に、重要な事業活動を担う現地

法人です。また、ウェブ社は、マテリアルハンドリングシステムの一部として、独自に有力な空港

手荷物搬送システムを製造販売しております。 

 

２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重

要な事項」における記載と同一であります。また、セグメント間の内部収益又は振替高は市場実勢

価格に基づいております。 
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３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

 

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

（単位：百万円） 

報告セグメント 
 

ダイフク コンテック J.B.WEBB
DAIFUKU 
AMERICA

計 

その他 
(注) 

合計 

売上高   

  外部顧客への売上高 100,267 8,583 14,120 6,049 129,020 31,524 160,545

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

11,275 7,081 466 656 19,479 12,315 31,794

計 111,542 15,665 14,586 6,705 148,500 43,839 192,340

セグメント利益 889 428 379 332 2,029 597 2,627

セグメント資産 129,346 13,473 10,706 5,030 158,557 37,144 195,701

セグメント負債 63,503 8,202 9,089 2,944 83,739 19,301 103,041

その他の項目   

  減価償却費 2,639 208 157 46 3,051 673 3,724

  のれん償却額 29 3 － － 32 41 73

  受取利息 26 1 4 0 32 166 198

  負ののれん償却額 － － － － － － －

  支払利息 742 60 41 － 844 38 883

  持分法投資利益 － － 0 － 0 － 0

  特別利益 159 0 131 － 291 34 326

  （固定資産売却益） (－) (0) (131) (－) (132) (8) (141)

  （投資損失引当金戻入額） (120) (－) (－) (－) (120) (－) (120)

  特別損失 1,442 20 0 7 1,470 380 1,850

  （投資損失引当金繰入額） (587) (－) (－) (－) (587) (－) (587)

  （資産除去債務） (474) (1) (－) (－) (475) (24) (500)

  （関係会社出資金売却損） (262) (－) (－) (－) (262) (－) (262)

  法人税費用 △884 140 206 196 △341 552 210

  持分法適用会社への投資額 － － 207 － 207 － 207

  有形固定資産及び無形固定資
産の増加額 

1,375 269 106 25 1,777 1,505 3,282

(注)「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、その内容は国内外の子会社であり

ます。 
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４  報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関す

る事項） 

                          （単位：百万円） 

売 上 高 当連結会計年度 

報告セグメント計 129,020

「その他」の区分の売上高 31,524

工事進行基準売上高の連結上の調整額 △897

その他の連結上の調整額 △384

連結財務諸表の売上高 159,263

                          （単位：百万円） 

利   益 当連結会計年度 

報告セグメント計 2,029

「その他」の区分の利益 597

関係会社からの配当金の消去 △3,686

その他の連結上の調整額 1,328

連結財務諸表の当期純利益 269

                          （単位：百万円） 

資   産 当連結会計年度 

報告セグメント計 158,557

「その他」の区分の資産 37,144

資本連結による関係会社株式の消去 △17,728

内部取引による債権の消去 △13,718

その他の連結上の調整額 △865

連結財務諸表の資産合計 163,388

                          （単位：百万円） 

負   債 当連結会計年度 

報告セグメント計 83,739

「その他」の区分の負債 19,301

内部取引による債務の消去 △13,718

その他の連結上の調整額 △3,649

連結財務諸表の負債合計 85,674

 

株式会社ダイフク（6383）平成23年3月期決算短信

27



 

 

                           （単位：百万円） 

その他の項目 報告セグメント計 その他 調整額 連結財務諸表計上額

減価償却費 3,051 673 △147 3,577

のれん償却額 32 41 164 238

受取利息 32 166 △78 120

負ののれん償却額 － － 59 59

支払利息 844 38 △78 804

持分法投資利益 0 － － 0

特別利益 291 34 △267 58

（固定資産売却益） (132) (8) (△131) (10)

（投資損失引当金戻入額） (120) (－) (△120) (－)

特別損失 1,470 380 △1,149 701

（投資損失引当金繰入額） (587) (－) (△587) (－)

（資産除去債務） (475) (24) (－) (500)

（関係会社出資金売却損） (262) (－) (△262) (－)

法人税費用 △341 552 △10 200

持分法適用会社への 
投資額 

207 － － 207

有形固定資産及び無形固
定資産の増加額 

1,777 1,505 △60 3,221

 

 

 

（追加情報） 

当連結会計年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20

号 平成20年３月21日）を適用しております。 
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（関連情報） 

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

１  製品及びサービスごとの情報 

（単位：百万円） 

 物流機器 電子機器 その他 合計 

外部顧客への売上高 139,882 8,590 10,790 159,263

 

２  地域ごとの情報 

売上高 

（単位：百万円） 

日本 アメリカ 中国 その他 合計 

79,709 22,664 21,343 35,546 159,263

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

      

株式会社ダイフク（6383）平成23年3月期決算短信

29



 

（１株当たり情報） 

当連結会計年度(自 平成22年４月１日至 平成23年３月31日) 

１株当たり純資産額 683円39銭 

１株当たり当期純利益金額 2円43銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 2円41銭 

 

 

１ 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。 

当連結会計年度(平成23年３月31日) 

純資産の部の合計額(百万円) 77,714 

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 2,088 

 （うち少数株主持分） (2,088) 

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 75,625 

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) 

110,662 

 

２ 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。 

当連結会計年度(自 平成22年４月１日至 平成23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) 269 

 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) 269 

 普通株式の期中平均株式数(千株) 110,671 

  

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) 1,159 

  (うち転換社債型新株予約権付社債(千株)) (1,159) 
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（重要な後発事象） 

 

（株式の取得による子会社化について） 

当社グループは、平成23年１月31日の取締役会決議に基づき締結した株式取得契約により、Logan Teleflex (UK) 

Ltd.（本社所在地：イギリス）、Logan Teleflex (France) SA （本社所在地：フランス）、Logan Teleflex, Inc. 

（本社所在地：米国）の３社（以下、ローガン社と総称）の株式の100％を平成23年４月１日付で取得し、子会社化い

たしました。 

(1)子会社となる会社の名称および事業の概要 

  ①名   称：Logan Teleflex (UK) Ltd. 

Logan Teleflex (France) SA 

Logan Teleflex, Inc. 

  ②事業の内容：空港手荷物搬送システムの製造、販売、サービス 

(2)株式取得の理由 

当社は、エアポート向けの手荷物搬送事業をコア事業の一つと位置づけています。販売地域や製品・技術面で補

完性のあるローガン社を傘下に加えることで、同事業を世界規模で拡大強化していくことが可能になるためです。 

(3)取得年月日 

平成23年４月１日 

(4)買収した会社の名称 

Logan Teleflex (UK) Ltd. 

Logan Teleflex (France) SA 

Logan Teleflex, Inc. 

(5)取得株式数、取得価額、取得後の持分比率 

会社名 取得株式数 取得価額 持分比率 

Logan Teleflex (UK) Ltd. 18,011,062株 2,859,700ユーロ 100％ 

Logan Teleflex (France) SA 67,000株 1,240,000ユーロ 100％ 

Logan Teleflex, Inc. 2,000株 655,000ユーロ 100％ 

(6)支払資金の調達および支払方法 

株式取得代金は自己資金により、支払は現金で行いました。 
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4.その他 

(1)役員の異動 （平成23年６月24日付予定） 

①代表者の異動 

 該当事項はありません。 

 

②退任予定取締役 

   取締役 FA&DA事業部営業本部長  田原 直樹 

   取締役 CSR本部長        中島 祥行 

取締役 AFA事業部営業本部長   岩本 英規 

   取締役 eFA事業部半導体本部長  佐藤 誠治 

 

(２)執行役員制度の導入 

当社は、平成23年4月15日開催の取締役会において執行役員制度の導入を決議いたしました。 

①制度導入の目的 

・取締役の人数を減員し、合議体による経営の意思決定の一層の迅速化を図るとともに、 

より活発な議論を通して取締役会を一層活性化させる。 

・業務に精通した若い人材を執行役員として登用し、権限を委譲のうえ業務執行を行わせることにより、 

機動的かつ効率的な業務運営を行う。 

ことを通じて、企業価値の向上を図ってまいります。 

②制度導入の時期 

平成23年６月24日 

 

③執行役員人事 

新役職 現役職 氏 名 

代表取締役副社長 副社長執行役員 

eFA事業統轄 

代表取締役副社長 

eFA事業統轄 

平井  豊 

代表取締役副社長 副社長執行役員 

FA&DA事業統轄 営業統轄 

代表取締役副社長 

FA&DA事業統轄 営業統轄 

小林 史男 

代表取締役専務 専務執行役員 

LSP事業統轄 LSP事業部長 

代表取締役専務 

LSP事業統轄 LSP事業部長 

柿沼 清毅 

代表取締役専務 専務執行役員 

生産統轄 サービス統轄 

生産統括本部長 滋賀事業所長 

代表取締役専務 

生産統轄 サービス統轄 

生産統括本部長 滋賀事業所長 

谷口 孝宏 

取締役 常務執行役員 

管理統轄 BCP推進本部長 

小牧事業所長 

常務取締役 

管理統轄 BCP推進本部長 

小牧事業所長 

井上 正義 

取締役 常務執行役員 

財務統轄 財経本部長 

常務取締役 

財務統轄 財経本部長 

猪原 幹夫 

取締役 常務執行役員 

FA&DA事業部長 

FA&DA事業部生産本部長 

常務取締役 

FA&DA事業部長  

FA&DA事業部生産本部長 

田中 章夫 

取締役 常務執行役員 

ABH事業統轄 

常務取締役 

ABH事業統轄 

平本  孝 

取締役 常務執行役員 

eFA事業部長 eFA事業部FPD本部長 

常務取締役 

eFA事業部長 eFA事業部FPD本部長 

森屋  進 

取締役 常務執行役員 

AFA事業統轄 AFA事業部長 

AFA事業部生産本部長 

常務取締役 

AFA事業統轄 AFA事業部長 

AFA事業部生産本部長 

武田 泰元 

取締役 常務執行役員 

中国現法統括本部長 

常務取締役 

中国現法統括本部長 

藤木 勝敏 

常務執行役員  

FA&DA事業部営業本部長 

取締役 

FA&DA事業部営業本部長 

田原 直樹 
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常務執行役員 

CSR本部長 

取締役 

CSR本部長 

中島 祥行 

常務執行役員  

AFA事業部営業本部長 

取締役 

AFA事業部営業本部長 

岩本 英規 

 

常務執行役員 

eFA事業部半導体本部長 

取締役 

eFA事業部半導体本部長 

佐藤 誠治 

執行役員   

FA&DA事業部DTS本部長 

取締役待遇理事    

FA&DA事業部DTS本部長 

當真 政信 

執行役員  

LSP事業部生産本部長 

理事   

LSP事業部生産本部長 

井狩   彰 

 

                                         以 上 
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