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決算実績サマリー
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決算のポイント

中国での売上が大幅に伸長したこと、国内アス
ファルトプラント製品で大型物件の売上が集中し
たこと、及び環境製品で大型物件の売上があっ
たことにより、前期比10.8％の増収となる。セグメ
ント別では、アスファルト関連で前期比+10.4％、
コンクリート関連で前期比+4.8％、環境・搬送で前
期比+55.2％。予算との対比でもほぼ計画通り。

受取配当金が前年同期に比べ14百万円増加、
為替差損益の変動による影響が9百万円改善。

材料費・外注費が増加し、売上高原価率は2.3％
悪化したが、売上が23億増加したこと、及び販管
費が減少したことで、前期比8.3％の増益となる。

セグメント別では、アスファルト関連は前期比
+29.4％、コンクリート関連は前期比横ばい、環

境・搬送は大型環境製品の低採算が影響し、前
期比▲29.8％。予算との対比では、コンクリート関

連事業の利益が計画を上回ったため、予算を上
回る結果となる。

政策投資株の売却を進めた結果、特別利益に有
価証券売却益を169百万円計上。更に、環境対
策引当金戻入額39百万円も特別利益に計上。

(百万円）

34,500
予算(24,112)

予算(1,199)

1,051
予算(923)

売上高 

経常利益 

営業利益 

当期純利益

24,14521,798

2017年3月期
第3四半期

2018年3月期
第3四半期

2018年3月期
通期業績予想

918

2,100

2,200

1,500

1,201
予算(1,055)

1,108

1,3561,211



売上高と営業利益の推移
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32,073 32,717



セグメント別 売上高・営業利益
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中国事業が好調で、前年比増収・増益も国
内メンテナンスサービスが減収となり、利益
率が低下。第４四半期にメンテナンスサービ
スの売上が集中するので、予算通りの着地
を見込む。

コンクリートポンプの売上が前年比減少する
も、製品・メンテナンスサービスともに前年比
増収。予算を上回る着地を見込む。

環境関連で大型物件の売上があったため、
前期比大幅増収となるも、大型物件が低採
算であったため、前年比減益。搬送関連は増
収となるも利益率低下し、昨年並みの利益。
売上は予算どおりも利益は予算を下回る見
込み。

破砕機は前年比増収・増益となるが、土農工
具・仮設機材・水門が前年比減収。第４四半
期に水門の売上が集中するため、予算どお
りの着地を見込む。

業績の主な要因

※前期分は実績に対する進捗率を記載しております。

（単位：百万円）

予算に対する進捗率 6 3 . 3 % 6 5 . 5 % - 4 7 . 3 % 5 4 . 9 % -

予算に対する進捗率 7 0 . 3 % 7 5 . 0 % - 7 2 . 9 % 8 1 . 9 % -

予算に対する進捗率 7 2 . 3 % 8 4 . 9 % - 8 3 . 5 % 4 8 . 0 % -

予算に対する進捗率 6 7 . 9 % 6 5 . 5 % - 5 4 . 0 % 5 0 . 7 % -

全社費用 - - - ▲ 7 5 1 ▲ 7 5 0 ▲ 1 , 1 0 0

予算に対する進捗率 6 6 . 6 % 7 0 . 0 % - 5 7 . 0 % 5 7 . 2 % -

3 4 , 5 0 0

1 , 4 0 0

9 0 0

4 5 0

4 5 0

2 , 1 0 0

2 , 9 7 2

7 6 8

7 3 7

2 1 6

2 2 8

1 7 , 7 0 0

9 , 2 0 0

3 , 5 0 0

4 , 1 0 0

1 0 , 4 9 6 1 1 , 5 8 7

6 , 5 7 9 6 , 8 9 7

1 , 9 1 4

2 , 8 0 7 2 , 6 8 7

2 1 , 7 9 8 2 4 , 1 4 5

5 9 3

7 3 3

3 0 8

2 2 5

1 , 1 0 8

第3四半期

営業利益

通期予想前期 当期

1 , 2 0 1

セグメント

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ

関連事業

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ

関連事業

環境及び搬送

関連事業

その他事業

合計

売上高
第3四半期

通期予想前期 当期



セグメント別 売上高・営業利益・利益率推移
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各
決
算
の
ポ
イ
ン
ト

震災復興関連
の製品販売が
増加し始めた
のに加え、全
国的にメンテ
ナンス工事が
増加したこと
により増収・
増益。

政府が掲げる
国土強靭化政
策により、全
国的に公共工
事が増加。民
間建設需要も
増大したため
増収・増益。

前期末の高水
準の受注残を
順調にこなし
大幅な増収と
なるも、外注
加工費の増加
等により原価
率が悪化し減
益。

アスファルト
プラント関連
事業で大型案
件が複数翌期
へずれ込んだ
こと等で減収
・減益。

前期が近年に
ない高い売上
実績であった
ことの反動で
減収となる
が、外注加工
費等の減少に
より原価率が
改善し増益。

中国での売上
が大幅に伸長
したこと、国
内アスファル
トプラント、
及び環境プラ
ントで大型物
件の売上があ
ったため増収
・増益。

その他事業以
外のセグメン
トは増収とな
る見込み。利
益は一部のセ
グメントで減
益が予想され
るものの、全
体では増益予
定。

売上
営業

利益
利益率 売上

営業

利益
利益率 売上

営業

利益
利益率 売上

営業

利益
利益率 売上

営業

利益
利益率 売上

営業

利益
利益率 売上

営業

利益
利益率

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ

関連事業
15,054 1,492 9.9% 17,258 2,125 12.3% 15,071 1,214 8.1% 17,252 1,234 7.2% 16,580 1,253 7.6% 11,587 768 6.6% 17,700 1,400 7.9%

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ関

連事業
5,889 317 5.4% 8,577 678 7.9% 8,287 712 8.6% 10,267 878 8.6% 9,356 1,006 10.8% 6,897 737 10.7% 9,200 900 9.8%

環境及び搬送

関連事業
2,085 250 12.0% 1,944 166 8.5% 2,853 527 18.5% 2,289 337 14.7% 2,647 369 13.9% 2,972 216 7.3% 3,500 450 12.9%

その他事業 4,058 59 1.5% 4,292 388 9.0% 4,495 451 10.0% 4,301 277 6.4% 4,133 417 10.1% 2,687 228 8.5% 4,100 450 11.0%

合計 27,086 1,186 4.3% 32,071 2,249 7.0% 30,706 1,832 6.0% 34,109 1,629 4.8% 32,717 1,944 5.9% 24,145 1,201 5.0% 34,500 2,100 6.1%

2017年度(予想)
セグメント

（単位：百万円）

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
2017年度
第3四半期



受注残高の推移
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（単位：百万円）

2018年3月期

3Q実績 期末実績 3Q実績 期末実績 3Q実績 期末実績 3Q実績

プ ラ ン ト 販 売 4,814 4,821 2,716 3,583 2,860 2,918 1,952

ﾒ ﾝ ﾃ ﾅ ﾝ ｽ ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ 561 368 1,015 936 1,335 774 1,229

日 工 上 海 744 454 794 501 1,129 815 2,627

輸 出 404 210 254 174 28 168 260

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ関連事業 6,523 5,853 4,779 5,194 5,352 4,675 6,068

プ ラ ン ト 販 売 2,916 3,225 1,886 2,337 3,660 2,868 2,404

ﾒ ﾝ ﾃ ﾅ ﾝ ｽ ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ 356 100 298 92 295 356 449

日 工 上 海 - - - - - - -

輸 出 10 17 113 55 - - -

コ ン ク リ ー ト ポ ン プ 151 123 146 231 182 126 29

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ関連事業 3,433 3,466 2,446 2,716 4,137 3,350 2,883

環境及び搬送関連事業 769 309 327 815 794 1,390 733

仮 設 機 材 - - - - - - -

土 農 工 具 - - - - - - -

破 砕 機 3 96 82 92 115 108 128

そ の 他 814 438 835 343 598 423 705

そ の 他 事 業 818 535 917 435 713 531 833

合 計 11,543 10,163 8,469 9,160 10,996 9,946 10,517

セグメント

受注残高の推移

2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期



建機製品販売 受注高・受注残高の状況
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※中国は12月決算

（単位：百万円）

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ 2,264 1,857 820 948 992 +44 ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ 1,502 1,645 2,373 1,843 - -

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾝﾄ 891 1,130 1,949 2,181 690 ▲1,491 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾝﾄ 443 1,513 1,510 837 - -

海外(除中国) 208 63 373 300 143 ▲157 海外(除中国) 112 436 151 293 - -

中 国 430 780 881 419 2,122 +1,703 中 国 498 119 609 686 455 ▲231

合 計 3,793 3,830 4,023 3,848 3,947 +99 合 計 2,555 3,713 4,643 3,659 - -

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ 804 1,146 569 1,268 1,108 ▲160 ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ 5,838 6,841 4,632 4,372 - -

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾝﾄ 1,469 1,532 687 1,198 1,455 +257 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾝﾄ 4,242 5,157 4,645 6,115 - -

海外(除中国) 22 94 351 306 460 +154 海外(除中国) 993 835 928 899 - -

中 国 764 195 614 593 784 +191 中 国 2,032 1,095 2,533 1,877 3,863 +1,986

合 計 3,059 2,967 2,221 3,365 3,807 +442 合 計 13,105 13,928 12,738 13,263 - -

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ 1,268 2,193 870 313 836 +523 ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ 2,401 4,821 3,584 2,918 - -

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾝﾄ 1,439 982 499 1,899 1,283 ▲616 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾝﾄ 1,458 3,225 2,569 2,994 - -

海外(除中国) 651 242 53 0 173 +173 海外(除中国) 402 227 230 168 - -

中 国 338 0 428 177 500 +323 中 国 763 454 501 815 1,899 +1,084

合 計 3,696 3,417 1,850 2,389 2,792 +403 合 計 5,024 8,727 6,884 6,895 - -

2016/3期

2016/3期

2017/3期2014/3期 2015/3期2018/3期 前年比較
期末

受注残高
2017/3期

第４四半期
受注高

2017/3期

2017/3期2016/3期2015/3期2014/3期

2014/3期 2015/3期
通期

受注高

2018/3期

前年比較

2017/3期

2017/3期

前年比較

2018/3期

第３四半期
受注高

2014/3期 2015/3期 2016/3期

第１四半期
受注高

2014/3期 2015/3期 2016/3期

第２四半期
受注高

2014/3期 2015/3期 2016/3期

2018/3期

2018/3期

2018/3期 前年比較

前年比較

前年比較



財政状態の分析
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投資有価証券 +869百万円
株価の上昇により、保有する上場株式の時
価評価額の増加。

増減の主な要因

（単位：百万円）

流 動 資 産 30,764 30,773 +8

有 形 固 定 資 産 5,206 5,305 +99

無 形 固 定 資 産 331 371 +39

投 資 そ の 他 8,673 9,540 +866

44,976 45,990 +1,014

流 動 負 債 12,494 11,864 ▲630

固 定 負 債 3,392 3,715 +323

29,089 30,410 +1,321

64.7 66.1 +1.4

0.07 0.07 ▲0.01

3,746.35 3,972.03 +225.68

連結貸借対照表 2017年3月期
2018年3月期
第3四半期

自 己 資 本 比 率 (%)

増減

総 資 産 合 計

１ 株 当 た り 純 資 産 ( 円 銭 )

資産

負 債

純 資 産 合 計

D/E レ シ オ ( 倍 )

四半期純利益 +1,051百万円
剰余金の配当 ▲424百万円
自己株式の取得 ▲245百万円
その他の包括利益 +939百万円

建設仮勘定 +225百万円
来期完成予定の新築ビル『技術センター』
の建設による増加。

未払法人税等 ▲633百万円
環境対策引当金 ▲171百万円
産機工場の土壌浄化工事終了により、引
当金取り崩し。


1



												(百万円） ヒャクマンエン

								2017年3月期　第3四半期　　 ネン ガツキ ダイ シ ハンキ		2018年3月期　   第3四半期 ネン ヘイネン ガツキ ダイ シ ハンキ		増減 ゾウゲン





						売上高 		21,798		24,145		+2,346







										予算(24,112) ヨサン		予算比(+33) ヒ



						営業利益 		1,108		1,201		+92







										予算(1,055)		予算比(+146) ヒ



						経常利益 		1,211		1,356		+144







										予算(1,199)		予算比(+157) ヒ



						当期純利益 トウキ ジュンリエキ		918		1,051		+133









										予算(923)		予算比(+128) ヒ









						下書き　円単位 シタガ エン タンイ

						概要 ガイヨウ		2017年3月期　第3四半期　　		2018年3月期　   第3四半期		前期比 ゼンキヒ



						売上高 		21,798,319,340		24,145,201,558		+2,346,882,218

												(+10.8%)

						営業利益 		1,108,811,434		1,201,179,457		+92,368,023

												(+8.3%)

						経常利益 		1,211,974,729		1,356,193,658		+144,218,929

												(+11.9%)

						四半期純利益 シ ハンキ ジュンリエキ		918,228,956		1,051,948,080		+133,719,124

												(+14.6%)
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				手入力
(報告セグメントの概要)より テ ニュウリョク ホウコク ガイヨウ		FY14/1Q		2Q		3Q		4Q		FY15/1Q		2Q		3Q		4Q		FY16/1Q		2Q		3Q		4Q		FY17/1Q		2Q		3Q		4Q		FY18/1Q		2Q		3Q		4Q

				ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ関連事業 カンレン ジギョウ		3,070,923,692		9,127,052,737		10,884,595,690		17,258,345,848		2,334,039,769		8,191,340,454		9,917,159,158		15,071,546,172		3,252,922,908		8,363,695,540		11,556,999,814		17,252,488,707		2,935,937,689		8,034,613,429		10,496,553,075		16,580,713,011		2,768,906,014		7,432,756,102		11,587,112,660

				ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ関連事業 カンレン ジギョウ		1,584,079,030		3,564,991,708		5,551,622,409		8,577,531,693		1,764,603,701		4,207,514,224		5,540,381,283		8,287,786,541		2,088,153,939		5,394,738,935		7,647,683,702		10,267,583,527		2,106,071,479		4,384,620,624		6,579,716,868		9,356,407,919		2,236,506,431		5,606,533,598		6,897,377,685

				環境及び搬送関連事業 カンキョウ オヨ ハンソウ カンレン ジギョウ		388,478,400		883,505,814		1,364,543,970		1,944,626,032		503,035,392		1,092,279,967		1,603,794,197		2,853,335,971		444,781,800		990,853,931		1,695,963,969		2,289,739,404		511,657,429		1,372,147,841		1,914,987,857		2,647,632,680		407,971,095		1,453,729,689		2,972,905,745

				その他 ホカ		879,843,801		1,811,390,786		2,670,902,913		4,292,746,966		1,023,836,643		2,078,898,888		3,105,581,468		4,495,135,256		995,759,707		2,008,606,894		2,881,508,192		4,301,155,662		882,692,058		1,973,163,798		2,807,061,540		4,133,147,823		766,154,217		1,660,738,754		2,687,805,468

				売上高　合計 ウリアゲ ダカ ゴウケイ		5,923,324,923		15,386,941,045		20,471,664,982		32,073,250,539		5,625,515,505		15,570,033,533		20,166,916,106		30,707,803,940		6,781,618,354		16,757,895,300		23,782,155,677		34,110,967,300		6,436,358,655		15,764,545,692		21,798,319,340		32,717,901,433		6,179,537,757		16,153,758,143		24,145,201,558

				営業利益 エイギョウ リエキ		181,268,506		1,246,521,347		1,243,609,544		2,249,680,935		284,420,030		1,078,617,209		945,022,032		1,832,349,566		11,902,843		868,913,299		994,610,208		1,629,833,008		112,877,132		1,075,572,965		1,108,811,434		1,944,403,947		48,331,051		808,868,140		1,201,179,457





				グラフ元データ※入力禁止 モト ニュウリョク キンシ		2014/1Q		2Q		3Q		4Q		2015/1Q		2Q		3Q		4Q		2016/1Q		2Q		3Q		4Q		2017/1Q		2Q		3Q		4Q		2018/1Q		2Q		3Q		4Q

				ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ関連事業 カンレン ジギョウ		3,070		6,056		1,757		6,373		2,334		5,857		1,725		5,154		3,252		5,110		3,193		5,695		2,935		5,098		2,461		6,084		2,768		4,663		4,154		(11,587)

				ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ関連事業 カンレン ジギョウ		1,584		1,980		1,986		3,025		1,764		2,442		1,332		2,747		2,088		3,306		2,252		2,619		2,106		2,278		2,195		2,776		2,236		3,370		1,290		(6,897)

				環境及び搬送関連事業 カンキョウ オヨ ハンソウ カンレン ジギョウ		388		495		481		580		503		589		511		1,249		444		546		705		593		511		860		542		732		407		1,045		1,519		(2,972)

				その他事業 ホカ ジギョウ		879		931		859		1,621		1,023		1,055		1,026		1,389		995		1,012		872		1,419		882		1,090		833		1,326		766		894		1,027		(2,687)

				合計 ゴウケイ		5,923		9,463		5084		11,601		5,625		9944		4596		10,540		6,781		9,976		7,024		10,328		6,436		9,328		6,033		10,919		6,179		9,974		7,991		(24,145)

				営業利益 エイギョウ リエキ		181		1,065		▲ 2		1,006		284		794		▲ 133		887		11		857		125		635		112		962		33		835		48		760		392		(1,201)

				売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ		3.1%		11.3%		-0.0%		0.0867166624		5.0%		8.0%		-2.9%		0.0841555977		0.2%		8.6%		1.8%		6.1%		1.7%		10.3%		0.5%		7.6%		0.8%		7.6%		4.9%		5.0%





四半期毎の営業利益推移

営業利益	

2014/1Q	2Q	3Q	4Q	2015/1Q	2Q	3Q	4Q	2016/1Q	2Q	3Q	4Q	2017/1Q	2Q	3Q	4Q	2018/1Q	2Q	3Q	181	1065	-2	1006	284	794	-133	887	11	857	125	635	112	962	33	835	48	760	392	

四半期毎の売上高推移

その他事業	2014/1Q	2Q	3Q	4Q	2015/1Q	2Q	3Q	4Q	2016/1Q	2Q	3Q	4Q	2017/1Q	2Q	3Q	4Q	2018/1Q	2Q	3Q	879	931	859	1621	1023	1055	1026	1389	995	1012	872	1419	882	1090	833	1326	766	894	1027	環境及び搬送関連事業	2014/1Q	2Q	3Q	4Q	2015/1Q	2Q	3Q	4Q	2016/1Q	2Q	3Q	4Q	2017/1Q	2Q	3Q	4Q	2018/1Q	2Q	3Q	388	495	481	580	503	589	511	1249	444	546	705	593	511	860	542	732	407	1045	1519	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ関連事業	2014/1Q	2Q	3Q	4Q	2015/1Q	2Q	3Q	4Q	2016/1Q	2Q	3Q	4Q	2017/1Q	2Q	3Q	4Q	2018/1Q	2Q	3Q	1584	1980	1986	3025	1764	2442	1332	2747	2088	3306	2252	2619	2106	2278	2195	2776	2236	3370	1290	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ関連事業	2014/1Q	2Q	3Q	4Q	2015/1Q	2Q	3Q	4Q	2016/1Q	2Q	3Q	4Q	2017/1Q	2Q	3Q	4Q	2018/1Q	2Q	3Q	3070	6056	1757	6373	2334	5857	1725	5154	3252	5110	3193	5695	2935	5098	2461	6084	2768	4663	4154	合計	2014/1Q	2Q	3Q	4Q	2015/1Q	2Q	3Q	4Q	2016/1Q	2Q	3Q	4Q	2017/1Q	2Q	3Q	4Q	2018/1Q	2Q	3Q	5923	9463	5084	11601	5625	9944	4596	10540	6781	9976	7024	10328	6436	9328	6033	10919	6179	9974	7991	2Q	3Q	2014/1Q	2Q	3Q	4Q	2015/1Q	2Q	3Q	4Q	2016/1Q	2Q	3Q	4Q	2017/1Q	2Q	3Q	4Q	2018/1Q	2Q	3Q	0	（単位：百万円）
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						実績はすべて有価証券報告書 ジッセキ ユウカ ショウケン ホウコクショ





																		（単位：百万円） タンイ ヒャク マンエン

						セグメント		売上高 ウリアゲ ダカ						営業利益 エイギョウ リエキ

								第3四半期 ダイ シ ハンキ						第3四半期 ダイ シ ハンキ

								前期 ゼンキ		当期 トウキ		前期比 ゼンキヒ		前期 ゼンキ		当期 トウキ		前期比 ゼンキヒ

		100

						ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ
関連事業 カンレン ジギョウ		10,496		11,587		+1,090		593		768		+175

												(+10.4%)						(+29.5%)

						予算に対する進捗率 ヨサン タイ シンチョク リツ		63.6%		65.5%		(+1.9%)		44.9%		54.9%		(+9.9%)

						ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ
関連事業 カンレン ジギョウ		6,579		6,897		+317		733		737		+4

												(+4.8%)						(+0.6%)

						予算に対する進捗率 ヨサン タイ シンチョク リツ		69.3%		75.0%		(+5.7%)		88.3%		81.9%		(▲ 6.4%)

						環境及び搬送
関連事業 カンキョウ オヨ ハンソウ カンレン ジギョウ		1,914		2,972		+1,057		308		216		▲91

												(+55.2%)						(▲ 29.8%)

						予算に対する進捗率 ヨサン タイ シンチョク リツ		68.4%		84.9%		(+16.6%)		61.6%		48.0%		(▲ 13.6%)

						その他事業 ホカ ジギョウ		2,807		2,687		▲119		225		228		+2

												(▲ 4.2%)						(+1.3%)

						予算に対する進捗率 ヨサン タイ シンチョク リツ		66.8%		65.5%		(▲ 1.3%)		64.3%		50.7%		(▲ 13.6%)

						全社費用 ゼンシャ ヒヨウ		-		-		-		▲ 751		▲ 750		-

						合計 ゴウケイ		21,798		24,145		+2,346		1,108		1,201		+92

												(+10.8%)						(+8.3%)

						予算に対する進捗率 ヨサン タイ シンチョク リツ		66.1%		70.0%		(+3.9%)		58.3%		57.2%		(▲ 1.1%)





						手入力
(報告セグメントの概要)より テ ニュウリョク ホウコク ガイヨウ		売上高 ウリアゲ ダカ						営業利益 エイギョウ リエキ

								前期 ゼンキ		当期 トウキ		前期比 ゼンキヒ		前期 ゼンキ		当期 トウキ		前期比 ゼンキヒ



						ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ
関連事業 カンレン ジギョウ		10,496,553,075		11,587,112,660		1,090,559,585		593,588,615		768,651,248		175,062,633

												(+10.4%)						(+29.5%)

						ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ
関連事業 カンレン ジギョウ		6,579,716,868		6,897,377,685		317,660,817		733,014,082		737,566,334		4,552,252

												(+4.8%)						(+0.6%)

						環境及び搬送
関連事業 カンキョウ オヨ ハンソウ カンレン ジギョウ		1,914,987,857		2,972,905,745		1,057,917,888		308,636,279		216,637,465		▲ 91,998,814

												(+55.2%)						(▲ 29.8%)

						その他事業 ホカ ジギョウ		2,807,061,540		2,687,805,468		▲ 119,256,072		225,514,744		228,372,443		2,857,699

												(▲ 4.2%)						(+1.3%)

						全社費用 ゼンシャ ヒヨウ		-		-		-		▲ 751,942,286		▲ 750,048,033		1,894,253

																		(▲ 0.3%)

						合計 ゴウケイ		21,798,319,340		24,145,201,558		2,346,882,218		1,108,811,434		1,201,179,457		92,368,023

												(+10.8%)						(+8.3%)

								予算 ヨサン

								前期 ゼンキ		当期 トウキ				前期 ゼンキ		当期 トウキ

						AP		16,500		17,700				1,320		1,400

						BP		9,500		9,200				830		900

						環境・搬送 カンキョウ ハンソウ		2,800		3,500				500		450

						その他 タ		4,200		4,100				350		450

														(1,100)		(1,100)

						合計 ゴウケイ		33,000		34,500				1,900		2,100



								実績 ジッセキ

								前期 ゼンキ		当期 トウキ				前期 ゼンキ		当期 トウキ

						AP		10,496		11,587				593		768

						BP		6,579		6,897				733		737

						環境・搬送 カンキョウ ハンソウ		1,914		2,972				308		216

						その他 タ		2,807		2,687				225		228

														(751)		(750)

						合計 ゴウケイ		21,798		24,145				1,108		1,201



								達成率 タッセイリツ

								前期 ゼンキ		当期 トウキ		前期比 ゼンキ ヒ		前期 ゼンキ		当期 トウキ		前期比 ゼンキ ヒ

						AP		63.6%		65.5%		(+1.9%)		44.9%		54.9%		(+9.9%)

						BP		69.3%		75.0%		(+5.7%)		88.3%		81.9%		(▲ 6.4%)

						環境・搬送 カンキョウ ハンソウ		68.4%		84.9%		(+16.6%)		61.6%		48.0%		(▲ 13.6%)

						その他 タ		66.8%		65.5%		(▲ 1.3%)		64.3%		50.7%		(▲ 13.6%)

														68.3%		68.2%		(▲ 0.1%)

						合計 ゴウケイ		66.1%		70.0%		(+3.9%)		58.3%		57.2%		(▲ 1.1%)



100	100	100	100	
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						平成29年3月期　第155期　 ヘイセイ ネン ガツキ ダイ キ

						【連結】売上高実績及び受注残高の状況 レンケツ ダカ

																				（単位：百万円） タンイ １００ マン エン

						セグメント		受注残高の推移 ジュチュウ ザンダカ スイイ

								2015年3月期 ネン ガツキ				2016年3月期 ネン ガツキ				2017年3月期 ネン ガツキ				2018年3月期 ネン ガツキ

								3Q実績 ジッセキ		期末実績 キマツ ジッセキ		3Q実績 ジッセキ		期末実績 キマツ ジッセキ		3Q実績 ジッセキ		期末実績 キマツ ジッセキ		3Q実績 ジッセキ

						プラント販売 ハンバイ		4,814		4,821		2,716		3,583		2,860		2,918		1,952

						ﾒﾝﾃﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽ		561		368		1,015		936		1,335		774		1,229

						日工上海 ニッコウ シャンハイ		454		1,328		501		1,332		815		2,496		1,899

						輸出 ユシュツ		404		210		254		174		28		168		260

						ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ関連事業 カンレン ジギョウ		6,233		6,727		4,485		6,027		5,038		6,356		5,340

						プラント販売 ハンバイ		2,916		3,225		1,886		2,337		3,660		2,868		2,404

						ﾒﾝﾃﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽ		356		100		298		92		295		356		449

						日工上海 ニッコウ シャンハイ		-		-		-		-		-		-		-

						輸出 ユシュツ		10		17		113		55		-		-		-

						コンクリートポンプ		151		123		146		231		182		126		29

						ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ関連事業 カンレン ジギョウ		3,433		3,466		2,446		2,716		4,137		3,350		2,883

						環境製品 カンキョウ セイヒン		560		87		25		583		449		1,202		441

						搬送製品 ハンソウ セイヒン		209		222		302		232		345		188		292

						環境及び搬送関連事業 カンキョウ オヨ ハンソウ カンレン ジギョウ		769		309		327		815		794		1,390		733

						仮設機材 カセツ キザイ		-		-		-		-		-		-		-

						土農工具 ツチ ノウ コウグ		-		-		-		-		-		-		-

						破砕機 ハサイキ		3		96		82		92		115		108		128

						その他 ホカ		814		438		835		343		598		423		705

						その他事業 ホカ ジギョウ		818		535		917		435		713		531		833

						合計 ゴウケイ		11,253		11,039		8,177		9,997		10,684		11,629		9,793
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																														（単位：百万円） タンイ １００ マン エン

						第１四半期　　受注高 ダイ シ ハンキ ジュチュウ ダカ		2014/3期 キ		2015/3期 キ		2016/3期 キ		2017/3期 キ		2018/3期 キ		前年比較 ゼンネン ヒカク				第４四半期　　受注高 ダイ シ ハンキ		2014/3期		2015/3期		2016/3期		2017/3期



						AP		2,264		1,857		820		948		992		+44				AP		1,502		1,645		2,373		1,843

						BP		891		1,130		1,949		2,181		690		▲1,491				BP		443		1,513		1,510		837

						海外 カイガイ		208		63		373		300		143		▲157				海外 カイガイ		112		436		151		293

						合計 ゴウケイ		3,363		3,050		3,142		3,429		1,825		▲1,604				合計 ゴウケイ		2,057		3,594		4,034		2,973



						第２四半期　　受注高 ダイ シ ハンキ ジュチュウ ダカ		2014/3期		2015/3期		2016/3期		2017/3期		2018/3期		前年比較				通期　　　　　受注高 ツウキ ジュチュウ ダカ		2014/3期		2015/3期		2016/3期		2017/3期



						AP		804		1,146		569		1,268		1,108		▲160				AP		5,838		6,841		4,632		4,372

						BP		1,469		1,532		687		1,198		1,455		+257				BP		4,242		5,157		4,645		6,115

						海外 カイガイ		22		94		351		306		460		+154				海外 カイガイ		993		835		928		899

						合計 ゴウケイ		2,295		2,772		1,607		2,772		3,023		+251				合計 ゴウケイ		11,073		12,833		10,205		11,386



						第３四半期　受注高 ダイ シ ハンキ		2014/3期		2015/3期		2016/3期		2017/3期		2018/3期		前年比較				期末　　　　受注残高 キマツ ジュチュウ ザンダカ		2014/3期		2015/3期		2016/3期		2017/3期



						AP		1,268		2,193		870		313		836		+523				AP		2,401		4,821		3,584		2,918

						BP		1,439		982		499		1,899		1,283		▲616				BP		1,458		3,225		2,569		2,994

						海外 カイガイ		651		242		53		0		173		+173				海外 カイガイ		402		227		230		168

						合計 ゴウケイ		3,358		3,417		1,422		2,212		2,292		+80				合計 ゴウケイ		4,261		8,273		6,383		6,080





								※▲注意！！！！！！！ チュウイ

																								受注高計算 ジュチュウダカ ケイサン



		1Ｑ				AP		2,918		971		売上１Ｑ ウリアゲ										3Ｑ		2Ｑ末残 マツ ザン		2,884				売上3Ｑ（10-12） ウリアゲ

								992		2,939		1Ｑ末残 マツ ザン												受注高 ジュチュウダカ		(2,884)				3Ｑ末残 マツ ザン

						ＢＰ		2,994		1,351		売上１Ｑ ウリアゲ												2Ｑ末残 マツ ザン		1,600				売上3Ｑ（10-12） ウリアゲ

								690		2,333		1Ｑ末残 マツ ザン												受注高 ジュチュウダカ		(1,600)				3Ｑ末残 マツ ザン

						海外 カイガイ		168		80		売上１Ｑ ウリアゲ												2Ｑ末残 マツ ザン		448				売上3Ｑ（10-12） ウリアゲ

								143		231		1Ｑ末残 マツ ザン												受注高 ジュチュウダカ		(448)				3Ｑ末残 マツ ザン

		2Ｑ				AP		2,939		1,163		売上2Ｑ（7-9） ウリアゲ										4Ｑ		3Ｑ末残 マツ ザン		0				売上4Ｑ（1-3） ウリアゲ

								1,108		2,884		2Ｑ末残 マツ ザン												受注高 ジュチュウダカ		0				4Ｑ末残 マツ ザン

						ＢＰ		2,333		2,188		売上2Ｑ（7-9） ウリアゲ												3Ｑ末残 マツ ザン		0				売上4Ｑ（1-3） ウリアゲ

								1,455		1,600		2Ｑ末残 マツ ザン												受注高 ジュチュウダカ		0				4Ｑ末残 マツ ザン

						海外 カイガイ		231		243		売上2Ｑ（7-9） ウリアゲ												3Ｑ末残 マツ ザン		0				売上4Ｑ（1-3） ウリアゲ

								460		448		2Ｑ末残 マツ ザン												受注高 ジュチュウダカ		0				4Ｑ末残 マツ ザン

										前期末の受注残高 ゼンキマツ ジュチュウ ザンダカ				今期の受注額 コンキ ジュチュウ ガク				今期の売上 コンキ ウリアゲ				今期の受注残高 コンキ ジュチュウ ザン タカ

		1Q				AP				2,918		+		992		-		971				2,939

						BP				2,994		+		690		-		1,351				2,333

						海外 カイガイ				168		+		143		-		80				231

		2Q				AP				2,939		+		1,108		-		1,163				2,884

						BP				2,333		+		1,455		-		2,188				1,600

						海外 カイガイ				231		+		460		-		243				448

		3Q				AP				2,884		+		836		-		1,768				1,952

						BP				1,600		+		1,283		-		450				2,433

						海外 カイガイ				448		+		173		-		361				260

		4Q				AP						+		0		-

						BP						+		0		-

						海外 カイガイ						+		0		-
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														（単位：百万円） タンイ ヒャク マンエン

						連結貸借対照表 レンケツ タイシャク タイショウヒョウ				2017年3月期　　  ネン ガツキ		2018年3月期　　第3四半期　　        ネン ガツキ ダイ シ ハンキ		増減 ゾウゲン



						資産 シサン		流動資産 リュウドウ シサン		30,764		30,773		+8

								有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		5,206		5,305		+99

								無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		331		371		+39

								投資その他 トウシ ホカ		8,673		9,540		+866

						総資産合計 ソウシサン ゴウケイ				44,976		45,990		+1,014



						負債 フサイ		流動負債 リュウドウ フサイ		12,494		11,864		▲630

								固定負債 コテイ フサイ		3,392		3,715		+323

						純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				29,089		30,410		+1,321

						自己資本比率(%) ジコ シホン ヒリツ				64.7		66.1		+1.4

						D/Eレシオ(倍) バイ				0.07		0.07		▲0.01

						１株当たり純資産(円 銭) ヒトカブ ア ジュンシサン エン セン				3,746.35		3,972.03		+225.68





										2017年3月期　　 		2018年3月期　　第3四半期　　       		増減 ゾウゲン



						資産 シサン		流動資産 リュウドウ シサン		30,764,893,050		30,773,353,538		+8,460,488

								有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		5,206,195,944		5,305,439,847		+99,243,903

								無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		331,727,414		371,593,472		+39,866,058

								投資その他 トウシ ホカ		8,673,664,644		9,540,242,587		+866,577,943

						総資産合計 ソウシサン ゴウケイ				44,976,481,052		45,990,629,444		+1,014,148,392



						負債 フサイ		流動負債 リュウドウ フサイ		12,494,507,935		11,864,346,482		▲630,161,453

								固定負債 コテイ フサイ		3,392,471,591		3,715,606,251		+323,134,660

						純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				29,089,501,526		30,410,676,711		+1,321,175,185



						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ				0.646771398		0.6612363666		←四半期報と一致！！！ シ ハンキ ホウ イッチ

						Ｄ/Ｌレシオ				0.07		0.07

								短期借入金 タンキ カリイレ キン		1,637,556,000		1,532,016,000

								長期借入金 チョウキ カリイレ キン		350,428,000		268,431,000

								株主資本 カブヌシ シホン		26,792,554,222		27,174,267,260
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								(単位：百万円） タンイ ヒャク マン エン

						今期の設備投資 コンキ セツビ トウシ		2018年3月期　第3四半期　（2017年4月～12月）　　   　  ネン ガツ ガツ



						アスファルトプラント関連事業 カンレン ジギョウ		26

						コンクリートプラント関連事業 カンレン ジギョウ		47

						環境及び搬送　　　　関連事業 カンキョウ オヨ ハンソウ カンレン ジギョウ		1

						その他事業 タ ジギョウ		95

						本社 ホンシャ		238

						合計 ゴウケイ		501
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				2009/3期 キ		2010/3期 キ		2011/3期 キ		2012/3期 キ		2013/3期 キ		2014/3期 キ		2015/3期 キ		2016/3期 キ		2017/3期 キ		2018/3期 キ

		年間配当 ネンカン ハイトウ		30円		30円		30円		30円		35円		35円		45円		50円		50円		50円

		期末配当 キマツ ハイトウ		15円		15円		15円		15円		20円		20円		25円		25円		30円		30円

		中間配当 チュウカン ハイトウ		15円		15円		15円		15円		15円		15円		20円		25円		25円		25円

		連結当期純利益(百万円) レンケツ トウキ ジュンリエキ ヒャク マンエン		▲ 499		124		461		122		881		888		1,348		1,896		1,340		1,500



中間配当	[値]
5円
4円

５円

2009/3期	2010/3期	2011/3期	2012/3期	2013/3期	2014/3期	2015/3期	2016/3期	2017/3期	2018/3期	15	15	15	15	15	15	20	25	25	25	期末配当	[値] 
[値]　(予想)
5円　　
5円

５円
(予想)

2009/3期	2010/3期	2011/3期	2012/3期	2013/3期	2014/3期	2015/3期	2016/3期	2017/3期	2018/3期	15	15	15	15	20	20	25	25	30	30	年間配当	2009/3期	2010/3期	2011/3期	2012/3期	2013/3期	2014/3期	2015/3期	2016/3期	2017/3期	2018/3期	30	30	30	30	35	35	45	50	50	50	連結当期純利益(百万円)	[値]　(予想)
1896
1,348
2200
(予想)

2009/3期	2010/3期	2011/3期	2012/3期	2013/3期	2014/3期	2015/3期	2016/3期	2017/3期	2018/3期	-499	124	461	122	881	888	1348	1896	1340	1500	
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				日工㈱単体 ニッコウ タンタイ

				建機製品・サービス　売上高推移 ケンキ セイヒン ウリアゲ ダカ スイイ

						97		98		99		00		01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17/3		17/3　　　2Q		18/3　　　2Q

				国内AP販売 コクナイ ハンバイ		74		67		32		39		31		40		52		46		45		21		34		26		15		24		36		44		52		59		41		59		50		23		21

				国内APS コクナイ		53		50		47		48		46		49		54		58		57		55		59		64		69		75		76		71		78		91		86		87		88		44		41

				メンテナンスサービス売上比率(％) ウリアゲ ヒリツ		35%		37%		49%		48%		48%		49%		50%		53%		53%		61%		57%		58%		65%		67%		65%		61%		59%		56%		62%		51%		53%		57%		52%

				AP売上 ウリアゲ		127		117		79		87		77		89		106		104		102		76		93		91		83		99		113		115		131		150		126		145		138		67		63

				国内ＢＰ販売 コクナイ ハンバイ		80		63		41		40		49		37		29		30		31		34		34		40		38		26		17		17		20		38		33		63		57		22		34

				国内BPS コクナイ		29		27		23		25		28		25		27		28		29		28		31		29		28		25		22		23		28		34		36		38		35		16		18

				BP売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		109		90		65		66		77		63		57		58		59		62		65		68		66		51		39		40		48		72		69		101		92		38		52



国内APS	

97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17/3	17/3　　　2Q	18/3　　　2Q	53.05	49.83	46.99	48.44	46.28	49.37	54.1	57.8	56.75	55.33	59.09	64.150000000000006	68.569999999999993	75.13	76.36	70.87	78.180000000000007	91.11	85.594590499999995	86.640265729999996	87.564282140000003	43.883415200000002	41.402068880000002	国内BPS	

97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17/3	17/3　　　2Q	18/3　　　2Q	29.13	26.87	23.34	25.23	27.71	25.46	27.23	27.61	28.56	28.45	30.98	28.54	27.8	25.28	21.75	23.11	28	34.36	35.754610569999997	38.465176700000001	35.296029369999999	15.90777407	18.377399919999998	国内AP販売	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17/3	17/3　　　2Q	18/3　　　2Q	65.040000000000006	92.14	26.54	89.33	104.92	110.82	94.61	72.69	73.63	67.17	32.4	38.83	31.03	39.56	52.17	46.46	44.98	20.93	34.4	26.44	14.63	23.96	36.46	43.71	52.38	58.87	40.544049999999999	AP売上	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17/3	17/3　　　2Q	18/3　　　2Q	103.71000000000001	133	40.42	137.84	158.75	163.5	146.15	124.72999999999999	126.67999999999999	117	79.39	87.27	77.31	88.93	106.27000000000001	104.25999999999999	101.72999999999999	76.259999999999991	93.490000000000009	90.59	83.199999999999989	99.09	112.82	114.58000000000001	130.56	149.97999999999999	126.13864049999999	国内ＢＰ販売	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17/3	17/3　　　2Q	18/3　　　2Q	74.430000000000007	95.91	30.53	102.37	94.31	90.19	92.83	92.39	80.09	62.85	41.31	40.4	49.28	37.42	29.4	30.23	30.59	33.5	34.090000000000003	39.770000000000003	38.31	25.93	16.809999999999999	17.13	20	37.770000000000003	メンテナンスサービス売上比率(％)	

97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17/3	17/3　　　2Q	18/3　　　2Q	0.34836795252225522	0.37103328173374617	0.48826714801444043	0.48181818181818192	0.47952041477640961	0.49291878005401485	0.49926335174953956	0.52689697717458372	0.53027100944803585	0.6061790029665004	0.56804994954591326	0.58332284455632466	0.64543567075212638	0.66806387225548891	0.64810410886510772	0.60702751582482883	0.59464605734767029	0.56490027463869252	0.62211902983823852	0.50788651067686796	0.53383173160573527	0.57253979582744718	0.52107763284736908	

億円

構成比率
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						95		96		97		98		99		00		01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17/3		17/3  2Q		18/3  2Q

				AS合材製造数量 ゴウ ザイ セイゾウ スウリョウ		76,027		75,639		78,194		75,146		70,137		71,400		70,963		69,370		68,101		63,783		60,206		57,584		57,218		54,897		49,759		49,688		44,809		45,707		47,410		50,055		45,149		41,988		41,640		16,640		17,671

				製造数量指数 セイゾウ スウリョウ シスウ		100%		99%		103%		99%		92%		94%		93%		91%		90%		84%		79%		76%		75%		72%		65%		65%		59%		60%		62%		66%		59%		55%		55%				23%



				新規合材 シンキ ゴウ ザイ		56,762		52,796		50,008		44,882		35,075		32,293		29,292		25,978		24,301		21,503		18,764		17,030		15,745		15,084		13,366		13,454		12,236		12,454		12,629		12063		11,424		10,130		9,992				4,160

				再生合材 サイセイ ゴウ ザイ		19,265		22,843		28,186		30,264		35,062		39,107		41,671		43,392		43,800		42,280		41,442		40,554		41,473		39,813		36,393		36,234		32,573		33,253		34,781		37992		33,725		31,858		31,648				13,511

				再生比率 サイセイ ヒリツ		25%		30%		36%		40%		50%		55%		59%		63%		64%		66%		69%		70%		72%		73%		73%		73%		73%		73%		73%		76%		75%		76%		76%				76%

																																																		↑平成28年8月に最新データＵUP予定★ ヘイセイ ネン ガツ サイシン ヨテイ













																																																				16,640,162		17,671,852		106.2



																																																				40,765,384		41,722,289		102.3

																																																				40,784,251		41,722,289







						95		96		97		98		99		0		01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17/3

				AP設置台数 セッチ ダイスウ		1,782		1,753		1,738		1,726		1,622		1,597		1,652		1,597		1,581		1,531		1,472		1,407		1,335		1,270		1,205		1,197		1,189		1,172		1,158		1,150		1,149		1,140		1,130

				AP台数指数 ダイスウ シスウ		100%		98%		98%		97%		91%		90%		93%		90%		89%		86%		83%		79%		75%		71%		68%		67%		67%		66%		65%		65%		64%		64%		63%

						95		96		97		98		99		0		01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17/3		18/3 2Q

				V納入台数 ノウニュウ ダイスウ		78		56		51		42		36		27		19		17		22		14		20		5		6		10		3		7		10		10		9		18		10		16		16		9

				R納入台数 ノウニュウ ダイスウ		77		63		65		70		49		38		39		32		27		17		20		12		21		15		9		14		14		25		24		29		22		29		23		14

				V+R台数指数 ダイスウ シスウ		100%		77%		75%		72%		55%		42%		37%		32%		32%		20%		26%		11%		17%		16%		8%		14%		15%		23%		21%		30%		21%		29%		25%		15%



				V+R合計台数 ゴウケイ ダイスウ		155		119		116		112		85		65		58		49		49		31		40		17		27		25		12		21		24		35		33		47		32		45		39		23



AP設置台数	







95	96	97	98	99	0	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17/3	1782	1753	1738	1726	1622	1597	1652	1597	1581	1531	1472	1407	1335	1270	1205	1197	1189	1172	1158	1150	1149	1140	1130	

台数







AS合材製造数量	



50,055

45,149



95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17/3	17/3  2Q	18/3  2Q	76027	75639	78194	75146	70137	71400	70963	69370	68101	63783	60206	57584	57218	54897	49759	49688	44809	45707	47410	50055	45149	41988	41640	16640	17671	

千ﾄﾝ







V納入台数	95	96	97	98	99	0	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17/3	18/3 2Q	78	56	51	42	36	27	19	17	22	14	20	5	6	10	3	7	10	10	9	18	10	16	16	9	R納入台数	95	96	97	98	99	0	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17/3	18/3 2Q	77	63	65	70	49	38	39	32	27	17	20	12	21	15	9	14	14	25	24	29	22	29	23	14	





全国　アスファルトプラント　設置台数　推移
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				日工 ニッコウ		825				旧新潟 キュウ ニイガタ		268

				田中 タナカ		265

				その他 タ		40



全国　メーカー別　設置台数（V）

合計1,130台



日工	田中	その他	825	265	40	

20





















				AP（V）納入実績 ノウニュウ ジッセキ		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17/3		18/3  2Q

				日工 ニッコウ		10		12		3		4		7		0		5		7		8		7		13		6		13		11		4

				田中 タナカ		8		6		2		2		3		3		2		3		2		3		5		4		3		5		5

				合計 ゴウケイ		18		18		5		6		10		3		7		10		10		10		18		10		16		16		9































				AP（R）納入実績 ノウニュウ ジッセキ		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17/3		18/3  2Q

				日工 ニッコウ		18		17		9		13		9		6		10		10		21		16		20		16		22		18		9

				田中 タナカ		9		3		3		7		6		3		4		4		4		8		9		6		7		4		5

				その他 タ																												1		0

				合計 ゴウケイ		27		20		12		20		15		9		14		14		25		24		29		22		29		22		14









				AP（V）納入シェア ノウニュウ		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17/3		18/3  2Q

				日工 ニッコウ		56%		67%		60%		67%		70%		0%		71%		70%		80%		70%		72%		60%		81%		69%		44%

				田中 タナカ		44%		33%		40%		33%		30%		100%		29%		30%		20%		30%		28%		40%		19%		31%		56%



				AP（R）納入シェア ノウニュウ		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17/3		18/3  2Q

				日工 ニッコウ		67%		85%		75%		65%		60%		67%		71%		71%		84%		67%		69%		73%		76%		82%		64%

				田中 タナカ		33%		15%		25%		35%		40%		33%		29%		29%		16%		33%		31%		27%		24%		18%		36%

				その他 タ																												5%		0%



AP(V)納入実績（台数）

日工	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17/3	18/3  2Q	10	12	3	4	7	0	5	7	8	7	13	6	13	11	4	田中	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17/3	18/3  2Q	8	6	2	2	3	3	2	3	2	3	5	4	3	5	5	

台数

AP(RU)納入実績（台数）

日工	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17/3	18/3  2Q	18	17	9	13	9	6	10	10	21	16	20	16	22	18	9	田中	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17/3	18/3  2Q	9	3	3	7	6	3	4	4	4	8	9	6	7	4	5	その他	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17/3	18/3  2Q	1	0	

台数

AP(V)納入シェア

日工	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17/3	18/3  2Q	0.55555555555555558	0.66666666666666663	0.6	0.66666666666666663	0.7	0	0.7142857142857143	0.7	0.8	0.7	0.72222222222222221	0.6	0.8125	0.6875	0.44444444444444442	田中	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17/3	18/3  2Q	0.44444444444444442	0.33333333333333331	0.4	0.33333333333333331	0.3	1	0.2857142857142857	0.3	0.2	0.3	0.27777777777777779	0.4	0.1875	0.3125	0.55555555555555558	

AP(RU)納入シェア

日工	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17/3	18/3  2Q	0.66666666666666663	0.85	0.75	0.65	0.6	0.66666666666666663	0.7142857142857143	0.7142857142857143	0.84	0.66666666666666663	0.68965517241379315	0.72727272727272729	0.75862068965517238	0.81818181818181823	0.6428571428571429	田中	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17/3	18/3  2Q	0.3333333333333333	1	0.15	0.25	0.35	0.4	0.33333333333333331	0.2857142857142857	0.2857142857142857	0.16	0.33333333333333331	0.31034482758620691	0.27272727272727271	0.2413793103448276	0.18181818181818182	0.35714285714285715	
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						97		98		99		00		01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17/3

				工場数 コウジョウ スウ		4,920		4,853		4,772		4,682		4,593		4,450		4,291		4,227		4,309		4,218		4,110		4,046		3,911		3,753		3,662		3,515		3,456		3,414		3,406		3,396		3,368

				生コン出荷量（万m3） ナマ シュッカ リョウ マン		18,026		16,729		15,331		15,108		14,948		13,981		13,141		12,360		11,898		12,155		12,190		11,188		10,101		8,603		8,528		8,796		9,210		9,885		9,401		8,706		8,391

				　静態シェア セイタイ

				年度 ネンド		13		14		15		16		17/3

				総台数 ソウ ダイスウ		3,456		3,414		3,406		3,396		3,368

				日工台数 ニッコウ ダイスウ		937		947		948		965		988

				シェア		27%		28%		28%		28%		29%

				第2四半期（4～9月） 出荷量の推移（万m3） ダイ シ ハンキ ガツ シュッカ リョウ スイイ

				年度 ネンド		15		16		17		18/3

				生コン出荷量 ショウ シュッカ リョウ		4,694		4,337		4,076		4,172

								静態シェア セイタイ

								年度 ネンド		13		14		15		16		17/3

								総台数 ソウ ダイスウ		3,462		3,414		3,406		3,396		3,386

								日工台数 ニッコウ ダイスウ		937		947		948		965		988

								シェア		27%		28%		28%		28%		29%



（生コン）工場数と出荷量の推移

工場数	

97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17/3	4920	4853	4772	4682	4593	4450	4291	4227	4309	4218	4110	4046	3911	3753	3662	3515	3456	3414	3406	3396	3368	生コン出荷量（万m3）	

97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17/3	18026	16729	15331	15108	14948	13981	13141	12360	11898	12155	12190	11188	10101	8603	8528	8796	9210	9885	9401	8706	8391	

22





				　動態シェア（生コン工場の納入台数） ドウタイ ナマ コウジョウ ノウニュウ ダイスウ

				年度 ネンド						08		09		10		11		12		13		14		15		16		17/3      		18/3   2Q     

				出荷台数 シュッカ		総出荷台数 シュッカ ダイスウ				105台		76台		57台		48台		52台		55台		93台		93台		98台		90台		36台

						日工出荷台数 シュッカ				42台		32台		22台		24台		19台		19台		34台		29台		31台		34台		18台

						シェア				40%		42%		39%		50%		37%		35%		37%		31%		32%		38%		50%

				金額		全体（総需要） ソウ ジュヨウ				198億		170億		151億		116億		123億		140億		199億		218億		239億		240億		118億

						日工				69億		67億		52億		39億		41億		49億		73億		69億		90億		84億		52億

						シェア				35%		39%		34%		33%		33%		35%		37%		32%		38%		35%		44%

				全工場数 ゼン コウジョウ スウ														3,515		3,456		3,417		3,406		3,396















































				※金額総需要については、日工㈱・㈱北川鉄工所・光洋機械産業㈱　のBP事業に関するﾌﾟﾗﾝﾄ販売及びﾒﾝﾃﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽ費用の合計です。 キンガク ソウジュヨウ ニッコウ キタガワ テッコウ ジョ コウヨウ キカイ サンギョウ ジギョウ カン ハンバイ オヨビ ヒヨウ ゴウケイ



全体（総需要）	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17/3      	18/3   2Q     	198	170	151	116.2	123.1	140.1	199	217.89999999999998	239	240	118	日工	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17/3      	18/3   2Q     	69	67	52	38.700000000000003	40.700000000000003	49.1	73	68.900000000000006	90	84	52	シェア	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17/3      	18/3   2Q     	0.34848484848484851	0.39411764705882352	0.3443708609271523	0.33304647160068851	0.33062550771730304	0.35046395431834404	0.36683417085427134	0.31620009178522263	0.37656903765690375	0.35	0.44067796610169491	

総出荷台数	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17/3      	18/3   2Q     	105	76	57	48	52	55	93	93	98	90	36	日工出荷台数	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17/3      	18/3   2Q     	42	32	22	24	19	19	34	29	31	34	18	シェア	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17/3      	18/3   2Q     	0.4	0.42105263157894735	0.38596491228070173	0.5	0.36538461538461536	0.34545454545454546	0.36559139784946237	0.31182795698924731	0.31632653061224492	0.37777777777777777	0.5	
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												（単位：百万円） タンイ ヒャク マンエン

								2016年3月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ		2017年3月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ		2018年3月期
見通し ネン ガツキ ミトオ		増減 ゾウゲン				見通しの理由 ミトオ リユウ







						売上高 		34,110		32,717		34,500		+1,783				〔売上高〕　　　　　　　　　　増加要因：中国でのAP製品、環境製品。　　　　　　　　　　　　国内AP、BP製品はともに横ばい。
　
                                                         　 ウリアゲ ダカ ゾウカ ヨウイン チュウゴク セイヒン カンキョウ セイヒン コクナイ セイヒン ヨコ







						営業利益 		1,629		1,944		2,100		+156				〔営業利益〕　　　　　　　　　　売上増による増益を見込むが、鋼材価格の値上がりによる原材料費のコスト増をマイナス要因として織り込む。 ウリアゲ ゾウ ゾウエキ ミコ コウザイ カカク ネア ゲンザイリョウ ヒ ゾウ ヨウイン オ コ







						経常利益 		1,648		1,993		2,200		+207

																		〔経常利益〕　　　　　　　　　　特別な要因は見込まず。 トクベツ ヨウイン ミコ

																		特別な要因は見込まず。 トクベツ ヨウイン ミコ



						当期純利益 トウキ ジュンリエキ		1,896		1,340		1,500		+160				〔当期純利益〕　　　　　　　　　特別な要因は見込まず。

																		特別な要因は見込まず。 トクベツ ヨウイン ミコ





						1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ		円　銭 エン セン		円　銭 エン セン		円　銭 エン セン		円　銭 エン セン

								226.21		171.52		191.90		+20.38







												↑決算短信より ケッサン タンシン

サービス用デスクトップ: 業績予想に変更があれば、金額確認する　八束課長に確認する。決算短信とＩＲ資料を一致するように注意する。



























マニュアル

		ＩＲ資料（決算説明資料）マニュアル シリョウ ケッサン セツメイ シリョウ

		概要 ガイヨウ				・利害関係者に対し、当社財務部が任意で作成し、開示する。 リガイ カンケイ シャ タイ トウシャ ザイムブ ニンイ サクセイ カイジ

						・機関投資家、金融機関等への決算説明へはＩＲ資料を用いる。 キカン トウシ カ キンユウ キカン トウ ケッサン セツメイ シリョウ モチ

						・ＩＲ資料から派生した資料も作成している。 シリョウ ハセイ シリョウ サクセイ

						・他部署から資料の依頼があった場合は、依頼主にデータ等渡す。 タブショ シリョウ イライ バアイ イライヌシ トウ ワタ

		◆種類 シュルイ		1		ホームページ開示 カイジ

				2		機関投資家向け キカン トウシ カ ム

						【ＩＲ資料から派生した資料】 シリョウ ハセイ シリョウ

				3		取締役会・役員会用向け トリシマリヤク カイ ヤクインカイ ヨウ ム

				4		新入社員教育向け シンニュウ シャイン キョウイク ム

				5		英訳 エイヤク

				6		ファクトブック

		◆基本操作 キホン ソウサ				①エクセルによる元データの作成。 モト サクセイ		…別紙エクセルファイル打ち出しのマニュアルあり。 ベッシ ウ ダ

						↓

						②元データをパワーポイント資料への貼付け モト シリョウ ハリツ

						↓

						③レイアウト確認と原稿確認。 カクニン ゲンコウ カクニン

		◆資料準備 シリョウ ジュンビ

								依頼先 イライサキ

				□		各ページの製品写真及び製品紹介文 カク セイヒン シャシン オヨ セイヒン ショウカイブン		八軒さん、宇都宮さん、他別途 ハチケン ウツノミヤ ホカ ベット

				□		セグメント数値 スウチ		経理（セグメント資料） ケイリ シリョウ

				□		決算数値 ケッサン スウチ		経理（決算清書（勘定明細）） ケイリ ケッサン セイショ カンジョウ メイサイ

				□		Ｐ.4決算のポイント ケッサン		藤井部長確認 フジイブチョウ カクニン

				□		受注残高 ジュチュウ ザンダカ		経理（受注残高集計） ケイリ ジュチュウ ザンダカ シュウケイ

				□		受注高 ジュチュウ ダカ		山本室長（月次資料） ヤマモト シツチョウ ゲツジ シリョウ

				□		財政状態の分析 ザイセイ ジョウタイ ブンセキ		短信より タンシン

				□		セグメントの文章 ブンショウ		短信より タンシン

				□		業績予想 ギョウセキ ヨソウ		藤井部長確認 フジイブチョウ カクニン

				□		全国ｱｽﾌｧﾙﾄプラント合材製造数量推移 ゼンコク ゴウザイ セイゾウ スウリョウ スイイ		日本ｱｽﾌｧﾙﾄ合材協会ＨＰ ニホン ゴウザイ キョウカイ

				□		ｱｽﾌｧﾙﾄプラント設置台数推移 セッチ ダイスウ スイイ		中山部長 ナカヤマ ブチョウ

				□		ＡＰ（Ｖ、ＲＵ）　納入実績 ノウニュウ ジッセキ		中山部長 ナカヤマ ブチョウ

				□		生コン工場数と出荷量の推移 ナマ コウジョウ スウ シュッカ リョウ スイイ		全国生コンクリート工業組合連合会ＨＰ ゼンコク ナマ コウギョウ クミアイ レンゴウカイ

				□		ＢＰの静態・動態シェア セイタイ ドウタイ		岡明部長 オカ アキ ブチョウ

				□		他、新規で記載する資料など ホカ シンキ キサイ シリョウ		全社（主に経理） ゼンシャ オモ ケイリ

		◆決算発表 ケッサン ハッピョウ				・年４回の決算発表での投げ込みでは印刷し、資料を配布している。 ネン カイ ケッサン ハッピョウ ナ コ インサツ シリョウ ハイフ

				□		決算短信 ケッサン タンシン

				□		ＩＲ資料（決算説明資料） シリョウ ケッサン セツメイ シリョウ

				□		その他適時開示資料 ホカ テキジ カイジ シリョウ

						・注）東証への投げ込みはしているが、提出・開示はしていない。 チュウ トウショウ ナ コ テイシュツ カイジ







今期の設備投資
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技術センター建設
225百万円

当社の開発・技術力強化のため、
人員を増員しているが、事務所が
別棟に分かれている非効率を１か
所に集約することで効率化を図り、
かつ１階はショールームとして、当
社開発製品の展示も可能とする目
的で総投資額７億をかけて建設中
平成30年度中に完成予定。

コンクリートプラント
新型操作盤開発

24百万円
他社との差別化により、競争力の
ある操作盤開発を行うためにフル
モデルチェンジし、顧客の購買意
欲を高め 将来の受注を有利にす
る目的で開発中、平成30年度中に
完成予定。

営業支援システム
41百万円

営業部門と技術部門との連携をよ
り深めるため、業務の流れに沿っ
たシステムを構築し、情報を一元
管理することで、営業効率の向上
だけでなく、全社効率も上がり、経
営指標の可視化までを目的として
導入。

工場の設備投資
14百万円

生産性の改善、老朽化した設備の
更新、省力化を目的とした設備投
資を実施。来期以降は、溶接ロボ

ット投資も含め生産性改善に向け
た設備投資を実施予定。

アスファルトプラント
関連事業

60

コンクリートプラント
関連事業

78

環境及び搬送
関連事業

1

その他事業 111

本社 249

合計 501

今期の設備投資
2018年3月期 第3四半期（2017年4月～12月）

(単位：百万円）

※ 減価償却費 361百万円



各事業セグメント毎の状況

アスファルトプラント関連事業

9

●セグメントの概要●

アスファルトプラントの製造・販売・メンテナンスサービス。販売先は主に国内の大手道路会社、及び海外各地区

道路会社等。

国内の製品の売上高は大型物件が多かったことにより、前期比増加。メンテナンス事業の売上高はシステム製品が

減少したため前期比減少。海外の売上高は中国でのインフラ投資が伸びた商機をとらえ前期比大幅に増加。

この結果、当事業の売上高は前期比10.4％増の115億87百万円となりました。当期間の受注活動は好調に推移し、受

注高、受注残高ともに、前期比で増加。
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国内アスファルト合材の生産量は、今後漸減
することが見込まれる中で、現在では再生合材
の占める比率は80％にまで高まり、顧客はリサ
イクル生産設備への投資に傾注。
これを当社では商機ととらえ、従来の新規材

料を使用するプラントに加熱再生設備を増設す
るスタイルから、設計変更を行い、加熱再生合
材製造プラントをセンターに置く新機種「VPシ
リーズ」を開発。
昨年度販売実績１台、今期は２台の販売目標

を設定し、計画通りすでに２台を納入済み。来
期は３台を計画、今後は更に安全性、生産性の
改善が図れるような機種を順次市場投入の予
定。

重点施策と現状成果 今期売上製品

NAP･ABD-3000+NRU･TOPα100+AZU360

国内最大級の生産・出荷能力
を有するアスファルトプラン
トです。６種類のアスファル
トタンクも装備し多品種の合
材出荷にも対応可能となって
おります。

MBD1600+TOPα80+AZU220

再生合材を主体に生産を行
う、ミッドシッププラントの
５号機で、日工の主戦力機種
です。駆動装置点数の削減
や、敷地に合わせた機械配置
で車両エリアを限定し、安全
面を考慮しております。



各事業セグメント毎の状況

コンクリートプラント関連事業

10

国内の製品の売上高は期初の受注残高が昨年度を上回っており、注残を確実にこなしたことで前期比増加。また、メ

ンテナンス事業の売上高も前期比増加。この結果、当事業の売上高は、前期比4.8％増の68億97百万円となる。一方で

当期間の受注活動は前期比低調に推移し、受注高、受注残高ともに、前期比で減少。

●セグメントの概要●

コンクリートプラントの製造・販売・メンテナンスサービス及びコンクリートポンプ車の製造・販売。販売先は

主に国内の生コン工場。
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重点施策と現状成果

第二次安倍内閣になり、災害復旧工事、東京
五輪、リニア中央新幹線、各地における再開発
事業等、官民ともに建設工事は活況。このよう
な市場環境下、顧客の設備投資はここ数年は旺
盛である。
今年度は、製品の差別化を図るため、業界初

のプラント制御盤リモートメンテナンスシステ
ム等投入し、市場占有率を伸ばす事に注力し成
果がでている。
今後は、東京五輪開催を境に市況は減速する

と予想され、また同時に日本全国各地域におい
て生コン工場の集約化に拍車がかかることが予
想されている。コンクリートプラント製品に対
する総需要が減少する中で、当社は、新製品の
投入による差別化を武器に市場占有率を伸ばし
ていく方針。

今期売上製品

DASH-H130EvoⅠ60H-ITBR

周辺道路拡張に伴う工場内配
置変更に併せて、バッチャー
プラントDASH-H130EvoⅠに更
新頂きました。より一層の品
質向上、生産効率向上が期待
されます。

DASH-H225EvoⅢ130R-TRIU

お客様の新プラント入替要望
により採用頂きました。混和
剤の種類を豊富にし、多種多
様のコンクリートに対応する
DASH-Hyper-225ミキサを搭載
したバッチャープラントで
す。



各事業セグメント毎の状況

環境及び搬送関連事業
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環境製品の売上高は大型物件が寄与し、前期比大幅に増加、また搬送製品の売上高も前期比増加。この結果、当事業

の売上高は、前期比55.2％増の29億72百万円となる。当期間の受注活動は好調に推移し、受注高は前期比増加するも、

受注残高は、前期比で減少。

●セグメントの概要●
ベルトコンベヤの製造・販売。空き缶、ペットボトル選別等の環境関連製品の製造・販売。
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重点施策と現状成果 今期売上製品

長年アスファルトプラント及びコンクリートプ
ラントなどで育み培ってきた搬送、混練、燃焼
、乾燥、加熱、集塵、冷却、制御などのコア技
術を駆使し、環境領域で技術提案を実施。顧客
と実証実験などを通じて問題解決に繋げて行く
営業スタイルにて領域を拡大。
今期は、その成果が現れ、大型案件の受注や

売上を計上することができた。来期以降も顧客
の課題を解決する環境プラントを顧客と共に実
証実験を行いながら開発していく営業スタイル
を継続し、環境プラントの領域を拡大していく
方針。
今期の主な実績は右記のとおり。

【ミルスケール乾燥設備】

ミルスケール乾燥設備

製鉄での副産物であるミル
スケールを、再利用するた
めに乾燥する設備です。弊
社の乾燥技術を含めた設備
一式を採用頂きました。

木質タール燃焼装置

木質バイオマス発電にて発
生する、副産物のタールを
二次燃焼炉の燃料に利用。
化石燃料を使わないため、
コスト削減、ＣＯ２削減に
もつながります。(前期売上実績)



各事業セグメント毎の状況

その他事業
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破砕機の売上高は前期比増加したが、土農工具、仮設機材、水門の売上高は前期比減少。この結果、当事業の売上高

は前期比4.3％減の26億87百万円となる。

●セグメントの概要●
仮設機材、ショベル等土農工具、水門、破砕機等の製造販売。
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重点施策と現状成果 今期売上製品

破砕機事業の領域拡大に積極的に努める方
針。新たな領域として、ドイツKleemann社の自
走式破砕機の輸入販売（主な用途先は砕石工
場）、及び大半のアスファルト工場に設置され
ているリサイクル合材破砕機の販売に注力中。
仮設機材では他社と差別化できるラクラクタ

ラップ、斜面ノリダー、及び機材センターの合
理化機械に注力中。
ショベル等土農工具に関しては、国内での一

貫生産から刃先は中国から輸入し、組み立ての
みを行う生産方式に変えたことによるコスト削
減効果を具現化することに注力中。
水門は地方公共団体の予算に左右される点は

否めないが、コスト削減に更に努め、落札比率
向上に注力中。

自走式破砕機

ハイブリッド機能により低燃
費で高い出荷能力を発揮する
ドイツ製の自走式ジョーク
ラッシャーです。頑強な構造
により、コンクリートガラ・
砕石共に難なく破砕する事が
可能です。

仮設機材製品

昇降設備の本設として採用さ
れた現場です。新型斜面ノリ
ダーの特長である、踊場正面
への乗込みができる形で、新
型ノリダーとラク２タラップ
を直列に設置した例です。



配当金推移
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※株式併合後の金額に置き直して記載しております。



当資料に記載されている将来の見通しなどについては、現時点で入手可能な情報に基づいて作成されたものです。

当社を取り巻く内外の経済情勢、業界動向、商品需給、新技術の進展などにより、今後において業績見通しが変動するな
どのリスクや不確実性を含んでおります。
従いまして、投資判断を決定する場合には、当資料の将来の見通しのみに依拠することは、お控えくださるようお願い申
し上げます。
また、当資料の将来の見通しに関する記述につきましては、法律上その手続きが必要となる場合を除き、事前予告なく変

更する事もありますので、ご了承ください。
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