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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第64期
第３四半期
連結累計期間

第65期
第３四半期
連結累計期間

第64期

会計期間
自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日

自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日

自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日

売上高 (百万円) 74,970 94,119 114,209

経常利益 (百万円) 2,792 7,776 5,778

四半期(当期)純利益 (百万円) 1,268 4,984 3,145

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 772 4,619 3,109

純資産額 (百万円) 76,210 81,587 78,518

総資産額 (百万円) 158,391 166,243 161,176

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 9.99 39.27 24.77

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 47.6 48.6 48.2

　

回次
第64期
第３四半期
連結会計期間

第65期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自  平成23年10月１日
至  平成23年12月31日

自  平成24年10月１日
至  平成24年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 1.08 22.01

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期(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 【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更は

ありません。なお、主要な関係会社の異動として、建設用クレーン等の販売を行っておりました当社の連結

子会社であったタダノ・ファウンGmbH(ファウンGmbH100%出資)は、平成24年５月11日付で当社の連結子会

社であるファウンGmbHに吸収合併され消滅いたしました。また、存続会社であるファウンGmbHは同日付でタ

ダノ・ファウンGmbHに商号変更しております。なお、合併の効力は平成24年１月１日に遡って発生しており

ます。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書

に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

　
２ 【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末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。

　
(１) 業績の状況

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済の減速・エコカー補助金による政策効果の

一巡等を受けて、減速が鮮明となっておりましたが、新政権への期待を背景に年末にかけて進んだ株高・

円安の流れにより、景気の先行きに明るい兆しが見えてまいりました。欧州経済は低迷しておりますが、

中国等新興国のなかには持ち直しの動きもみられ、米国経済は緩やかに回復しております。

　
私どもの業界は、国内では老朽化による買い替えが進み、海外ではエネルギー・インフラ関連を中心に

北米・アジア・豪州等で需要が増加しました。

　
国内売上高は、建設用クレーン・車両搭載型クレーン・高所作業車の売上が揃って増加し、458億９千

８百万円（前年同期比121.4％）となり、海外売上高は、旺盛な需要を背景に増加し、482億２千万円（前

年同期比129.8％）となりました。この結果、総売上高は、941億１千９百万円（前年同期比125.5％）とな

りました。なお、海外売上高比率は、51.2％となりました。

　経常利益につきましては、販売価格の適正化や売上増加にともなう粗利増加に加え、為替差益４億２千

万円の計上もあり、77億７千６百万円（前年同期比278.5％）となりました。四半期純利益につきまして

は、49億８千４百万円（前年同期比392.9％）となりました。
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　セグメント別の業績は次のとおりであります。

①日本

　日本では、建設用クレーン・車両搭載型クレーン・高所作業車の売上が揃って増加し、売上高は778

億９千６百万円（前年同期比118.2％）となり、営業損益は51億８千３百万円の利益（前年同期比

211.7％）となりました。

②欧州

　欧州では、建設用クレーンの売上が欧州域内・域外共に増加し、売上高は193億３千２百万円（前年

同期比124.1％）となり、営業損益は６億７千１百万円の利益（前年同期３千６百万円の損失）とな

りました。

③米州

　米州では、建設用クレーンの大幅な売上増加により、売上高は170億９千８百万円（前年同期比

157.8％）となり、営業損益は14億４千３百万円の利益（前年同期比437.4％）となりました。

④その他

　その他地域では、建設用クレーンの売上増加により、売上高は87億７千６百万円（前年同期比

137.1％）となり、営業損益は５億８千万円の利益（前年同期比92.0％）となりました。

　
　主要品目別の業績を示すと、次のとおりであります。

①建設用クレーン

　国内売上につきましては、老朽化による買い替えが進むなか、引続き販売価格の適正化に取り組み、

156億５百万円（前年同期比125.3％）となりました。

　海外売上につきましては、北米・アジア・豪州等の旺盛な需要を背景に、391億９千２百万円（前年

同期比134.9％）となりました。

この結果、建設用クレーンの売上高は、547億９千７百万円（前年同期比132.0％）となりました。

②車両搭載型クレーン

　国内売上につきましては、トラック需要の増加に加え、トラックへの搭載率の上昇もあり、100億８

千２百万円（前年同期比142.6％）となりました。

海外売上につきましては、10億１百万円（前年同期比105.6％）となりました。

この結果、車両搭載型クレーンの売上高は、110億８千３百万円（前年同期比138.2％）となりまし

た。

③高所作業車

　電力電工向けの落ち込みもありましたが、需要回復が顕著なレンタル業界向けを中心に販売注力

し、高所作業車の売上高は、88億２千１百万円（前年同期比115.0％）となりました。

④その他

　部品、修理、中古車等のその他の売上高は、194億１千７百万円（前年同期比109.2％）となりまし

た。

　
(２) 財政状態についての分析

（資産）

　総資産は、前連結会計年度末に比べ50億６千６百万円増加の1,662億４千３百万円となりました。主な要

因は、現金及び預金の減少24億６千６百万円及び受取手形及び売掛金の減少38億７百万円がありました

が、たな卸資産の増加115億７千６百万円があったことによるものです。

　
（負債）

　負債は、前連結会計年度末に比べ19億９千７百万円増加の846億５千５百万円となりました。主な要因

は、長期借入金の減少65億７千１百万円がありましたが、支払手形及び買掛金の増加23億７千７百万円、

短期借入金の増加60億５千２百万円があったことによるものです。

　
（純資産）

　純資産は、前連結会計年度末に比べ30億６千９百万円増加の815億８千７百万円となりました。主な要因

は、その他有価証券評価差額金の減少２億１千７百万円がありましたが、利益剰余金の増加34億６千１百

万円があったことによるものです。
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(３) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はありません。

　
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内

容等は次のとおりであります。

　
① 基本方針の内容の概要

当社は、当社の経営方針であります企業価値の最大化に向けて事業活動を推進するに当たっては、当社

グループの事業活動に関する幅広いノウハウと豊富な経験、並びに国内外の顧客・取引先及び従業員等

の全てのステークホルダーとの間に築かれた関係等への理解が不可欠であり、これらに関する十分な理

解があってこそ、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として、当社グループの企業価値・株主

の皆様の共同の利益の最大化に向けた経営を行うことが可能であると考えております。

　従って、これらに関する十分な理解なしに当社の株式の大規模な買付行為等がなされる場合には、当社

の企業価値・株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させることにならないものと考えております。

　また、大規模な買付行為等の中には、買収目的等からみて、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益に

対し明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に事実上、株式売却を強要するおそれがあるもの、当社の取

締役会や株主の皆様が買付の条件・方法等について検討し、あるいは当社の取締役会が、代替案を提示す

るための十分な時間や情報を提供しないもの等、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を確保し、向

上させることにならないものも存在する可能性があります。

　当社は、このような企業価値・株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させることにならない大規模な

買付行為等を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではないと考えてお

ります。

 

② 基本方針の実現に資する取組みの概要

　当社グループは、平成23年度（11年度）を初年度とする『中期経営計画（11-13）』にて、以下の７つの

戦略（３+２+２）に取り組み、市場構造の変化に適応した企業、市場変動に耐え得る企業を目指します。

　　１）事業戦略((ⅰ)戦略市場の攻略、(ⅱ)環境対応製品の開発、(ⅲ)超大型LE製品の開発)

　　２）競争力強化((ⅰ)コスト競争力の強化、(ⅱ)品質とサービスの強化)

　　３）基盤強化((ⅰ)ものづくり力の強化、(ⅱ)組織と人財のグローバル化)

　また、コーポレート・ガバナンスにつきましては、経営の透明性・健全性・効率性を確保するための経

営の重要課題の一つとして位置付けております。

　当社では、執行役員制度を導入し、少数の取締役によって、グループ全体の視点に立った迅速な意思決定

を行い、取締役相互の監視と執行役員の業務執行の監督を行っております。

　監査役は、重要な会議に出席するとともに、代表取締役社長及び会計監査人と各々定期的に意見交換会

を開催しております。

　さらに、企業としての社会的責任を果たすため、ＣＳＲ委員会（委員長：代表取締役社長）を設置し、そ

の課題解決推進組織となる「リスク委員会」「コンプライアンス委員会」「環境委員会」「製品安全委

員会」「人財育成委員会」「安全衛生委員会」を通じ、経営の透明性と健全性を継続的に高め、業務リス

クの軽減と業務品質向上を図る取組みを行っております。
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③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針が決定されることを防止するた

めの取組みの概要

　当社取締役会は、大量の当社の株式の買付行為等が行われる場合に、不適切な買付行為等でないかどう

かを株主の皆様がご判断するために必要な情報や時間を確保し、当社取締役会が株主の皆様のために買

付者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益に反する

買付行為等を抑止する為の枠組み（以下「本対応方針」といいます。）が必要であるとの結論に至りま

した。

　当社株式の大規模買付行為等が行われる場合、大規模買付者に対して、当該大規模買付行為等に関する

必要な情報の事前の提供及びその内容の評価・検討等に必要な期間の確保を求めるために、当社株式の

大規模買付行為等に関するルール（以下「大規模買付ルール」といいます。）を設定し、大規模買付者に

対して大規模買付ルールの遵守を求めます。

　そして、(ⅰ)大規模買付者がこの大規模買付ルールを遵守しない場合、あるいは(ⅱ)遵守した場合でも、

大規模買付行為等が当社に回復し難い損害を与える等、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を著

しく損なうものであると明白に認められると判断される場合には、当社取締役会は、例外的に、当社の企

業価値・株主の皆様の共同の利益を守ることを目的として、必要かつ相当な対抗措置の発動を決議する

ことができるものとします。

　大規模買付行為等に対する対抗措置としては、新株予約権無償割当てその他法令又は当社の定款におい

て当社取締役会の権限として認められているものの中から、その時々の状況に応じて適切なものを選択

するものとします。

 

④ 上記の各取組みに関する当社取締役会の判断及びその判断に係る理由

a．基本方針の実現に資する取組み(上記②の取組み)について

　上記②に記載した諸施策は、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させるための具

体的方策として策定されたものであり、まさに基本方針の実現に資するものであります。

　従って、これらの各施策は、基本方針に沿うものであり、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を損

なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

b．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針が決定されることを防止するた

めの取組み(上記③の取組み)について

（a）当該取組みが基本方針に沿うものであること

　本対応方針は、上記③に記載のとおり、大規模買付行為等が行われた際に、当該大規模買付行為等が

不適切な買付行為等でないかどうかを株主の皆様及び当社取締役会が判断するために必要な情報及

びその内容の評価・検討等に必要な期間を確保し、当社取締役会が株主の皆様のために大規模買付者

と交渉を行うこと等を可能とすることで、企業価値・株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させる

ための枠組みであり、基本方針に沿うものです。

（b）当該取組みが当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位

の維持を目的とするものではないこと

　当社は、以下の理由により、本対応方針は当社株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、

当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
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１) 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること
　本対応方針は、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益
の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（(ⅰ)企業価値・株主共同の利
益の確保・向上の原則、(ⅱ)事前開示・株主意思の原則、(ⅲ)必要性・相当性確保の原則）を充足し
ております。また、本対応方針は、企業価値研究会が平成20年６月30日に公表した「近時の諸環境の変
化を踏まえた買収防衛策の在り方」その他買収防衛策に関する議論等を踏まえた内容となっており
ます。
２) 株主意思を重視するものであること 
　本対応方針に関する株主の皆様のご意思を確認させていただくため、本対応方針の継続の可否につ
いて、平成23年６月24日開催の第63回定時株主総会において株主の皆様に議案としてお諮りし、株主
の皆様のご承認を得て、平成26年６月開催予定の定時株主総会の終結の時まで３年間有効期間を延長
しております。
　加えて、本対応方針の有効期間の満了前であっても、当社株主総会又は当社取締役会において本対応
方針を変更又は廃止する旨の決議が行われた場合には、本対応方針はその時点で変更又は廃止される
ことになり、株主の皆様の意向が反映されるものとなっております。
３) 独立性の高い社外者の判断を重視していること 
　当社は、本対応方針の導入に当たり、大規模買付ルールを遵守して一連の手続が進行されたか否か、
及び、大規模買付ルールが遵守された場合に当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を確保し又は
向上させるために必要かつ相当と考えられる一定の対抗措置を講じるか否かについては、当社取締役
会が最終的な判断を行いますが、その判断の合理性、公正性を担保するために、当社取締役会から独立
した組織として、独立委員会を設置し、その勧告を最大限尊重するものといたします。
　独立委員会は、社外取締役、社外監査役又は社外有識者（弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投
資銀行業務に精通している者又は取締役、執行役若しくは監査役として経験のある社外者等をいいま
す。）の中から、当社取締役会が選任する３名以上の委員から構成されます。
　実際に大規模買付行為等がなされた場合には、独立委員会が、独立委員会規則に従い、当該大規模買
付行為等が当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を著しく損なうものであると明白に認められ
るか否かを検討し、当該大規模買付行為等に対して対抗措置を発動すべきか否かについて、取締役会
に勧告します。当社取締役会は、その勧告を最大限尊重して対抗措置を発動するか否かを決定します。
独立委員会の勧告の概要及び判断の理由等については適時に株主の皆様に公表いたします。
　このように、独立性の高い独立委員会により、当社取締役会が恣意的に対抗措置の発動を行うことの
ないよう厳しく監視することによって、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益に資するよう本対
応方針の運用が行われる仕組みが確保されております。
４) 合理的かつ客観的な対抗措置発動要件を設定していること 
　本対応方針においては、大規模買付行為等に対する対抗措置は合理的かつ客観的な要件が充足され
なければ発動されないように設計されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕
組みが確保されております。 
５) 外部専門家の意見を取得すること
　大規模買付者による大規模買付行為等が行われた場合、独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執
行を行う経営陣から独立した外部専門家の助言を得ることができます。これにより、独立委員会の勧
告を最大限尊重してなされる当社取締役会の判断の公正さ、客観性がより強く担保される仕組みと
なっております。
６) デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと
　本対応方針は、有効期間の満了前であっても、当社株主総会又は当社取締役会における本対応方針を
変更又は廃止する旨の決議により、いつでも変更又は廃止することができるものとされております。
従って、本対応方針は、いわゆるデッドハンド型の買収防衛策（取締役の構成員の過半数を交代させ
てもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社は取締役の期差任期制を採用
していないため、本対応方針はスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交代を一度に行うこ
とができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。なお、取締役
解任決議要件につきましても、特別決議を要件とするような決議要件の加重をしておりません。
　

(４) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は29億43百万円であります。
　なお、当第３四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありませ
ん。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 400,000,000

計 400,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成24年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年２月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 129,500,355129,500,355
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は1,000株であります。

計 129,500,355129,500,355― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。
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(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成24年10月１日～
平成24年12月31日

― 129,500― 13,021― 16,913

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　

(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成24年９月30日)に基づく株主名簿による記載

をしております。

① 【発行済株式】

　 　 　 平成24年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式　2,564,000

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式
　　　　125,581,000

125,581 ―

単元未満株式
普通株式
 　　　 　1,355,355

― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 129,500,355 ― ―

総株主の議決権 ― 125,581 ―

(注)　「単元未満株式」欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が200株及び当社所有の自己株式271株が含まれ

ております。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成24年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社タダノ

香川県高松市新田町
甲34番地

2,564,000 ― 2,564,0001.98

計 ― 2,564,000 ― 2,564,0001.98

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成24年10月１日

から平成24年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年12月31日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 40,225 37,758

受取手形及び売掛金 ※2, ※3
 35,041

※2, ※3
 31,234

商品及び製品 17,912 23,582

仕掛品 9,253 13,323

原材料及び貯蔵品 7,039 8,875

繰延税金資産 1,905 2,033

短期貸付金 1,136 919

その他 2,010 3,327

貸倒引当金 △480 △846

流動資産合計 114,045 120,209

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 9,314 8,888

機械装置及び運搬具（純額） 2,617 2,653

土地 19,704 19,994

リース資産（純額） 385 362

建設仮勘定 475 1,055

その他（純額） 951 1,002

有形固定資産合計 33,449 33,957

無形固定資産 867 762

投資その他の資産

投資有価証券 6,234 5,885

繰延税金資産 4,089 2,981

その他 2,914 2,857

貸倒引当金 △423 △410

投資その他の資産合計 12,813 11,314

固定資産合計 47,130 46,034

資産合計 161,176 166,243
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※3
 28,331

※3
 30,708

短期借入金 7,568 13,620

リース債務 204 219

未払法人税等 805 1,671

引当金 960 1,080

未払金 2,843 2,602

割賦利益繰延 353 224

その他 3,412 2,913

流動負債合計 44,480 53,040

固定負債

社債 20,000 20,000

長期借入金 9,883 3,312

リース債務 445 406

繰延税金負債 164 163

再評価に係る繰延税金負債 2,455 2,455

退職給付引当金 4,704 4,751

その他 525 526

固定負債合計 38,177 31,614

負債合計 82,657 84,655

純資産の部

株主資本

資本金 13,021 13,021

資本剰余金 16,846 16,846

利益剰余金 55,454 58,915

自己株式 △2,228 △2,242

株主資本合計 83,094 86,541

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,016 799

土地再評価差額金 294 294

為替換算調整勘定 △6,701 △6,803

その他の包括利益累計額合計 △5,389 △5,708

少数株主持分 813 754

純資産合計 78,518 81,587

負債純資産合計 161,176 166,243
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

売上高 74,970 94,119

売上原価 57,552 70,437

割賦販売利益繰延前売上総利益 17,417 23,682

割賦販売未実現利益戻入額 253 185

割賦販売未実現利益繰入額 49 55

売上総利益 17,621 23,811

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 1,858 2,220

広告宣伝費 156 161

製品保証引当金繰入額 399 569

人件費 5,313 5,942

退職給付費用 405 362

旅費及び交通費 484 559

減価償却費 510 511

研究開発費 2,512 2,943

その他 2,633 2,876

販売費及び一般管理費合計 14,274 16,148

営業利益 3,347 7,663

営業外収益

受取利息 61 61

割賦販売受取利息 114 50

受取配当金 127 126

負ののれん償却額 1 －

為替差益 － 420

その他 163 204

営業外収益合計 468 863

営業外費用

支払利息 470 416

貸倒引当金繰入額 － ※1
 209

為替差損 430 －

その他 121 125

営業外費用合計 1,022 750

経常利益 2,792 7,776

特別利益

固定資産売却益 92 0

投資有価証券売却益 － 0

退職給付制度改定益 51 －

特別利益合計 144 1
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

特別損失

固定資産除売却損 9 46

会員権評価損 － 3

特別損失合計 9 49

税金等調整前四半期純利益 2,927 7,728

法人税、住民税及び事業税 578 1,697

法人税等調整額 1,034 1,091

法人税等合計 1,612 2,788

少数株主損益調整前四半期純利益 1,314 4,939

少数株主利益又は少数株主損失（△） 45 △44

四半期純利益 1,268 4,984
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,314 4,939

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △174 △217

土地再評価差額金 348 －

為替換算調整勘定 △716 △102

その他の包括利益合計 △541 △319

四半期包括利益 772 4,619

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 803 4,665

少数株主に係る四半期包括利益 △31 △45
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

　
当第３四半期連結累計期間

(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日)

(連結の範囲の重要な変更)

第１四半期連結会計期間より、当社の連結子会社であったタダノ・ファウンGmbH(ファウンGmbH100％出資)は、

平成24年５月11日付で当社の連結子会社であるファウンGmbHに吸収合併され消滅したため、連結の範囲から除外

しております。また、存続会社であるファウンGmbHは同日付でタダノ・ファウンGmbHに商号変更しております。な

お、合併の効力は平成24年１月１日に遡って発生しております。

　

【会計方針の変更等】

　
当第３四半期連結累計期間

(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日)

(会計上の見積りの変更と区別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、第１四半期連結会計期間より、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

これによる、従来の方法に比べた当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益に与える影響は軽微であります。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　１  保証債務

　　　当社顧客の提携リース会社等からのファイナンスに対する保証

　
前連結会計年度
(平成24年３月31日)

　
当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

　

㈱喜多重機興業 386百万円　 ㈱サイガ 433百万円　

㈱小川建機 283　〃 　 ㈱喜多重機興業 297　〃　

㈱吉村 274　〃 　 ㈱オートレント 275　〃　

その他254社 4,833　〃　 その他241社 4,728　〃　

　合計 5,778百万円　 　合計 5,734百万円　

　

※２　受取手形裏書譲渡高

　

　
前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

受取手形裏書譲渡高 1,423百万円 639百万円

　

※３　四半期連結会計期間末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理

しております。

　なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日

満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

　
前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

受取手形 1,109百万円 1,516百万円

支払手形 992　〃 1,030　〃

　

(四半期連結損益計算書）

※１　貸倒引当金繰入額

前第３四半期連結累計期間(自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日)

該当事項はありません。

　

当第３四半期連結累計期間(自　平成24年４月１日　至　平成24年12月31日)

当社子会社(タダノ・アメリカCorp.)の元副社長の不正行為に係る回収不能見込額であります。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、

第３四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のと

おりであります。

　

　
前第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日)

減価償却費 1,752百万円 1,576百万円

　

(株主資本等関係)

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月24日
定時株主総会

普通株式 381 3.00平成23年３月31日 平成23年６月27日 利益剰余金

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

　

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月22日
定時株主総会

普通株式 888 7.00平成24年３月31日 平成24年６月25日 利益剰余金

平成24年10月26日
取締役会

普通株式 634 5.00平成24年９月30日 平成24年12月４日 利益剰余金

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント
その他
（注)1

合計
 

調整額
（注)2

四半期連結
損益計算書
計上額
（注)3日本 欧州 米州 計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 49,1808,87610,60668,6636,30674,970 － 74,970

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

16,7386,701 22923,669 96 23,765△23,765 －

計 65,91915,57810,83592,3336,40298,735△23,76574,970

セグメント利益又は損失
（△）

2,448△36 329 2,741 631 3,373△25 3,347

(注)1　「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、アジア及びオセアニア等の現地

法人の事業活動を含んでおります。

    2　セグメント利益又は損失の調整額には、主なものとして、セグメント間未実現利益調整額△26百万円が含まれて

おります。

    3　セグメント利益又は損失は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

　 該当事項はありません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(のれんの金額の重要な変動)

 　該当事項はありません。

　　　　　　　　

(重要な負ののれん発生益)

　 該当事項はありません。
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Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント
その他
（注)1

合計
 

調整額
（注)2

四半期連結
損益計算書
計上額
（注)3日本 欧州 米州 計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 56,97211,69216,85785,5228,59694,119 － 94,119

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

20,9237,639 24128,80418028,984△28,984 －

計 77,89619,33217,098114,3278,776123,104△28,98494,119

セグメント利益 5,183 671 1,4437,298 580 7,879△215 7,663

(注)1　「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、アジア及びオセアニア等の現地

法人の事業活動を含んでおります。

    2　セグメント利益の調整額には、主なものとして、セグメント間未実現利益調整額△219百万円が含まれておりま

す。

    3　セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

　 該当事項はありません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(のれんの金額の重要な変動)

 　該当事項はありません。

　　　　　　

(重要な負ののれん発生益)

　 該当事項はありません。

　

３．報告セグメントの変更等に関する事項

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に

伴い、第１四半期連結会計期間より、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、改正後

の法人税法に基づく減価償却方法に変更したため、報告セグメントの減価償却方法を改正後の法人税

法に基づく方法に変更しております。

　これによる、従来の方法に比べた当第３四半期連結累計期間の「日本」のセグメント利益に与える影

響は軽微であります。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 ９円99銭 39円27銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益金額(百万円) 1,268 4,984

    普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

    普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 1,268 4,984

    普通株式の期中平均株式数(千株) 126,993 126,941

(注)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

　

２ 【その他】

第65期（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）中間配当については、平成24年10月26日開催の

取締役会において、平成24年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うこと

を決議いたしました。

①　配当金の総額                               　 634百万円

②　１株当たりの金額       　                  　　５円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日   平成24年12月４日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成25年２月６日

株式会社タダノ

取締役会  御中

　

有限責任監査法人　トーマツ

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    川    合    弘    泰    印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    久    保    誉    一    印

　 　 　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　越　　智　　慶　　太　　印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社タダノの平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成
24年10月１日から平成24年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年12月
31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結
包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社タダノ及び連結子会社の平成24年12
月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していな
いと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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