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

22年3月期第3四半期 15,767 △35.7 △868 ― △864 ― △1,182 ―

21年3月期第3四半期 24,529 ― 95 ― 94 ― 33 ―

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3四半期 △73.60 ―

21年3月期第3四半期 2.06 ―

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3四半期 21,231 4,213 19.8 262.26
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3四半期  4,213百万円 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  無  
 

1株当たり配当金

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

21年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

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  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

通期 22,000 △28.8 △1,000 ― △1,000 ― △1,300 ― △80.91
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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.平成22年３月期の連結業績予想は、平成21年11月12日付けで公表いたしました予想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
異なる可能性があります。連結業績予想の詳細につきましては、本日、平成22年２月10日付けで別途公表いたしました 「 平成22年３月期 業績予想の修
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3四半期 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3四半期  32,641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3四半期 16,068,054株 21年3月期第3四半期 16,072,485株
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当第３四半期連結累計期間における日本経済は、政府の景気対策等により緩やかに回復しているとはいうものの、

円高やデフレの影響に加え、雇用情勢も厳しく景気の二番底懸念が払拭できない中、個人消費が低調に推移するなど

厳しい状況にありました。 

 当社グループの主要顧客である建設業界は、企業業績の低迷や設備稼働の落ち込みを受け、設備投資意欲は大きく

冷え込んだままであり、国・地方公共団体の緊急経済対策による公共工事の発注増加はありましたが、業績が回復す

るまでには至らなかったことから、当社グループの業績は、改善傾向にあるものの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、環境・林業分野におけるレンタルの拡

大及びサービスの受注拡大を目指し取り組んでまいりました。 

 しかし、市場環境は予想以上に厳しく、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は、前年同期比35.7％減少の

15,767百万円余(前年同期は24,529百万円余)となりました。 

 損益につきましては、連結経常損失864百万円余(前年同期は94百万円余の利益)、連結四半期純損益は、第１四半期

連結会計期間において繰延税金資産306百万円余を取り崩したことにより、1,182百万円余の損失(前年同期は33百万円

余の利益)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33.8％減少の11,427百万円余(前年同期は17,269百万円余)と

なりました。  

 建設機械等商品は、民間設備工事の減少に加え、緊急経済対策後が見通せないことから、建設機械総需要が大幅に

減少し、新車販売・中古車販売とも前年同期を下回り、前年同期比46.7％減少の5,309百万円余(前年同期は9,956百万

円余)となりました。  

 また、レンタルは、工事量の減少と貸出単価が下落傾向にあったことから、前年同期比15.9％減少の2,583百万円余

(前年同期は3,072百万円余)となり、建設機械等整備は前年同期比16.7％減少の3,533百万円余(前年同期は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47.4％減少の3,531百万円余(前年同期は6,714百万円余)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の姿勢を継続していることに加

え、海外経済の不振と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により、全体では前年同期比42.9％減少の2,275百万円

余(前年同期は3,981百万円余)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54.0％減少の1,255百万円余(前年同期は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、介護用品レンタル及び販売事業の売上が寄与し、前年同期比48.1％増加の809百万円余

(前年同期は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1,884百万円余減少し9,790百万円余と

なりました。これは主に、現金及び預金が607百万円余、受取手形及び売掛金が877百万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250百万円余増加し11,441百万円余となりました。これは主に、保有株式の市

場価格上昇による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1,634百万円余減少し21,231百万円余となりました。 

 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787百万円余減少し13,090百万円余とな

りました。これは主に、買掛金が253百万円余、短期借入金が255百万円余及び賞与引当金が205百万円余それぞれ減少

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56百万円余増加し3,927百万円余となりました。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730百万円余減少し17,017百万円余となりました。  

・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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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903百万円余減少し4,213百万円余と

なりました。これは主に、その他有価証券評価差額金が327百万円余増加したものの、四半期純損失1,182百万円余を

計上したことにより利益剰余金が1,230百万円余減少したことによるものであります。  

 この結果、当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は19.8％(前連結会計年度末は22.4％)となっております。 

  

(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607百万円余減少

し、686百万円余(前年同期は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、632百万円余(前年同期は1,630百万円余)となりました。これは主に、税金

等調整前四半期純損失867百万円余(前年同期は117百万円余の利益)の計上、賞与引当金の減少205百万円余(前年同期

は240百万円余の減少)及びたな卸資産の増加188百万円余(前年同期は257百万円余の増加)があったものの、減価償却

費1,142百万円余(前年同期は931百万円余)の計上及び売上債権の減少877百万円余(前年同期は2,333百万円余の減少)

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、△606百万円余(前年同期は△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、△634百万円余(前年同期は△992百万円余)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は、平成21年11月12日付けで公表いたしました予想数値から変更しております。 

 詳細につきましては、本日、平成22年２月10日付けで別途公表いたしました「平成22年３月期 業績予想の修正に関

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、

「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)を第１

四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第３四半期連結会計期間

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３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 706,204 1,313,975

受取手形及び売掛金 4,950,847 5,828,825

たな卸資産 3,457,227 3,247,849

繰延税金資産 － 306,982

未収入金 635,078 944,847

その他 117,932 98,361

貸倒引当金 △76,948 △66,078

流動資産合計 9,790,341 11,674,763

固定資産   

有形固定資産   

貸与資産 7,282,648 6,734,968

減価償却累計額 △4,424,629 △3,875,531

貸与資産（純額） 2,858,019 2,859,437

建物及び構築物 7,764,503 7,754,133

減価償却累計額 △5,076,691 △4,906,454

建物及び構築物（純額） 2,687,811 2,847,679

機械装置及び運搬具 1,879,997 1,844,447

減価償却累計額 △1,543,538 △1,475,086

機械装置及び運搬具（純額） 336,459 369,361

土地 2,912,650 2,915,204

リース資産 719,696 680,059

減価償却累計額 △177,171 △70,799

リース資産（純額） 542,525 609,259

その他 621,173 604,717

減価償却累計額 △525,749 △498,017

その他（純額） 95,424 106,700

有形固定資産合計 9,432,890 9,707,641

無形固定資産 136,416 153,032

投資その他の資産   

投資有価証券 1,585,862 1,021,223

長期貸付金 53,344 81,455

その他 394,867 363,860

貸倒引当金 △161,994 △136,091

投資その他の資産合計 1,872,079 1,330,447

固定資産合計 11,441,385 11,191,120

資産合計 21,231,727 22,865,884
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,972,474 4,225,872

短期借入金 8,205,972 8,461,056

リース債務 133,878 124,007

未払法人税等 12,096 50,157

賞与引当金 131,060 336,376

その他 634,883 680,020

流動負債合計 13,090,366 13,877,489

固定負債   

長期借入金 221,920 432,190

リース債務 442,767 509,388

繰延税金負債 341,823 119,807

退職給付引当金 2,652,154 2,792,707

その他 268,898 16,546

固定負債合計 3,927,563 3,870,640

負債合計 17,017,930 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 460,061 1,690,928

自己株式 △10,539 △9,919

株主資本合計 3,709,522 4,941,009

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 504,274 176,746

評価・換算差額等合計 504,274 176,746

純資産合計 4,213,796 5,117,755

負債純資産合計 21,231,727 22,865,884
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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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 24,529,777 15,767,919

売上原価 20,912,581 13,355,775

売上総利益 3,617,195 2,412,143

販売費及び一般管理費 3,522,065 3,280,585

営業利益又は営業損失（△） 95,130 △868,441

営業外収益   

受取利息 4,549 3,222

受取配当金 45,644 23,614

助成金収入 － 25,819

不動産賃貸料 18,620 5,241

持分法による投資利益 19,603 －

その他 29,905 32,224

営業外収益合計 118,323 90,121

営業外費用   

支払利息 75,991 68,298

手形売却損 31,872 15,954

その他 11,072 2,280

営業外費用合計 118,935 86,533

経常利益又は経常損失（△） 94,518 △864,853

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 15,997 516

投資有価証券評価損 33,745 －

減損損失 2,115 2,553

特別損失合計 51,858 3,070

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（△）

117,574 △867,923

法人税、住民税及び事業税 17,360 20,050

過年度法人税等戻入額 － △12,299

法人税等調整額 67,077 306,982

法人税等合計 84,438 314,733

四半期純利益又は四半期純損失（△） 33,136 △1,182,656
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 8,672,813 6,193,073

売上原価 7,384,463 5,139,225

売上総利益 1,288,349 1,053,847

販売費及び一般管理費 1,158,154 1,058,107

営業利益又は営業損失（△） 130,195 △4,260

営業外収益   

受取利息 1,237 882

受取配当金 17,982 7,084

助成金収入 － 15,906

不動産賃貸料 1,853 1,747

その他 5,904 17,163

営業外収益合計 26,978 42,783

営業外費用   

支払利息 27,372 22,997

手形売却損 7,625 4,772

その他 4,697 1,011

営業外費用合計 39,695 28,781

経常利益 117,478 9,741

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 36

投資有価証券評価損 5,393 －

特別損失合計 10,813 36

税金等調整前四半期純利益 144,489 9,705

法人税、住民税及び事業税 △462 7,993

法人税等調整額 61,496 －

法人税等合計 61,033 7,993

四半期純利益 83,455 1,711
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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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

117,574 △867,923

減価償却費 931,732 1,142,380

減損損失 2,115 2,553

貸倒引当金の増減額（△は減少） △34,383 36,772

賞与引当金の増減額（△は減少） △240,469 △205,315

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 △140,553

受取利息及び受取配当金 △50,194 △26,836

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 68,298

持分法による投資損益（△は益） △19,603 －

有形固定資産除却損 15,997 516

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） 2,333,300 877,978

たな卸資産の増減額（△は増加） △257,086 △188,560

未収入金の増減額（△は増加） 304,484 255,025

仕入債務の増減額（△は減少） △1,316,923 △150,702

未払費用の増減額（△は減少） △32,436 △30,274

前受金の増減額（△は減少） △78,623 33,868

未払消費税等の増減額（△は減少） △392 △45,041

その他 117,298 △51,767

小計 1,851,050 710,418

利息及び配当金の受取額 50,133 26,791

利息の支払額 △77,833 △68,276

法人税等の支払額 △192,730 △48,510

法人税等の還付額 － 12,299

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,630,619 632,723

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 △648,815

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 △4,560

投資有価証券の取得による支出 △31,651 △15,095

投資有価証券の売却による収入 72,769 54,743

貸付けによる支出 △105,665 △19,413

貸付金の回収による収入 52,062 52,556

営業譲受による支出 △165,031 －

その他 △23,918 △25,491

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,088,998 △606,076
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（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 △255,083

長期借入金の返済による支出 △469,270 △210,270

自己株式の純増減額（△は増加） △1,461 △620

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △97,576

設備関係割賦債務の返済による支出 － △22,551

配当金の支払額 △80,317 △48,316

財務活動によるキャッシュ・フロー △992,657 △634,418

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 △607,771

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 760,855 686,204
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  当第３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日) 

 該当事項はありません。 

  

前第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、介護用品レンタル・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。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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

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

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

11,427,541 3,531,201 809,176 15,767,919 ― 15,767,919

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

106,486 104,137 8,173 218,797 (218,797) ―

計 11,534,028 3,635,338 817,349 15,986,716 (218,797) 15,767,919

営業利益又は営業損失(△) △231,814 △212,907 12,881 △431,839 (436,601) △868,441
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前第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)及び当第３四半期連結累

計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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。  

  

前第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)及び当第３四半期連結累

計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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21年４月１日 至 平成21年12月31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。

  

  (2) 受注実績 

  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。 

  

  (3) 販売実績 

  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

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 2,355,612       △16.0

産業・鉄構機械等製造事業 3,790,829       △42.6

その他の事業 86,204       △20.0

合計 6,232,646       △34.5

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 2,369,599   △15.3 158,321     △32.1

産業・鉄構機械等製造事業 3,783,901 64.1 808,770  0.3

その他の事業 86,187 △20.1     13   △97.5

合計 6,239,689  19.7 967,104   △7.0

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 11,427,541        △33.8

産業・鉄構機械等製造事業 3,531,201 △47.4

その他の事業       809,176        48.1

合計  15,767,919       △35.7
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