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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 4,093 △47.0 △599 ― △595 ― △900 ―

21年3月期第1四半期 7,716 ― 5 ― 28 ― 19 ―

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

22年3月期第1四半期 △56.02 ―

21年3月期第1四半期 1.20 ―

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

22年3月期第1四半期 20,845 4,362 20.9 271.47
21年3月期 22,865 5,117 22.4 318.47

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  4,362百万円 21年3月期  5,117百万円

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  有  
 

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

21年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

10,000 △36.9 △680 ― △690 ― △1,000 ― △62.23

通期 25,000 △19.1 △220 ― △260 ― △600 ― △37.34
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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) 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、４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．連結業績予想及び配当予想につきましては、平成21年５月13日に公表しました数値から変更しております。 
２．上記に記載した予想数値は、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。連結業績予想及び配当予想の詳細につきましては、平成21年８月７日付で別途公表いたしました「業績予想の修正及び
繰延税金資産の取り崩し並びに配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

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） 22年3月期第1四半期 16,100,000株 21年3月期  16,100,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  31,741株 21年3月期  30,241株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 16,068,688株 21年3月期第1四半期 16,074,626株
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当第１四半期連結会計期間における日本経済は、世界的な景気後退の影響を受け企業収益も大幅に悪化する結果と

なりました。政府も度重なる補正予算を編成する等、内需拡大策を打ち出しておりますが、自動車等一部業種に明る

さが見え始めたものの依然雇用状況の改善や設備投資の浮揚までには至らないまま推移いたしました。 

 当社グループの主要顧客である建設業界は、企業業績の悪化による民間設備工事の減少に加え、国・地方公共団体

の緊急対策による公共工事の予算付けはされたものの、工事着工までには至っていないことから、従前にも増して厳

しい状況で推移いたしました。 

 このような経営環境のもと、当社グループは本年度が最終年度となる中期３ヵ年経営計画「Ｍaeda Ｎew Ｓtage

Ｐlan」に基づき、「かにクレーン」を中心とした自社商品の海外販路の拡大、民間需要関連分野における建機商品の

販売、レンタルの拡大及びＩＴ製造設備の受注拡大を目指し取り組んでまいりましたが、市場環境は予想以上に厳し

く、当第１四半期連結会計期間の連結売上高は、前年同期比47.0％減少の4,093百万円余(前年同期は7,716百万円余)

となりました。 

 損益につきましては、連結経常損失595百万円余(前年同期は28百万円余の利益)、連結四半期純利益は、繰延税金資

産306百万円余の回収可能性につき慎重に検討し、保守的な観点から全額を取り崩した影響により、900百万円余の損

失(前年同期は19百万円余の利益)となりました。 

 なお、当第１四半期連結会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42.1％減少の3,037百万円余(前年同期は5,248百万円余)とな

りました。  

 建設機械等商品は、公共工事の着工遅れに加え、民間設備工事の減少を受け、建設機械総需要が大幅に減少したこ

とから、新車販売・中古車販売とも前期を下回り、前年同期比57.6％減少の1,261百万円余(前年同期は2,975百万円

余)となりました。  

 また、レンタルは、輸出産業の業績不振から民間需要が伸び悩み、前年同期比27.5％減少の669百万円余(前年同期

は923百万円余)となり、建設機械等整備は前年同期比18.0％減少の1,106百万円余(前年同期は1,349百万円余)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66.3％減少の786百万円余(前年同期は2,335百万円余)となりま

した。  

 産業機械等製品は、先行き不透明な建設投資の動向からレンタル業界が投資抑制を継続していることに加え、金融

不安から派生した円高の影響から、欧州を中心に輸出が減少し、主力自社商品の「かにクレーン」「クローラクレー

ン」の販売が大きく落ち込んだことなどから、全体では前年同期比68.2％減少の492百万円余(前年同期は1,548百万円

余)となりました。  

 機械鉄構等製品は、ＩＴ業界の急激な業績悪化からＩＴ関連製造装置の大幅な受注減少と土木関連製品の減少によ

り、全体では前年同期比62.6％減少の294百万円余(前年同期は786百万円余)となりました。  

その他の事業 

 その他の事業の売上高は、前第２四半期会計期間より介護用品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102.5％増加の268百万円余(前年同期は132百万円余)となりました。  

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 
当第１四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2,343百万円余減少し9,331百万円余と

なりました。これは主に、現金及び預金が590百万円余、受取手形及び売掛金が1,773百万円余それぞれ減少したこと

及び繰延税金資産306百万円を取り崩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322百万円余増加し11,513百万円余となりました。これは主に、株式時価評価

益を計上したことにより投資有価証券が増加したこと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2,020百万円余減少し20,845百万円余となりました。 

 当第１四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1,344百万円余減少し12,532百万円余と

なりました。これは主に、買掛金が1,023百万円余、短期借入金が524百万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80百万円余増加し3,950百万円余となっております。これは主に、繰延税金負

債の増加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1,264百万円余減少し16,483百万円余となりました。 

 当第１四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755百万円余減少し4,362百万円余と

なりました。これは主に、その他有価証券評価差額金が193百万円余増加したものの、繰延税金資産の回収可能性につ

き慎重に検討し、保守的な観点から全額の取り崩しを行い、四半期純損失900百万円を計上したこと等により利益剰余

金が948百万円余減少したことによるものであります。  

 この結果、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は20.9％(前連結会計年度末は22.4％)となっております。 

・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１四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590百万円余減少

し、703百万円余(前年同期は735百万円余)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、302百万円余(前年同期は1,083百万円余)となりました。これは主に、税金

等調整前四半期純損失598百万円余(前年当期は93百万円余の利益)の計上及び仕入債務の減少860百万円余(前年同期は

1,349百万円余の減少)があったものの、売上債権の減少1,773百万円余(前年同期は2,290百万円余の減少)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、△216百万円余(前年同期は△293百万円余)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、△677百万円余(前年同期は△1,265百万円余)となりました。これは主に、

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。 

  

平成22年３月期の連結業績予想及び配当予想は、平成21年５月13日に公表いたしました予想から変更しておりま

す。詳細につきましては、本日平成21年８月７日付で別途公表しております「業績予想の修正及び繰延税金資産の取

り崩し並びに配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。                       

  

 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 

  (完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更) 
    請負工事及びその他の工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、

当第１四半期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年12月27日 企業会

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

計基準適用指針第18号)を適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、進捗部分について成果の

確実性が認められる請負金額100百万円以上かつ工期１年超の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。 

  

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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 723,299 1,313,975

受取手形及び売掛金 4,055,654 5,828,825

たな卸資産 3,791,300 3,247,849

繰延税金資産 － 306,982

未収入金 721,486 944,847

未収還付法人税等 12,299 －

その他 95,287 98,361

貸倒引当金 △67,580 △66,078

流動資産合計 9,331,747 11,674,763

固定資産   

有形固定資産   

貸与資産 7,052,486 6,734,968

減価償却累計額 △4,104,277 △3,875,531

貸与資産（純額） 2,948,208 2,859,437

建物及び構築物 7,754,133 7,754,133

減価償却累計額 △4,963,077 △4,906,454

建物及び構築物（純額） 2,791,056 2,847,679

機械装置及び運搬具 1,851,212 1,844,447

減価償却累計額 △1,494,866 △1,475,086

機械装置及び運搬具（純額） 356,346 369,361

土地 2,912,650 2,915,204

リース資産 709,736 680,059

減価償却累計額 △106,085 △70,799

リース資産（純額） 603,651 609,259

その他 596,931 604,717

減価償却累計額 △502,826 △498,017

その他（純額） 94,104 106,700

有形固定資産合計 9,706,017 9,707,641

無形固定資産 147,886 153,032

投資その他の資産   

投資有価証券 1,350,296 1,021,223

長期貸付金 71,938 81,455

その他 388,880 363,860

貸倒引当金 △151,476 △136,091

投資その他の資産合計 1,659,639 1,330,447

固定資産合計 11,513,543 11,191,120

資産合計 20,845,290 22,865,884
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,201,962 4,225,872

短期借入金 7,936,118 8,461,056

リース債務 130,703 124,007

未払法人税等 7,552 50,157

賞与引当金 147,070 336,376

その他 1,109,168 680,020

流動負債合計 12,532,576 13,877,489

固定負債   

長期借入金 362,100 432,190

リース債務 501,632 509,388

繰延税金負債 250,666 119,807

退職給付引当金 2,756,775 2,792,707

その他 79,501 16,546

固定負債合計 3,950,675 3,870,640

負債合計 16,483,251 17,748,129

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 742,546 1,690,928

自己株式 △10,302 △9,919

株主資本合計 3,992,244 4,941,009

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 369,794 176,746

評価・換算差額等合計 369,794 176,746

純資産合計 4,362,039 5,117,755

負債純資産合計 20,845,290 22,865,884
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 7,716,495 4,093,143

売上原価 6,516,190 3,552,193

売上総利益 1,200,305 540,949

販売費及び一般管理費 1,194,438 1,140,525

営業利益又は営業損失（△） 5,866 △599,575

営業外収益   

受取利息 1,559 1,214

受取配当金 25,946 15,600

助成金収入 － 7,303

不動産賃貸料 8,308 1,747

持分法による投資利益 9,865 －

その他 16,167 6,463

営業外収益合計 61,848 32,330

営業外費用   

支払利息 24,026 22,810

手形売却損 13,272 5,125

その他 1,750 683

営業外費用合計 39,049 28,619

経常利益又は経常損失（△） 28,665 △595,864

特別利益   

固定資産売却益 7,486 －

貸倒引当金戻入額 62,407 －

特別利益合計 69,894 －

特別損失   

固定資産除却損 3,113 221

減損損失 2,115 2,553

特別損失合計 5,229 2,775

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

93,330 △598,639

法人税、住民税及び事業税 14,156 6,849

過年度法人税等戻入額 － △12,299

法人税等調整額 59,920 306,982

法人税等合計 74,077 301,532

四半期純利益又は四半期純損失（△） 19,252 △900,172
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

93,330 △598,639

減価償却費 292,243 371,265

減損損失 2,115 2,553

貸倒引当金の増減額（△は減少） △67,187 16,886

賞与引当金の増減額（△は減少） △229,675 △189,306

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,398 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 45,583 △35,932

受取利息及び受取配当金 △27,506 △16,815

支払利息 24,026 22,810

持分法による投資損益（△は益） △9,865 －

有形固定資産除却損 650 221

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） 2,290,798 1,773,171

たな卸資産の増減額（△は増加） △285,790 △540,407

未収入金の増減額（△は増加） 258,531 168,617

仕入債務の増減額（△は減少） △1,349,983 △860,162

未払費用の増減額（△は減少） 391,065 344,138

前受金の増減額（△は減少） △47,823 35,738

未払消費税等の増減額（△は減少） △14,132 △65,991

その他 △72,686 △81,849

小計 1,274,810 346,298

利息及び配当金の受取額 27,486 16,800

利息の支払額 △27,793 △23,474

法人税等の支払額 △191,471 △37,097

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,083,031 302,526

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 △257,917 △269,658

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 △29,482 △1,730

投資有価証券の取得による支出 △5,114 △5,166

投資有価証券の売却による収入 － 54,743

貸付けによる支出 △29,788 △2,800

貸付金の回収による収入 16,863 16,848

その他 2,486 △8,260

投資活動によるキャッシュ・フロー △293,597 △216,022
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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） △1,015,629 △524,938

長期借入金の返済による支出 △169,590 △70,090

自己株式の純増減額（△は増加） △318 △383

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △31,429

設備関係割賦債務の返済による支出 － △2,062

配当金の支払額 △80,380 △48,276

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,265,917 △677,181

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） △476,484 △590,676

現金及び現金同等物の期首残高 1,211,892 1,293,975

現金及び現金同等物の四半期末残高 735,408 703,299
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  当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30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  

 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、賃貸用資産

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６～15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、当四半期連結会計期間の建設機械販売・サービス事業の営業

利益が13,341千円増加し、産業・鉄構機械等製造事業の営業利益が197千円減少し、その他の事業の営業損

失が37千円減少しております。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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、介護用品レンタル・販売 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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

5,248,701 2,335,024 132,769 7,716,495 ― 7,716,495

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

10,540 106,112 4,923 121,576 (121,576) ―

計 5,259,241 2,441,137 137,693 7,838,072 (121,576) 7,716,495

営業利益又は営業損失(△) 62,616 134,254 △5,813 191,057 (185,190) 5,866

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

3,037,484 786,750 268,908 4,093,143 ― 4,093,143

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

27,124 20,352 3,269 50,746 (50,746) ―

計 3,064,609 807,102 272,178 4,143,890 (50,746) 4,093,143

営業利益又は営業損失(△) △312,164 △131,703 1,701 △442,165 (157,409) △599,575
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 前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30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。  

  

 当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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。  

  

 前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30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１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

    該当事項はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(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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生産、受注及び販売の状況 

  (1) 生産実績 

  当第１四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。

  

  (2) 受注実績 

  当第１四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。 

  

  (3) 販売実績 

  当第１四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

事業の種類別セグメントの名称 生産高(千円) 前年同期比(％)

建設機械販売・サービス事業    750,416       △13.9

産業・鉄構機械等製造事業  848,223       △61.6

その他の事業      29,967       △21.3

合計    1,628,606       △47.7

事業の種類別セグメントの名称
受注高
(千円)

前年同期比
(％)

受注残高 
(千円)

前年同期比
(％)

建設機械販売・サービス事業 764,263   △12.0  146,433     △32.7

産業・鉄構機械等製造事業 975,178  △28.1 711,389   △60.3

その他の事業 29,968 △21.4      250   △46.1

合計 1,769,410  △21.8 858,073   △57.3

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％)

建設機械販売・サービス事業 3,037,484        △42.1

産業・鉄構機械等製造事業 786,750 △66.3

その他の事業         268,908        102.5

合計      4,093,143       △47.0
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