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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 202,337 2.2 8,010 89.9 7,999 98.9 4,439 262.9
24年3月期 198,052 24.4 4,217 144.3 4,022 199.0 1,223 354.1

（注）包括利益 25年3月期 11,045百万円 （―％） 24年3月期 743百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

25年3月期 40.12 ― 5.6 4.1 4.0
24年3月期 11.05 ― 1.6 2.3 2.1

（参考） 持分法投資損益 25年3月期 △70百万円 24年3月期 △13百万円

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

25年3月期 206,875 85,685 40.4 754.98
24年3月期 185,049 76,618 40.3 674.72

（参考） 自己資本 25年3月期 83,538百万円 24年3月期 74,661百万円

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

25年3月期 15,666 △13,649 88 33,722
24年3月期 △5,187 △4,039 7,709 29,438

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 ％ ％

24年3月期 ― 5.00 ― 10.00 15.00 1,659 135.7 2.2
25年3月期 ― 5.00 ― 10.00 15.00 1,659 37.4 2.1
26年3月期(予想) ― 5.00 ― 10.00 15.00 33.2

3. 平成26年3月期の連結業績予想（平成25年4月1日～平成26年3月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 110,000 16.5 2,500 △14.4 2,300 △5.8 1,400 10.2 12.65
通期 225,000 11.2 8,500 6.1 8,000 0.0 5,000 12.6 45.19



※  注記事項
(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（注）当連結会計年度より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しておりま
す。詳細は、添付資料18ページ ３．連結財務諸表（5）連結財務諸表に関する注記事項をご覧ください。

(3) 発行済株式数（普通株式）

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 有
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期 113,671,494 株 24年3月期 113,671,494 株
② 期末自己株式数 25年3月期 3,022,663 株 24年3月期 3,016,058 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 110,651,729 株 24年3月期 110,659,535 株

（参考）個別業績の概要

平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 133,344 0.4 4,933 ― 8,459 150.2 5,603 197.0
24年3月期 132,861 19.1 344 ― 3,380 162.5 1,886 112.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

25年3月期 50.64 ―
24年3月期 17.05 ―

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

25年3月期 158,636 72,293 45.6 653.36
24年3月期 149,858 66,837 44.6 604.02

（参考） 自己資本 25年3月期 72,293百万円 24年3月期 66,837百万円

※ 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、５ページ「１.経営成績（1）経営成績に関する分析・次期の見通し」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14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、米国は底堅く推移したものの、欧州は債務問題解決の

決め手を欠き、中国など新興国でもその影響が及びました。わが国の経済も輸出の落ち込みなど

により、弱含みで推移しましたが、平成24年末から円安・株高に転じたことで、景気回復への期

待が高まっております。 

当業界におきましては、国内では東日本大震災からの復興需要などが見られましたが、総じて

需要回復力は弱く、厳しい事業環境のまま推移しました。 

このような環境下ではありましたが、当社グループは、受注面では米国やメキシコ、アジアの

自動車工場向け案件が力強く推移し、国内では通販など流通業向け大型配送センターが寄与しま

した。売上面では、国内外の自動車工場向けが好調で、米国や台湾、韓国の半導体工場向けも寄

与しました。この結果、当連結会計年度の受注高は2,109億90百万円（前期比8.1％増）、売上高

は2,023億37百万円（前期比2.2％増）を計上しました。 

受注高には、平成24年11月に買収手続きを終えた ELITE LINE SERVICES, LLC（以下ＥＬＳ社＝

米国の空港オペレーション・サービス会社）の平成24年10月末受注残高約65億円を含んでいます。 

利益につきましては、主に株式会社ダイフクでコストダウン、プロジェクト管理の徹底などに

より営業利益が大きく改善しました。加えて、株式会社コンテックにおいて太陽光発電関連商品

の標準化効果などにより従来予想を上回るとともに、アジアを中心とする海外子会社も貢献しま

した。また、営業外収益として円安による為替差益を計上する一方、特別損失としてボウリング

関連ビジネスの市場動向・業績に鑑み、関連する資産の減損を計上しました。この結果、営業利

益は80億10百万円（前期比89.9％増）、経常利益は79億99百万円（前期比98.9％増）、当期純利

益は44億39百万円（前期比262.9％増）となりました。 

当連結会計年度を 終年度とする３ヵ年中期経営計画「Material Handling and Beyond」では、

終年度の平成25年３月期の売上高2,200億円、営業利益110億円を目標としておりましたが、事

業環境が大変厳しいまま推移したこともあり、策定当初の目標は達成できませんでした。 

しかしながら、従来にない新しい市場や製品、事業の開拓・創出などに積極的に取り組んだ結

果、リーマンショックの影響を乗り越え、確かな回復基調を描くことができました。 

この成果を生かし、平成26年３月期にスタートし平成29年３月期を 終年度とする新４カ年中

期経営計画「Value Innovation 2017」では、売上高2,800億円、営業利益率７％を主な経営目標

として、さらなる飛躍を目指します。その概要につきましては ２．経営方針（８ページ）を、

詳細につきましては平成25年２月12日に別途開示している資料「新中期経営計画策定のお知ら

せ」をご参照下さい。 

 

セグメントごとの売上は次のとおりであります。売上は外部顧客への売上高、セグメント利益

は純利益を記載しております。セグメントに関する詳細は、後記（セグメント情報等）をご覧下

さい。 

① 株式会社ダイフク 

《受注》 

主力の一般製造業や流通業向け保管・搬送・仕分け・ピッキングシステムでは、通販などの

流通向けを中心に、農業、食品、医薬品、医薬卸、リチウムイオン電池業界向けなどの大型案

件が堅調に推移しました。また、中小型システムや機器製品の受注も堅調でした。タイやイン

ドネシア、中国など海外向けの案件も増加しています。 

半導体工場向けシステムでは、北米、韓国、台湾の案件が堅調に推移しました。液晶パネル

工場向けは中国が主な市場となっており、大型案件の決定時期ずれ込み等の影響を受けました

が、平成25年に入り受注が活発化しています。 

自動車生産ライン向けシステムは、メキシコやタイ、インドネシア、ブラジルなどの新興国

向け、国内の５月と８月および年末年始連休工事の受注が活発でした。 
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《売上》 

一般製造業や流通業向け保管・搬送・仕分け・ピッキングシステムでは、医薬品、医薬卸、

流通、農業、食品業界向けなどの国内大型案件が、堅調に推移しました。高能力自動倉庫「シ

ャトルラック」（台車式自動ラック）などの新製品投入も寄与しました。 

半導体工場向けシステムは、北米や韓国、台湾向け案件が堅調に推移しました。微細化加工

のニーズ増大をにらんで独自開発した窒素パージストッカーが寄与しました。 

自動車生産ライン向けシステムは、国内やメキシコ向けの大型案件、５月と８月および年末

年始の連休工事などサービス関連が順調に推移しました。サービス関連では、太陽光発電シス

テムの設置工事など、自動車工場向け以外の売上も増えています。 

洗車機は、ＳＳ（サービスステーション）業界とＣＡ（カーアフターマーケット）業界が共

に好調で、特にカーディーラー市場がけん引役となり販売台数が伸びました。福祉リヤリフト

は、高齢化を背景に、搭載車両のモデルチェンジ需要などが寄与しました。 

《利益》 

利益面では、一般製造業や流通業向け保管・搬送・仕分け・ピッキングシステムおよび自動

車生産ライン向け搬送システムの営業利益が大幅に改善しました。営業外収益では、順調に成

長を続けてきた海外子会社からの受取配当金が伸びたことが寄与しました。 

この結果、受注高は1,065億60百万円（前期比4.8％減）、売上高は1,100億90百万円（前期

比3.9％減）、セグメント利益は56億３百万円（前期比197.0％増）となりました。 

 

② 株式会社コンテック 

・デバイス＆ソリューション製品 

昨年より再生可能エネルギーの買取制度が開始されたことで、ソリューション製品（太陽光

発電計測システム）の売上が大幅に増加し、利益面でも貢献いたしました。一方、国内の製造

業における設備投資が減少した影響を受けて、拡張ボード系機器、産業用パソコン系機器、ネ

ットワーク系機器の販売は、若干減少いたしました。 

・システム製品 

主力の自動車生産設備関連で競争激化の影響を受ける一方、物流システムなど新たな分野へ

拡販を図るため、業務提携先との協業を強化してまいります。 

この結果、受注高は93億21百万円（前期比11.6％増）、売上高は89億35百万円（前期比

9.5％増）、セグメント利益は１億70百万円（前期比147.7％増）となりました。 

 

③ DAIFUKU WEBB HOLDING COMPANY 

DAIFUKU WEBB HOLDING COMPANY（DWHC）は、北米の事業を統括する会社で、傘下にウェブ社、

ダイフクアメリカ、平成24年11月に買収手続きを終えたＥＬＳ社を置き、北米の経営資源を効

率的に運用するとともに、コスト削減、業務統合などをグループ横断で進めています。 

受注面のうち自動車業界向けは、北米自動車業界の活発な設備投資を受け、過去 高の数字

を記録しました。デトロイトスリー向けの大型案件獲得、日系企業向けの設備入れ替え更新な

どが寄与しました。 

半導体メーカー向けシステムは、お客さまの投資計画の前倒しにより順調に推移しました。 

食品関連、自動車、自動車部品各業界向けに無人搬送車「SmartCart」の売れ行きが好調で、

アルミ圧延メーカー向けに積載荷重68トンの超重量タイプも受注しています。 

売上面では、上記各業界向け共に豊富な受注量をベースに、順調に推移しました。平成24年

６月に完了したオハイオ工場の建屋増設工事が、生産量の増加、効率化の両面から業績に寄与

しています。 

空港向け手荷物搬送システムは、受注・売上ともに、新規案件計画の遅延、欧州市場冷え込

みによる北米での競争激化の影響を受けました。ＥＬＳ社を第４四半期連結会計期間から連結

したため、同社の10月末時点の受注残約65億円を加えて、受注が大きく増加しました。 

利益面では、食品関連業界向け等で採算の厳しい大型配送センターがあったこと、空港向け

の事業環境が厳しくなったことなどの影響を受けました。 

この結果、受注高は448億54百万円（前期比74.1％増）、売上高は381億50百万円（前期比

34.9％増）、セグメント利益は５億62百万円（前期比49.9％減）となりました。 
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④ その他 

「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。平成24年４月に、一部国内子会社のダイフク本体への統合やコンテック

への移管などによる組織再編を実施しています。 

国内における主要な子会社としては、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などがあります。 

主要な海外現地法人としては、大福（中国）有限公司、DAIFUKU KOREA CO., LTD.、CLEAN 

FACTOMATION, INC.（韓国）、台灣大福高科技設備股分有限公司、DAIFUKU (THAILAND) LTD.、

LOGAN TELEFLEX (UK) 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。各社とも、グローバルな 適地生産・調達体制の一翼を担い、国外へ

の輸出も増やしています。特に、東南アジアの海外子会社が業績を伸ばしています。 

中国では、大手調味料メーカーから大型自動倉庫を受注したほか、食品や小売、機械部品向

けに高度な技術を必要とする大型システムの引き合いが活発になっています。自動車生産ライ

ン向け搬送システムは、生産体制の整備が進み、日本や米国向けの生産が急増し、現地日系自

動車メーカーの投資時期見直しの動きをカバーしました。平成26年３月期は、外資系自動車メ

ーカー向け大型案件を受注するなど、順調なスタートを切っています。 

台湾では、液晶パネル工場向けの投資減少を半導体工場向けの大型システムがカバーすると

ともに、大手ＩＴ製品販売会社向けの物流システムも受注しました。 

韓国では、半導体工場向けが好調でした。自動車工場向けは、自動車メーカーの活発な設備

投資により、受注・売上ともに好調で、過去 高の数字になりました。また、DAIFUKU KOREA 

CO., LTD.の洗車機部門を、平成24年８月に全株式を取得した韓国 大手洗車機メーカーの

HALLIM MACHINERY CO., LTD.（韓林機械株式会社、以下ハンリン機械）に統合、韓国内子会社

の効率運用を図っております。 

タイは、アジア・太平洋地域全般の自動車産業の要として、また日本への輸出拠点としても

ますます存在感を増しています。また、食品業界などで大型自動倉庫を受注しており、タイの

現地法人は過去 高の受注となりました。インドネシアでも投資が加速しており、シンガポー

ルではＲＦＩＤを用いたソリューションの引き合いが増えています。ＡＳＥＡＮ全体として、生

活レベルの向上、賃金上昇に伴い、各種産業ともに自動化・ＩＴ化ニーズが進む見込みで、当

社グループには追い風となっています。 

LOGAN TELEFLEX (UK) LTD.およびLOGAN TELEFLEX (FRANCE) S.A.S.は、欧州やアフリカにお

ける空港手荷物搬送システムの受注活動を進めています。 

また、欧州では、平成22年10月にオーストリアの物流システムメーカーのKNAPP AGに資本参

加して、欧州戦略の強化を図ってきました。その後の株式追加取得により、平成24年７月に全

株式の30％を取得するに至り、同社は当社グループの持分法適用会社となりました。 

この結果、受注高は502億53百万円（前期比2.1％増）、売上高は453億70百万円（前期比

0.8％増）、セグメント利益は21億34百万円（前期比25.7％増）となりました。 
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・次期の見通し 

当社は、平成26年３月期から中期４ヵ年経営計画「Value Innovation 2017」をスタートさ

せました。 

初年度である平成26年３月期は、以下の要因により、受注・売上は順調に拡大すると見てお

ります。 

・ 本連結会計年度に実施したＭ＆Ａ案件（空港の手荷物オペレーションビジネスの米国ＥＬＳ

社、子会社のコンテック傘下に加わった医療向け電子機器製造・販売の米国DTx INC.（Ｄ

Ｔｘ社）などが期間を通して連結対象になること 

・ 一般製造業や流通業向け保管・搬送・仕分け・ピッキングシステムにおいて、アジア・北

米案件の伸びが見込めること 

・ 為替が円安傾向にあり、海外現地法人の経営数字を円換算する際に有利に働くこと 

収益面は、効率性・品質ともに高いレベルの生産体制を構築する構造改革の全社展開に一定

の時間を要すること等を勘案して、業績見通しにつきましては、次の通りとさせていただきま

す。 

 

平成26年３月期の連結通期業績予想 

受注高 2,300億円 (前期比9.0％増) 

売上高 2,250億円 (前期比11.2％増) 

営業利益 85億円 (前期比6.1％増) 

経常利益 80億円 (前期比0.0％増) 

当期純利益 50億円 (前期比12.6％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2,068億75百万円（前期比218億26百万円の増加）となり

ました。これは、前連結会計年度末に比べて投資有価証券が、90億34百万円増加し、のれんが

35億10百万円増加、現金及び預金が41億57百万円増加したことが、主な要因であります。 

当連結会計年度末における負債は1,211億90百万円（前期比127億59百万円の増加）となりま

した。これは、短期借入金が前連結会計年度末に比べ143億60百万円増加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純資産は856億85百万円（前期比90億67百万円の増加）となりま

した。これは、保有する有価証券や為替の変動等によるその他の包括利益累計額合計が64億3

百万円増加したことと、剰余金の配当により16億59百万円減少しましたが、当期純利益が44億

39百万円増加により利益剰余金が24億76百万円増加したことが主な要因であります。 
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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42億84百万円増

加し、337億22百万円（前年同期は294億38百万円）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、156億66百万円の収入超過（前年同期は51億87百万円の支出超

過）となりました。これは、税金等調整前当期純利益が73億16百万円、減価償却費が33億32

百万円あったことに加え、未成工事受入金の増加額が21億32百万円、売上債権の減少額が33

億６百万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、136億49百万円の支出超過（前年同期は40億39百万円の支出超

過）となりました。これは、固定資産の取得による支出が30億33百万円あったことに加え、

子会社や関連会社の株式の取得による支出が113億38百万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、88百万円の収入超過（前年同期は77億９百万円の収入超過）と

なりました。これは、配当金の支払が16億57百万円あったものの、長期借入金の調達などに

より有利子負債の増加額が20億４百万円あったことが主な要因であります。 

 

（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期

自己資本比率（％） 40.9 47.9 46.3 40.3 40.4

時価ベースの自己資本比率

（％） 
30.0 49.2 40.9 28.7 41.2

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） － 2.2 3.6 － 3.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － 21.1 14.1 － 17.6

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。 

平成26年３月期にスタートした新４ヵ年中期経営計画「Value Innovation 2017」では、１

株当たり配当金の持続的成長を課題の一つとして、中長期的連結配当性向30％を目指していま

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25年５月14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。 

次期（平成26年３月期）の配当につきましては、平成25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。 
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また、平成24年６月の株主総会後、株主様への優待策として、当社が設備・用品を納入した

全国300カ所以上のボウリング場でご利用いただける割引金券を贈呈する株主優待制度を導入

いたしました。本制度は、さらに魅力を高めるため、平成25年６月の株主総会後送付分から贈

呈区分の一部改訂を行います。 

 

(4) その他報告事項 

① 積極的なＭ＆Ａにより、事業の枠組みを拡大しました。洗車機製造・販売の韓国ハンリ

ン機械、空港の手荷物オペレーションビジネスの米国ＥＬＳ社、子会社のコンテック傘下

に加わった医療向け電子機器製造・販売の米国ＤＴｘ社などを当社グループ傘下に加えて

います。また、平成22年10月より資本参加していた、オーストリアのKNAPP AGの株式を、

平成24年７月に30％まで追加取得し、持分法適用会社としました。 

② 平成24年11月、中国にクリーンルーム向け現地法人の「大福自動搬送設備（蘇州）有限

公司」を設立しました。液晶パネル、半導体工場の建設が見込まれる中国に工場を設け、

現地生産能力を増強します。また、平成25年１月、メキシコに自動車生産ライン向け現地

法人「DAIFUKU DE MĒXICO, S.A. DE C.V.」を設立しました。日系を中心とした自動車メ

ーカーの活発な新工場建設、能力増強工事に対応します。 

③ 韓国の現地法人「DAIFUKU KOREA CO., LTD.」の体制を強化しました。２工場に分かれて

いた管理、営業、技術部門を集約し、工場の生産部門も一本化しました。平成24年12月に

完成した新本社は、Ｒ＆Ｄセンターを兼ね、優秀な若手技術者確保を図ります。 

④ 平成24年10月、株式会社日本政策投資銀行より、「環境格付」に基づく融資を受けまし

た。独自の環境製品基準の策定、環境製品基準の普及を通して、社会全体のＣＯ２削減を

目指している点、｢エネルギーの見える化」システム導入等によるエネルギー、ＣＯ２排

出量削減の実現、滋賀事業所の生物多様性保全の推進等の取り組みが評価され、 高ラン

クの格付けを付与されました。 

⑤ 滋賀県 大級のメガソーラーを、滋賀事業所内に設置します。今秋完成予定で、発電容

量は約4,400kW、年間発電量は430万kWh（一般家庭750世帯分）を見込んでいます。稼動後

は、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」を利用して、全発電量を売電します。 
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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25年２月に発表させていただきました中期４カ年経営計画「Value Innovation 2017」（平成25

年４月～平成29年３月）において、経営理念を以下のように定めております。 

１． 適・ 良のソリューションを提供し、世界に広がるお客さまと社会の発展に貢献する。 

２．自由闊達な明るい企業風土のもと、健全で成長性豊かなグローバル経営に徹する。 

「Value Innovation 2017」は、マテリアルハンドリングの総合メーカーとして培った実績と経験を活かし、

お客さまに 適なソリューションを提供する「バリューイノベーション企業」へ進化することを目指しています。

また、新たにブランドメッセージ「Always an Edge Ahead」を定めました。 適なソリューションを創造し提供

することで、お客さまに「著しく優位な立場」をもたらしたいという思いと、発想力と行動力に秀でたプロフェ

ッショナル集団として、たゆまぬ挑戦と変革を続けるダイフクグループの姿勢を表しています。 

 

(２)目標とする経営指標、中長期的な会社の経営戦略 

前３カ年中期経営計画「Material Handling and Beyond」期間中、液晶テレビ用ＦＰＤ案件の減少、ものづく

り全般の新興国シフトに伴うお客さまの予算抑制など、産業構造が大きく変化したことに伴い、量（受注、売

上）が伸び悩んだものの、国内外で企業や事業の買収を展開したことにより、グループ全体の枠組みを拡大しま

した。加えて、従来にない新しい市場や製品の開拓・開発などに積極的に取り組んだ結果、リチウムイオン電池

工場や農産物選果場向けシステム、半導体工場向けの窒素パージストッカーなどを市場に投入することができま

した。量的には、同期間中に急速に進行した円高による目減りを勘案すると、リーマンショック前の水準に戻っ

ています。 

質（利益）の面では、競争激化、新興国での競合メーカーの成長などの外的要因に加え、現地調達ネットワー

クが未整備な海外で大型案件に挑戦し、開発リスクを伴う新市場を積極的に開拓したため、厳しい状況が続きま

した。しかしながら、工場を主体とした生産性向上によるコストダウン、本部制を敷いてのプロジェクト管理強

化、海外現地法人を活用した 適地調達戦略などによる原価改善策を推し進めた結果、 終年度である平成25年

３月期には収益性向上の確かな手ごたえをつかむことができました。 

「Value Innovation 2017」では、この成果を生かし、売上高2,800億円、営業利益率７％を主な経営目標とし

て、さらなる飛躍を目指します。 

海外売上高比率は60％（平成25年３月期は52.0％）を目指しており、特にアジア、米州の商量を伸ばし、当連

結会計年度比でそれぞれ1.6倍程度の売上増を計画しています。なかでも、一般製造業や流通業向け保管・搬

送・仕分け・ピッキングシステムは、国内中心に展開してきたため、海外での成長余地は大きく、エリアに応じ

た成長戦略を実行していきます。新興国においては、中間所得層の増大を視野に置いたマーケティング、現地に

合った商品・システムを現地のお客さま目線で開発する取り組みを推進します。 

利益面では、長年の豊富な納入実績に基づくサービスビジネスが収益基盤として経営を支える一方、新設案件

の利益率改善が課題でした。構造改革を全社展開し、効率性・品質ともに高いレベルの生産体制を構築します。

工場でのモノづくり品質、納入先での立ち上がり品質の双方を同期させて共に向上させていきます。また、収益

性が高いオンリーワン商品、オンリーワンシステム、そしてオンリーワンビジネスを作り上げていきます。 

財務面では、以下の３点を推進します。 

１．フリー・キャッシュフロー（ＦＣＦ）の創出～グローバル事業展開に向けた積極的活用 

２．発行体格付けのＡ格ゾーンの維持向上 

３．一株当たり配当金の持続的成長～中長期的連結配当性向30%を目指す 
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（３）会社の対処すべき課題 

「Value Innovation 2017」では、事業領域、収益性、ブランド力、経営効率の４つのテーマの実現に向けて、

毎期の経営方針でより具体化しながら、達成を目指します。 

足元の平成26年３月期は、「“お客さまのために、社会のために” Ｓ（安全）、Ｑ（品質）、Ｃ（コスト）、

Ｄ（開発）、Ｅ（環境）を原点に戻って考えよう」を経営方針としております。通常、Ｄは納期（Delivery）

を指しますが、あえてDevelopmentと読み替えています。 

安全は、製造メーカーにとって 重要課題です。安全の重要性を再認識し、事故のない、環境の良い職場をつ

くり、お客さまの現場でも粛々と安全を遵守した活動が行えること自体を、当社の付加価値といたします。環

境も、当社の信用を損なわないようにするだけでなく、付加価値を上げるものである、という姿勢を徹底させ

ます。 

品質、コスト、開発は、企業が持続的成長を目指すために常に進化させなければならないものです。品質・コ

ストは前述の通りですが、開発では、ＩＣＴ(Information and Communications Technology)を全社的に活用し

てまいります。過去から積み重ねてきた膨大なデータを顧客目線で見直し、予防保全など、お客さまに新たな

付加価値を提供できる仕組みを構築します。また平成25年４月１日付けで、主に要素技術を中心に開発してき

た子会社の株式会社ダイフク研究・開発センターをダイフク本体に吸収合併し、新商品開発を強化していきま

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24年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 29,577  33,735

  受取手形・完成工事未収入金等 68,676  68,826

  未完成工事請求不足高 10,481  13,138

  商品及び製品 2,523  3,368

  未成工事支出金等 5,427  5,751

  原材料及び貯蔵品 7,593  8,484

  繰延税金資産 1,613  2,471

  その他 4,160  4,160

  貸倒引当金 △112  △105

  流動資産合計 129,942  139,831

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 14,242  14,586

   機械装置及び運搬具（純額） 2,512  2,621

   工具、器具及び備品（純額） 780  1,030

   土地 11,597  11,668

   その他（純額） 1,298  1,390

   有形固定資産合計 30,430  31,297

  無形固定資産  

   ソフトウエア 2,330  2,119

   のれん 2,258  5,768

   その他 284  1,146

   無形固定資産合計 4,874  9,035

  投資その他の資産  

   投資有価証券 10,342  19,376

   長期貸付金 368  125

   繰延税金資産 5,267  3,923

   その他 4,018  3,434

   貸倒引当金 △194  △148

   投資その他の資産合計 19,802  26,711

  固定資産合計 55,107  67,044

 資産合計 185,049  206,875

株式会社ダイフク(6383)平成25年３月期決算短信



 

― 11 ― 

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

負債の部  

 流動負債  

  支払手形・工事未払金等 33,070  36,553

  短期借入金 13,861  28,221

  1年内償還予定の社債 4,000  6,000

  未払法人税等 783  1,416

  繰延税金負債 8  －

  工事損失引当金 804  739

  その他 15,470  21,066

  流動負債合計 67,998  93,998

 固定負債  

  社債 6,000  －

  長期借入金 27,149  19,163

  繰延税金負債 1,009  1,007

  退職給付引当金 3,318  4,712

  負ののれん 359  299

  その他 2,594  2,008

  固定負債合計 40,432  27,191

 負債合計 108,431  121,190

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 67,382  69,859

  自己株式 △2,421  △2,424

  株主資本合計 82,013  84,486

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 247  1,809

  繰延ヘッジ損益 11  △14

  為替換算調整勘定 △7,611  △2,743

  その他の包括利益累計額合計 △7,352  △948

 少数株主持分 1,956  2,147

 純資産合計 76,618  85,685

負債純資産合計 185,049  206,875
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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23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

売上高 198,052  202,337

売上原価 165,505  165,340

売上総利益 32,546  36,996

販売費及び一般管理費  

 販売費 14,698  14,746

 一般管理費 13,630  14,240

 販売費及び一般管理費合計 28,328  28,986

営業利益 4,217  8,010

営業外収益  

 受取利息 100  96

 受取配当金 235  242

 為替差益 －  184

 負ののれん償却額 59  59

 受取地代家賃 228  227

 その他 248  180

 営業外収益合計 872  991

営業外費用  

 支払利息 858  887

 為替差損 70  －

 その他 138  115

 営業外費用合計 1,067  1,003

経常利益 4,022  7,999

特別利益  

 固定資産売却益 3  159

 その他 1  5

 特別利益合計 4  165

特別損失  

 固定資産売却損 23  46

 固定資産除却損 105  159

 投資有価証券評価損 718  －

 減損損失 －  544

 その他 51  97

 特別損失合計 898  847

税金等調整前当期純利益 3,129  7,316

法人税、住民税及び事業税 1,540  2,534

法人税等調整額 300  254

法人税等合計 1,840  2,788

少数株主損益調整前当期純利益 1,288  4,528

少数株主利益 65  88

当期純利益 1,223  4,439
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  (単位：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

少数株主利益 65  88

少数株主損益調整前当期純利益 1,288  4,528

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 731  1,568

 繰延ヘッジ損益 43  △17

 為替換算調整勘定 △1,285  3,853

 持分法適用による持分相当額 △34  1,113

 その他の包括利益合計 △545  6,517

包括利益 743  11,045

（内訳）  

 親会社株主に係る包括利益 699  10,842

 少数株主に係る包括利益 44  203
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本  

 資本金  

  当期首残高 8,024  8,024

  当期末残高 8,024  8,024

 資本剰余金  

  当期首残高 9,028  9,028

  当期変動額  

   自己株式の処分 △0  －

   当期変動額合計 △0  －

  当期末残高 9,028  9,028

 利益剰余金  

  当期首残高 67,819  67,382

  当期変動額  

   剰余金の配当 △1,659  △1,659

   当期純利益 1,223  4,439

   子会社株式取得に伴う減少 －  △302

   当期変動額合計 △436  2,476

  当期末残高 67,382  69,859

 自己株式  

  当期首残高 △2,417  △2,421

  当期変動額  

   自己株式の取得 △3  △3

   自己株式の処分 0  －

   当期変動額合計 △3  △3

  当期末残高 △2,421  △2,424

 株主資本合計  

  当期首残高 82,454  82,013

  当期変動額  

   剰余金の配当 △1,659  △1,659

   当期純利益 1,223  4,439

   自己株式の取得 △3  △3

   自己株式の処分 0  －

   子会社株式取得に伴う減少 －  △302

   当期変動額合計 △440  2,473

  当期末残高 82,013  84,486
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額  

 その他有価証券評価差額金  

  当期首残高 △482  247

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 730  1,561

   当期変動額合計 730  1,561

  当期末残高 247  1,809

 繰延ヘッジ損益  

  当期首残高 △32  11

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 43  △26

   当期変動額合計 43  △26

  当期末残高 11  △14

 為替換算調整勘定  

  当期首残高 △6,313  △7,611

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,298  4,868

   当期変動額合計 △1,298  4,868

  当期末残高 △7,611  △2,743

 その他の包括利益累計額合計  

  当期首残高 △6,828  △7,352

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △523  6,403

   当期変動額合計 △523  6,403

  当期末残高 △7,352  △948

少数株主持分  

 当期首残高 2,088  1,956

 当期変動額  

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △132  190

  当期変動額合計 △132  190

 当期末残高 1,956  2,147

純資産合計  

 当期首残高 77,714  76,618

 当期変動額  

  剰余金の配当 △1,659  △1,659

  当期純利益 1,223  4,439

  自己株式の取得 △3  △3

  自己株式の処分 0  －

  子会社株式取得に伴う減少 －  △302

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △656  6,594

  当期変動額合計 △1,096  9,067

 当期末残高 76,618  85,685
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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23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25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 3,129  7,316

 減価償却費 3,612  3,332

 減損損失 －  544

 のれん償却額 343  376

 負ののれん償却額 △59  △59

 受取利息及び受取配当金 △336  △339

 支払利息 858  887

 固定資産除売却損益（△は益） 128  205

 投資有価証券評価損益（△は益） 718  －

 売上債権の増減額（△は増加） △20,969  3,306

 たな卸資産の増減額（△は増加） 1,826  △1,225

 仕入債務の増減額（△は減少） 6,763  1,054

 未成工事受入金の増減額（△は減少） 2,173  2,132

 その他 △1,927  311

 小計 △3,738  17,843

 利息及び配当金の受取額 333  334

 利息の支払額 △860  △888

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,177  △1,921

 その他 255  298

 営業活動によるキャッシュ・フロー △5,187  15,666

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出 

△565  △4,495

 持分法適用の範囲の変更を伴う関連会社株式の取
得による支出 

－  △3,449

 関係会社の有償減資による収入 －  800

 定期預金の預入による支出 △135  △0

 定期預金の払戻による収入 66  136

 固定資産の取得による支出 △2,293  △3,033

 固定資産の売却による収入 53  400

 投資有価証券の取得による支出 △715  △67

 関係会社株式の取得による支出 △184  △3,392

 貸付金の回収による収入 3  3

 事業譲受による支出 △270  △570

 その他 3  20

 投資活動によるキャッシュ・フロー △4,039  △13,649
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  (単位：百万円)

 

前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 短期借入金の純増減額（△は減少） 9,360  △7,987

 長期借入れによる収入 1,108  15,922

 長期借入金の返済による支出 △899  △1,930

 社債の償還による支出 －  △4,000

 自己株式の取得による支出 △3  △3

 配当金の支払額 △1,658  △1,657

 その他 △198  △255

 財務活動によるキャッシュ・フロー 7,709  88

現金及び現金同等物に係る換算差額 △717  2,179

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,234  4,284

現金及び現金同等物の期首残高 31,672  29,438

現金及び現金同等物の期末残高 29,438  33,722
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(5)連結財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

 

 

(会計方針の変更) 

(会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更) 

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24年４月１日

以後に取得した有形固定資産については、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。 

これによる当連結会計年度の損益への影響額は軽微であります。 
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（セグメント情報等） 

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、「DAIFUKU WEBB HOLDING COMPANY（DWHC)」の３

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。

「DAIFUKU WEBB HOLDING COMPANY」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、マテリアルハンドリングシステムの一部として、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。 

株式会社ダイフク(6383)平成25年３月期決算短信



 

― 20 ― 

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24年４月１日  至  平成25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 ＤＷＨＣ 計 

その他 
(注) 

合計 

売上高   

 外部顧客への売上高 110,090 8,935 38,150 157,177 45,370 202,547

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
23,254 8,493 921 32,668 12,045 44,713

計 133,344 17,429 39,071 189,845 57,416 247,261

セグメント利益 5,603 170 562 6,335 2,134 8,470

セグメント資産 158,636 16,227 29,662 204,526 43,297 247,824

セグメント負債 86,342 10,617 23,811 120,772 23,167 143,939

その他の項目   

 減価償却費 2,346 265 216 2,827 509 3,337

 のれん償却額 129 － － 129 119 249

 受取利息 34 2 2 38 111 150

 支払利息 787 62 41 891 49 941

 持分法投資損失(△) － － △115 △115 － △115

 特別利益 92 － 124 216 159 376

 （固定資産売却益） (－) (－) (123) (123) (157) (280)

 特別損失 736 2 89 829 26 855

 （減損損失） (566) (－) (－) (566) (－) (566)

 法人税費用 2,211 107 126 2,444 518 2,963

 持分法適用会社への投資額 5,162 － － 5,162 162 5,325

 有形固定資産及び無形固定

資産の増加額 
2,164 1,592 3,213 6,970 737 7,708

（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 189,845

「その他」の区分の売上高 57,416

セグメント間取引消去 △44,713

工事進行基準売上高の連結上の調整額 481

その他の連結上の調整額 △691

連結財務諸表の売上高 202,337

（単位：百万円） 

利   益 当連結会計年度 

報告セグメント計 6,335

「その他」の区分の利益 2,134

関係会社からの配当金の消去 △3,429

その他の連結上の調整額 △601

連結財務諸表の当期純利益 4,439

（単位：百万円） 

資   産 当連結会計年度 

報告セグメント計 204,526

「その他」の区分の資産 43,297

資本連結による関係会社株式の消去 △22,377

内部取引による債権の消去 △17,231

その他の連結上の調整額 △1,339

連結財務諸表の資産合計 206,875

（単位：百万円） 

負   債 当連結会計年度 

報告セグメント計 120,772

「その他」の区分の負債 23,167

内部取引による債務の消去 △17,231

その他の連結上の調整額 △5,517

連結財務諸表の負債合計 121,190
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                           （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 2,827 509 △4 3,332

のれん償却額 129 119 126 376

受取利息 38 111 △53 96

負ののれん償却額 － － 59 59

支払利息 891 49 △53 887

持分法投資利益又は損
失(△) 

△115 － 44 △70

特別利益 216 159 △210 165

（固定資産売却益） (123) (157) (△120) (159)

特別損失 829 26 △7 847

（減損損失） (566) (－) (△21) (544)

法人税費用 2,444 518 △175 2,788

持分法適用会社への 
投資額 

5,162 162 1,107 6,432

有形固定資産及び無形
固定資産の増加額 

6,970 737 △20 7,687

 

（関連情報） 

当連結会計年度（自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日） 

１  製品及びサービスごとの情報 

（単位：百万円） 

 物流システム 電子機器 その他 合計 

外部顧客への売上高 178,976 8,925 14,435 202,337

 

２  地域ごとの情報 

売上高 

（単位：百万円） 

日本 アメリカ その他 合計 

97,047 36,442 68,847 202,337 

(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。 
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（１株当たり情報） 

 

 
前連結会計年度 

(自  平成23年４月１日 
  至  平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成24年４月１日 
  至  平成25年３月31日) 

１株当たり純資産額 674円72銭 754円98銭 

１株当たり当期純利益金額 11円05銭 40円12銭 

 (注)１  潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

   ２  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。 

 

項目 
前連結会計年度 

(自  平成23年４月１日 
  至  平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成24年４月１日 
  至  平成25年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益(百万円) 1,223 4,439 

普通株主に帰属しない金額(百万円) － － 

普通株式に係る当期純利益(百万円) 1,223 4,439 

普通株式の期中平均株式数(千株) 110,659 110,651 

   

   ３  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。 

 

項目 
前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

純資産の部の合計額(百万円) 76,618 85,685 

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 1,956 2,147 

(うち少数株主持分)(百万円) (1,956) (2,147)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 74,661 83,538 

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) 

110,655 110,648 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 

株式会社ダイフク(6383)平成25年３月期決算短信



 

- 24 - 

４．その他 

 

役員の異動 （平成25年６月26日付予定） 

①代表者の異動 

該当事項はありません。 

 

②新任取締役候補 

本田 修一 （新役職 取締役常務執行役員 本社部門長 兼 ＣＳＲ本部長 兼 ＢＣＰ推進本部長） 

（現役職 常務執行役員 本社部門長 兼 ＣＳＲ本部長 兼 ＢＣＰ推進本部長） 

 

③退任予定取締役 

藤木 勝敏 （現役職 取締役常務執行役員 中国統括本部長) 

※ 株式会社コンテック 代表取締役社長に就任予定 
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