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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第3四半期 24,529 ― 95 ― 94 ― 33 ―

20年3月期第3四半期 28,369 9.2 452 7.7 434 △2.9 149 △37.3

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第3四半期 2.06 ―

20年3月期第3四半期 9.31 ―

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月期第3四半期 24,255 5,144 21.2 320.12
20年3月期 27,766 5,923 21.3 368.50

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  5,144百万円 20年3月期  5,923百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（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

20年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 5.00 5.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

通期 34,000 △12.6 210 △71.6 210 △70.6 120 △67.4 7.46

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

［（注） 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。］  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 １．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業
績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件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【定性的情
報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
 ２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  16,100,000株 20年3月期  16,100,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  29,791株 20年3月期  24,950株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  16,072,485株 20年3月期第3四半期  16,077,736株
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文中の将来に関する事項は、本四半期決算短信提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断した
ものであります。また、文中の比較・分析に用いた前年同四半期増減率については参考として記載しております。 

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機が実体経済に波及し、世界同時不況の様相が強ま
る中、企業収益が急減するなど景気の悪化が鮮明となり、雇用情勢にも急速に厳しさが増す状況となりました。 
 当社グループが関係する建設業界におきましても、民間建設投資は昨年来の建築基準法改正に伴う混乱が収束し回
復に向かうとの期待がありましたが、厳しい環境を反映し、前年比マイナスの状況が続いたことに加え、公共建設投
資は昨年度末の道路特定財源問題の混乱から工事発注が遅れるなど、従前にも増して厳しい状況にありました。 
 このような環境のもと、当社グループは、昨年度より取り組んでいる中期３ヵ年経営計画「Ｍaeda Ｎew Ｓtage
Ｐlan」に基づき、自社商品の拡販、レンタルの拡大、ＩＴ・ＯＥＭ分野の拡大に取り組んでまいりましたが、設備投
資の先送りなどから建設機械等商品の総需要が大幅に減少したことにより、当第３四半期連結累計期間の連結売上高
は24,529百万円(前年同期比13.5％減少)となりました。損益につきましては、連結営業利益は95百万円(前年同期比
79.0％減少)、連結経常利益は94百万円(前年同期比78.2％減少)、連結四半期純利益は33百万円(前年同期比77.9％減
少)となりました。 
 なお、当第３四半期連結累計期間の区分別概要は、次のとおりであります。 
建設機械販売・サービス事業 
 建設機械販売・サービス事業の売上高は、前年同期比13.6％減少の17,269百万円余となりました。  
 建設機械等商品は、工事発注の遅れによる仕事量の減少と先行きの不透明感から総需要が大幅に減少したことによ
り、前年同期比18.9％減少の9,956百万円余となりました。 
 また、工事量の減少に伴い建設機械の稼動が低下した影響から、レンタルは前年同期比8.0％減少の3,072百万円
余、建設機械等整備は前年同期比2.9％減少の4,240百万円余となりました。  
産業・鉄構機械等製造事業 
 産業・鉄構機械等製造事業の売上高は、前年同期比15.0％減少の6,714百万円余となりました。  
 産業機械等製品は、レンタル業界の投資抑制の影響を受けクローラクレーンが減少したことにより、前年同期比
13.9％減少の3,981百万円余となりました。  
 機械鉄構等製品は、土木関連機器の減少に加え設備投資の先送りからＩＴ関連製造設備が減少したことにより、前
年同期比16.6％減少の2,732百万円余となりました。 
その他の事業 
 その他の事業の売上高は、介護用具レンタル及び販売事業へ進出したことによる売上が寄与し、前年同期比14.7％
増加の546百万円余となりました。  
  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 
当第３四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ2,635百万円余減少し13,459百万円余と

なっております。これは主に、現金及び預金が451百万円余、受取手形及び売掛金が2,275百万円余それぞれ減少した
ことによるものであります。  
 固定資産は、前連結会計年度末に比べ875百万円余減少し10,796百万円余となっております。これは主に、株価下落
による投資有価証券の減少によるものであります。 
 これにより、総資産は、前連結会計年度末に比べ3,510百万円余減少し24,255百万円余となりました。 
 当第３四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ2,031百万円余減少し15,586百万円余と
なっております。これは主に、買掛金が1,003百万円余、短期借入金が700百万円余それぞれ減少したことによるもの
であります。  
 固定負債は、前連結会計年度末に比べ700百万円余減少し3,525百万円余となっております。これは主に、長期借入
金が210百万円余、繰延税金負債が495百万円余それぞれ減少したことによるものであります。  
 これにより、負債合計は、前連結会計年度末に比べ2,731百万円余減少し19,111百万円余となりました。 
 当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ779百万円余減少し5,144百万円余と
なっております。これは主に、その他有価証券評価差額金の減少によるものであります。  
 この結果、当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は21.2％となりました。  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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(2) キャッシュ・フローの状況 
当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて451百万円余減少

し、760百万円余となりました。  
(営業活動によるキャッシュ・フロー)  
 営業活動によるキャッシュ・フローは、1,630百万円余となりました。 これは主に仕入債務の減少1,316百万円余、
法人税等の支払額192百万円余があったものの、減価償却費931百万円余、売上債権の減少2,333百万円余によるもので
あります。  
(投資活動によるキャッシュ・フロー)  
 投資活動によるキャッシュ・フローは、△1,088百万円余となりました。これは主に貸与資産等の有形固定資産の取
得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)  
 財務活動によるキャッシュ・フローは、△992百万円余となりました。これは営業活動によるキャッシュ・フローに
より得た資金に応じて有利子負債の削減を行ったことによるものであります。  
  

当社グループが関係する建設業界は、企業収益の急減から民間設備投資の中止、先送りが鮮明になっていることに
加え、雇用情勢の悪化による民間住宅投資も減少傾向にあることから、更に厳しい状況になると予測しております。  
 また、急激な円高の進行により海外輸出の落ち込みが予測されるなど、現段階では先行きを見通すことが難しい状
況にありますが、補正予算の執行に伴い、レンタル機の稼動が高まるものと予測されることから平成20年11月７日発
表の平成21年３月期業績予想は変更しておりません。                             

  

 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 
   1. 第１四半期連結会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14

日 企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成
19年３月14日 企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従
い四半期連結財務諸表を作成しております。 

   2. 第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５
日 企業会計基準第９号)を適用し、評価基準については、低価法(商品及び製品)又は原価法(仕掛品、原材
料及び貯蔵品)から原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更しております。なお、この変更に伴
う損益に与える影響はありません。 

 ② ①以外の変更 
   該当事項はありません。 

  【追加情報】 
(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、法人税法の改正を契機として資産の利用状況等の見直しを行い、貸与資産の耐用
年数を５年から６年に、機械装置の耐用年数を５～17年から６～17年に変更しております。なお、この変更に伴
い、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の減価償却費は43,825千円減少し、営業利益、
経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ同額増加しております。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。 
  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期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
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 780,855 1,231,892

受取手形及び売掛金 7,108,890 9,384,447

たな卸資産 4,183,960 3,912,389

繰延税金資産 273,731 340,808

未収入金 1,038,859 1,343,017

その他 150,509 69,329

貸倒引当金 △77,536 △186,852

流動資産合計 13,459,269 16,095,032

固定資産   

有形固定資産   

貸与資産 6,795,170 5,958,268

減価償却累計額 △3,741,552 △3,296,107

貸与資産（純額） 3,053,618 2,662,161

建物及び構築物 7,594,744 7,547,967

減価償却累計額 △4,860,027 △4,705,696

建物及び構築物（純額） 2,734,717 2,842,270

機械装置及び運搬具 1,881,933 1,921,441

減価償却累計額 △1,471,159 △1,458,506

機械装置及び運搬具（純額） 410,774 462,934

土地 2,915,204 2,917,319

その他 582,030 560,690

減価償却累計額 △484,407 △454,390

その他（純額） 97,623 106,299

有形固定資産合計 9,211,937 8,990,985

無形固定資産 156,087 139,592

投資その他の資産   

投資有価証券 1,109,902 2,370,987

長期貸付金 90,094 41,194

その他 487,092 312,551

貸倒引当金 △258,471 △183,540

投資その他の資産合計 1,428,618 2,541,192

固定資産合計 10,796,643 11,671,770

資産合計 24,255,912 27,766,802
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 7,150,205 8,154,198

短期借入金 7,488,751 8,189,360

未払法人税等 17,422 197,708

賞与引当金 178,030 418,500

その他 752,014 657,720

流動負債合計 15,586,424 17,617,487

固定負債   

長期借入金 502,280 712,550

繰延税金負債 160,607 655,907

退職給付引当金 2,845,736 2,835,501

その他 16,546 21,647

固定負債合計 3,525,170 4,225,606

負債合計 19,111,594 21,843,094

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,160,000 3,160,000

資本剰余金 100,000 100,000

利益剰余金 1,657,189 1,704,428

自己株式 △9,807 △8,346

株主資本合計 4,907,382 4,956,082

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 236,935 967,625

評価・換算差額等合計 236,935 967,625

純資産合計 5,144,318 5,923,708

負債純資産合計 24,255,912 27,766,802
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 24,529,777

売上原価 20,912,581

売上総利益 3,617,195

販売費及び一般管理費 3,522,065

営業利益 95,130

営業外収益  

受取利息 4,549

受取配当金 45,644

不動産賃貸料 18,620

持分法による投資利益 19,603

その他 29,905

営業外収益合計 118,323

営業外費用  

支払利息 75,991

手形売却損 31,872

その他 11,072

営業外費用合計 118,935

経常利益 94,518

特別利益  

固定資産売却益 7,486

投資有価証券売却益 37,824

貸倒引当金戻入額 29,603

特別利益合計 74,915

特別損失  

固定資産除却損 15,997

投資有価証券評価損 33,745

減損損失 2,115

特別損失合計 51,858

税金等調整前四半期純利益 117,574

法人税、住民税及び事業税 17,360

法人税等調整額 67,077

法人税等合計 84,438

四半期純利益 33,136
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 8,672,813

売上原価 7,384,463

売上総利益 1,288,349

販売費及び一般管理費 1,158,154

営業利益 130,195

営業外収益  

受取利息 1,237

受取配当金 17,982

不動産賃貸料 1,853

その他 5,904

営業外収益合計 26,978

営業外費用  

支払利息 27,372

手形売却損 7,625

その他 4,697

営業外費用合計 39,695

経常利益 117,478

特別利益  

投資有価証券売却益 37,824

特別利益合計 37,824

特別損失  

固定資産除却損 5,419

投資有価証券評価損 5,393

特別損失合計 10,813

税金等調整前四半期純利益 144,489

法人税、住民税及び事業税 △462

法人税等調整額 61,496

法人税等合計 61,033

四半期純利益 83,455
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 117,574

減価償却費 931,732

減損損失 2,115

貸倒引当金の増減額（△は減少） △34,383

賞与引当金の増減額（△は減少） △240,469

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △16,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,234

受取利息及び受取配当金 △50,194

投資有価証券売却損益（△は益） △37,824

投資有価証券評価損益（△は益） 33,745

支払利息 75,991

持分法による投資損益（△は益） △19,603

有形固定資産除却損 15,997

有形固定資産売却損益（△は益） △7,486

売上債権の増減額（△は増加） 2,333,300

たな卸資産の増減額（△は増加） △257,086

未収入金の増減額（△は増加） 304,484

仕入債務の増減額（△は減少） △1,316,923

未払費用の増減額（△は減少） △32,436

前受金の増減額（△は減少） △78,623

未払消費税等の増減額（△は減少） △392

その他 117,298

小計 1,851,050

利息及び配当金の受取額 50,133

利息の支払額 △77,833

法人税等の支払額 △192,730

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,630,619

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △861,167

有形固定資産の売却による収入 9,355

無形固定資産の取得による支出 △35,751

投資有価証券の取得による支出 △31,651

投資有価証券の売却による収入 72,769

貸付けによる支出 △105,665

貸付金の回収による収入 52,062

営業譲受による支出 △165,031

その他 △23,918

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,088,998
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12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） △441,608

長期借入金の返済による支出 △469,270

自己株式の純増減額（△は増加） △1,461

配当金の支払額 △80,317

財務活動によるキャッシュ・フロー △992,657

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △451,036

現金及び現金同等物の期首残高 1,211,892

現金及び現金同等物の四半期末残高 760,855

㈱前田製作所(6281)　平成21年３月期　第３四半期決算短信

－9－



当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

当第３四半期連結会計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日) 
 該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

 
 (注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。  
      ２ 各事業区分に属する主要な内容  
      (1) 建設機械販売・サービス事業：油圧ショベル、ホイルローダ、ブルドーザ、環境リサイクル機械等の商 
                                  品・部品の販売及びそれらに関する商品のレンタル・サービス  
      (2) 産業・鉄構機械等製造事業 ：クレーン製品、トンネル用機器、各種プラント、特装自動車、油圧シリン 
                                       ダー、設備機械関連装置・情報関連機器製造装置の設計、製造、販売  
      (3) その他の事業       ：自動車の販売及びそれらに関する車検・整備、介護用具レンタル・販売 

３ 追加情報  
(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、法人税法の改正を契機として資産の利用状況等の見直しを行い、貸与資産の
耐用年数を５年から６年に、機械装置の耐用年数を５～17年から６～17年に変更しております。 この変更
に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の建設機械販売・サービス事業の営
業利益が38,036千円、産業・鉄構機械等製造事業の営業利益が5,649千円、その他の事業の営業利益が139千
円それぞれ増加しております。 

【所在地別セグメント情報】 

  当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 
     全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。  

【海外売上高】  

  当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 
    海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

  該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

建設機械  
販売・ 

サービス事業 
(千円)

産業・鉄構 
機械等 
製造事業  
(千円)

その他の事業 
(千円)

計 
(千円)

消去 
又は全社 
(千円)

連結 
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 17,269,519 6,714,039 546,217 24,529,777 ― 24,529,777

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 42,429 208,870 28,977 280,277 (280,277) ―

計 17,311,949 6,922,910 575,195 24,810,054 (280,277) 24,529,777

営業利益 568,293 14,827 8,834 591,955 (496,825) 95,130

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表 

  (要約) 四半期連結損益計算書 

 
  

「参考」

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 28,369,488

Ⅱ 売上原価 24,362,613

   売上総利益 4,006,875

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,554,412

   営業利益 452,462

Ⅳ 営業外収益 128,906

Ⅴ 営業外費用 147,124

   経常利益 434,244

Ⅵ 特別利益 12,924

Ⅶ 特別損失 87,274

   税金等調整前四半期(当期)純利益 359,894

   税金費用 210,224

   四半期(当期)純利益   149,670
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当第３四半期連結累計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで
あります。 

 
(注) １ 金額は、販売価格で表示しております。  

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  
３ 当社は、仕入販売を併業しているので本表は、各セグメントにおける生産実績に係るものを掲記しておりま
す。  

  

当第３四半期連結累計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで
あります。 

 
(注) １ 金額は、販売価格で表示しております。  

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  
３ 当社は、仕入販売を併業していること及び産業・鉄構機械等製造事業の一部製品については見込生産を行っ
ているため、各セグメントにおける受注実績に係るものを掲記しております。  

  

当第３四半期連結累計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで
あります。 

 
(注) １ 金額は、販売価格で表示しております。  

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  
  

6. その他の情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績 

事業の種類別セグメントの名称 生産高(千円)

建設機械販売・サービス事業 2,805,430

産業・鉄構機械等製造事業 6,601,293

その他の事業 107,808

合計 9,514,531

(2) 受注実績 

事業の種類別セグメントの名称 受注高(千円) 受注残高(千円)

建設機械販売・サービス事業 2,797,806 233,079

産業・鉄構機械等製造事業 2,306,400 806,360

その他の事業 107,847 530

合計 5,212,054 1,039,969

(3) 販売実績 

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円)

建設機械販売・サービス事業 17,269,519

産業・鉄構機械等製造事業 6,714,039

その他の事業 546,217

合計 24,529,777
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