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 House investment remained strong. Capital investment stayed flat. Public investment decreased.
 Demand for Hydraulic excavator slightly increased: Hydraulic excavator +3％、Mini excavator -1％

WL +7％ y-y, respectively.

Japan: Fourth Quarter ( from January to March 2022 )

Demand Trend for Hydraulic Excavators Demand Trend for Wheel Loaders

Demand Trend for Mini ExcavatorsMarket Environment Housing, Capex, and Public Spending (y-y)

[K units] [K units]

[K units]

*Estimates by HCM

*Estimates by HCM*Estimates by HCM

New housing starts 
(number of houses)

Public spending
(Public work orders)

*Source: MLIT, Cabinet Office, and 
Construction Surety Company

Capex
(Orders for machinery, 
excluding foreign demands)



© Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2022. All rights reserved. 4

-100%

-50%

0%

50%

100%

0

5

10

15

20

FY
14

/1
Q 2Q 3Q 4Q

FY
15

/1
Q 2Q 3Q 4Q

FY
16

/1
Q 2Q 3Q 4Q

FY
17

/1
Q 2Q 3Q 4Q

FY
18

/1
Q 2Q 3Q 4Q

FY
19

/1
Q 2Q 3Q 4Q

FY
20

/1
Q 2Q 3Q 4Q

FY
21

/1
Q 2Q 3Q 4Q

-100%

-50%

0%

50%

100%

0

5

10

15

20

25

FY
14

/1
Q 2Q 3Q 4Q

FY
15

/1
Q 2Q 3Q 4Q

FY
16

/1
Q 2Q 3Q 4Q

FY
17

/1
Q 2Q 3Q 4Q

FY
18

/1
Q 2Q 3Q 4Q

FY
19

/1
Q 2Q 3Q 4Q

FY
20

/1
Q 2Q 3Q 4Q

FY
21

/1
Q 2Q 3Q 4Q

-100%

-50%

0%

50%

100%

0

5

10

15

20

FY
14

/1
Q 2Q 3Q 4Q

FY
15

/1
Q 2Q 3Q 4Q

FY
16

/1
Q 2Q 3Q 4Q

FY
17

/1
Q 2Q 3Q 4Q

FY
18

/1
Q 2Q 3Q 4Q

FY
19

/1
Q 2Q 3Q 4Q

FY
20

/1
Q 2Q 3Q 4Q

FY
21

/1
Q 2Q 3Q 4Q

 GDP growth rate in FY21Q4 increased slightly
 Demand for Hydraulic excavator stayed flat: Hydraulic excavator +1％, Mini excavator +12％,

WL -13％ y-y, respectively.
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Europe: Fourth Quarter ( from January to March 2022)

Demand Trend for Hydraulic Excavators Demand Trend for Wheel Loaders

Demand Trend for Mini ExcavatorsGDP Growth Rate in Major Countries (y-y)

[K units] [K units]

[K units]

*Estimates by HCM *Estimates by HCM
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 Housing market stayed strong. Construction spending increased in Non-residential, stayed flat in public work.
 Demand for Hydraulic excavator increased: Hydraulic excavator +7％, Mini excavator +6％ y-y, respectively.

North America: Fourth Quarter ( from January to March 2022)

[K units] [K units]

Demand Trend for Mini Excavators

Demand Trend for Hydraulic Excavators

Construction Spending in US (y-y)

GDP Growth Rate, Housing Starts in US

[K units]

*Estimates by HCM

(E)

(E)

*Estimates by HCM

* Bureau of Economic Census, US Census Bureau

GDP (y-y/Right axis)

* Bureau of Economic Census, US Census Bureau

（Seasonally adjusted）
Housing starts (Left axis)
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Progress of Self-Development in North and Latin America 
After the Announcement of the Termination of Joint Venture Relationship with Deere in August 2021

Initiatives for FY2021
1. Establishment of an Organizational Structure

Launch of the regional headquarters "Hitachi Construction Machinery America" 
and expansion of functions and human resources

2. Establishment of a Network for Sales and Supply
Development of a parts supply network/finance collaboration with ITOCHU Group 
in North America

3. Building a Network of Dealers
Covering approximately 80% of the demand 
in North America

Initiatives for FY2022
Support for dealers in building sales and service systems

(initial stocking, training for mechanics)
Reinforcement of mining sales and service systems in Latin America

Continued collaboration with the Marubeni Group
Strengthening of collaboration with the ITOCHU Group in North America
Consideration of a local production system

Full-scale self-development to begin in March 2022 
Sales to dealers off to a good start Hitachi Construction Machinery America Inc.
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 The GDP growth rate was +4.8%.
 Demand for hydraulic excavators decreased. -66% y-y, Foreign manufactures only.
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＊外資のみ
＊当社推定

YoY(%)
FY20 FY21
4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

North East +98 -31 -45 -40 -70

North +76 -20 -40 -20 -51
East +42 -42 -63 -65 -67
Central South +70 -42 -55 -69 -71
North West +68 -42 -62 -60 -54
South West +25 -35 -60 -69 -70
Total +53 -37 -57 -62 -66

China: Fourth Quarter ( from January to March 2022)

GDP and Fixed Asset Investment

Demand Trend for Hydraulic Excavators

Quarterly Demand for Hydraulic Excavators by Region (y-y)

Demand Composition by Class for Mini Excavators and Hydraulic Excavators

(y-y)right axis
GDP (+4.8%)

* National Bureau of Statistics of China

left axis
Accumulated Fixed Asset 
Investment (y-y) (+9.3%)

[K units]
*Estimates by HCM

y-y comparison data is limited to foreign manufactures only

20t
below

20t 
and
over

*Estimates by HCM   *Foreign manufactures only

[%]

*Estimates by HCM
*Foreign manufactures only
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Supplemental Information: China( from January to March 2022)

Monthly Demand Trend for Hydraulic Excavators (Foreign Manufactures only)

Demand Trend for Hydraulic Excavators (y-y) (Foreign Manufactures only)

*Estimates by HCM
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*Estimates by HCM
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FY2018 Actual

FY2019 Actual

FY2020 Actual

FY2021 Actual

FY2021FY2018 FY2019 FY2020FY2017
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Malaysia

IndnesiaIndia

Singapore
Thailand

■Demand for hydraulic excavators increased overall in the Asia and Ocania region, +22% y-y.
■Demand for hydraulic excavators in India was -15% y-y.

Asia Pacific, and India: Fourth Quarter ( from January to March 2022)

Demand Trend for Hydraulic Excavators in Asia & Oceania

Demand Trend for Hydraulic Excavators in India

GDP Growth Rate in Major Countries (y-y)

※ Calculation criteria for GDP growth rate in India was revised in CY2013 2Q

*Estimates by HCM[K units]

[K units] * Source: IMF, etc[%]

(E)
(E)

Thailand

Malaysia

Singapore

Indonesia

Australia

NZ

Others

*Estimates by HCM
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 Demand for hydraulic excavators in Russia was +45% y-y.
 Demand for hydraulic excavators in the Middle East was +18%  y-y.
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Russia and Middle East: Fourth Quarter ( from January to March 2022)

Demand Trend for Hydraulic Excavators in the Middle East

Demand Trend for Hydraulic Excavators in Russia

Price Trend of Crude Oil and Natural Gas

Foreign Exchange Rate of the Ruble

[Crude oil

US$]
[Natural Gas 
Index]

Crude oil
(left scale)

Natural gas
(right scale)

*Estimates by HCM
*Ex-Works base
(Turkey: retail-sales base)

[K units]

[K units]

UAE

Saudi 
Arabia

Turkey

Others

(E)

(E)
* According to HCM’s research

*Estimates by HCM
*Ex-Works base
* Incl. Local manufacturing

Against US$

Against EUR€
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■Demand for mining machinery in FY2021 increased significantly,
centered on 100t class excavators, +52% y-y.

■Demand forecast for mining machinery in FY2022 is expected to decrease -5% y-y.

 -

 500

 1,000
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 2,000

FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22

Dump Truck (over 150t)
Ultra-large Hydraulic Excavotors (over 100t)
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Central and South America
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Europe Russia CIS

Oceania

Asia

Africa and Middle East

Mining machinery: FY2021 ( from April 2021 to March 2022)

Ultra-large Hydraulic Excavators (over 100t), Dump Trucks(over 150t)

[Units] [Units]Demand by product Demand by region

※ According to HCM’s research
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Supplementary Information: BB Ratio

BB Ratio (Ultra-large Hydraulic Excavators, over 100t)

BB Ratio (Dump trucks, over 150t)

* Book-to-Bill(BB) Ratio = Bookings (Orders received)/Billings (Value of shipment )
Non-consolidated basis (average of 6 months)

Q4

Q4
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Topic : Continued Launch of Battery-Powered Excavators in Europe, 
and Increased Development and Production Facility Capacity in Japan

Starting to accept orders for 5-tonne-class battery-powered mini excavators in 
the European market from June 2022 
• Long operating time by using both battery power and commercial power
• Expanded lineup that contributes to zero-emission at construction sites
• Expanded capabilities of the test site to conduct advanced testing of battery-

powered excavators or others

Battery-powered mini excavator ZX55U-6EB

Diesel-powered
(fuel cost)

Battery-powered
(electricity cost)

Comparison of annual operating costs 
for the 5-tonne class (European average)

Production Line of Hitachi Construction 
Machinery Tierra

Enhancing production facility capacity for compact 
products
• Utilizing the space after the relocation of the product 

test site
Enhancing production facility capacity by 
approximately 1.3 times by FY2025

44%
reduction
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2. Business Results for FY2021 ended March 31, 2022
(April 1, 2021 - March 31, 2022)

Keiichiro Shiojima
Vice President and Executive Officer & CFO



© Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2022. All rights reserved. 15

[billions of yen]

FY2021
Actual

FY2020
Actual change

＜950.0＞
Revenue 1,025.0 813.3 26%

＜84.0＞
Adjusted operating income *1 (9.1%) 93.5 (4.0%) 32.7 186%

＜88.0＞
Operating income (10.4%) 106.6 (3.5%) 28.2 278%

＜88.0＞
Income before income taxes (10.8%) 110.9 (3.1%) 25.6 333%
Net income attributable to ＜52.0＞
owners of the parent (7.4%) 75.8 (1.3%) 10.3 633%

EBIT  *2
＜91.0＞

(11.1%) 114.0 (3.5%) 28.7 297%

FX rate

Rate (YEN/US$) ＜110.9＞ 112.6 106.0 6.6 
Rate (YEN/EURO) ＜130.5＞ 130.6 124.6 6.0 
Rate (YEN/RMB) ＜17.3＞ 17.5 15.7 1.8 
Rate (YEN/AU$) ＜82.0＞ 83.0 76.0 7.0 

Cash dividend per share (yen) *3 <TBD> 110 20 90 

In the current fiscal year, despite the impact of COVID-19, revenue increased by 26% y/y and
adjusted operating income increased by 186% due to the strong demand and the impact of
yen depreciation.

Summary of consolidated results

*1 “Adjusted operating income" is presented as revenues less cost of sales as well as selling, general and administrative expenses.
*2 "EBIT" stands for Earnings Before Interests and Taxes, and is calculated by excluding "Interest income" and "Interest expenses" from “Income before income taxes” 
*3 “Cash dividend per share”: The Company will pay dividends linked to its consolidated business results twice, interim and year end, in the fiscal year and aim to 

achieve a consolidated dividend payout ratio of approx. 30% or more.
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[billions of yen]

FY2021
Actual

FY2020
Actual

change
amount %

Japan 216.9 21% 203.3 25% 13.6 7%
Asia 86.4 8% 52.7 6% 33.7 64%
India 57.2 6% 50.0 6% 7.2 14%
Oceania 167.7 16% 139.9 17% 27.7 20%
Europe 124.2 12% 87.8 11% 36.3 41%
N.America 196.4 19% 107.2 13% 89.3 83%
L.America 22.7 2% 10.9 1% 11.9 109%
Russia-CIS 38.6 4% 22.7 3% 15.9 70%
M.East 19.2 2% 16.1 2% 3.1 19%
Africa 43.5 4% 33.6 4% 9.9 29%
China 52.1 5% 89.1 11% -37.0 -42%
Total 1,025.0 100% 813.3 100% 211.6 26%
Overseas  ratio 79% 75%

Revenue by geographic region (consolidated)

Revenue increased in each region except China y/y, and consolidated revenue increased by
211.6 billion yen.
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Revenue of mining increased by 28% to 157.9 billion yen y/y due to strong demand for mining 
excavators, increased sales volume in parts and service, and the impact of the depreciation of 
the yen.

Mining revenue

66.5 71.4 79.1
98.6 103.9 98.0

80.9
104.3

27.9 27.5 23.5

28.6
38.6 52.0

26.7

45.1
27.7 16.6 18.2

10.6

18.2 16.8

15.9

8.6

122.1 115.5 120.8
137.7

160.8 166.8

123.5

157.9

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21

New machine (Truck)
New machine (Excavator)
Parts & Services

shows sales ratio against total company sales

[ % ]   shows changed ratio from the same period of        
previous  year

%

14%

16%
15% 15%

16%

15%

18% 15%

[billions of yen]

[ 26%]

[ -46%]

[ 28%]

Machine
Total

[ 69%]

[ 29%]
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Value chain*1 revenue

Revenue of the value chain business increased by 18% to 415.1 billion yen y/y due to increased 
volume in all segments and the impact of the depreciation of the yen.

98.6 103.9 98.0 80.9 104.3

97.1 101.2 95.4 91.6
106.9

92.3 96.0 90.6
79.1

91.1

47.3 50.5 53.5
60.1

64.0
45.8 46.5 41.7

40.2

48.7381.0 398.2 379.2
351.8

415.1

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21

Others
Rental
Solution business
Parts & Services (Construction)
Parts & Services (Mining)

Total of Parts & Services

195.7 205.2 193.4 172.5 211.2

(*2)

shows sales ratio against total company sales

[ % ]   shows changed ratio from the same period of        
previous  year

%
[billions of yen]

41%
39%40%

43%

40%

(*1) Value chain: Total of Parts & services, Solution business, Rental etc. other than new machine sales.
(*2) Solution business: The business segment primarily intends to provide development, production, distribution of parts and service solutions for 

mining facilities and equipment after the sales made that are not included in the construction machinery business segment.

[ 18%]

[ 21%]

[ 7%]

[ 15%]

[ 29%]

[ 22%]

[ 17%]
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Comparison of consolidated income

Adjusted operating income increased by 60.8 billion yen y/y due to the impact of the increased 
sales volume and model mix, a price increase, price adjustment in North, Central & South 
America, and the impact of the depreciation of the yen.

0

20

40

60

80

100

120

FY2020
Actual

FY2021
Actual

FY2020
Actual

FY2021
Actual

Adjusted operating incom
e

Sales
volum

e, m
odel m

ix & others

Selling price

M
aterialcost

O
verhead

Foreign exchange 
rate

variance
of adjusted operating 

incom
e

O
ther

operating incom
e and 

expenses

O
perating incom

e

O
perating incom

e

32.7 

58.5 
16.5 -17.5 

-16.1 19.4 93.5 

28.2 

60.8 

12.9 4.7 106.6 

Adjusted operating
incom

e

(51.3)

(17.3)(-18.6)
(-16.3)(17.6) (84.0) (51.3)

(8.2) (0.3)(88.0)

Expenses related to structural reform

Total variance excluding FX effect 41.4

Sales Volume                           50.8
Model mix of value chain business  5.3 
Other model mix             1.2

Increase of expense linked to 
production and sales     -7.6
Decrease of general 
overheads   4.5
Increase of expense for 
sustained growth        -13.0

US$         10.7
EUR           2.7
RMB        0.5
AU$           1.9

*1 

Gain from sales of DH’s 
stocks 8.8

[billions of yen] note : (      ) shows previous forecast as of January 2022 

*1 Selling price: Price adjustment in North, Central and South America(11.1 billion yen)is included.
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[billions of yen]

FY2021
Actual

FY2020
Actual

change
amount %

Revenue 1,025.0 813.3 211.6 26%
Cost of Sales (72.7%) 745.0 (76.2%) 620.0 125.0 20%
SGA expenses (18.2%) 186.5 (19.8%) 160.6 25.8 16%
Adjusted operating income *1 (9.1%) 93.5 (4.0%) 32.7 60.8 186%
Other Income/expenses 13.1 -4.5 17.5 -
Operating income (10.4%) 106.6 (3.5%) 28.2 78.4 278%
Financial income/expenses -1.9 -4.1 2.1 -52%
Share of profits of investments 
accounted for using the equity method 6.2 1.4 4.8 336%
Income before income taxes (10.8%) 110.9 (3.1%) 25.6 85.3 333%
Income taxes 31.0 11.0 20.1 183%
Net income (7.8%) 79.9 (1.8%) 14.6 65.2 446%
Net income attributable to
owners of the parent (7.4%) 75.8 (1.3%) 10.3 65.5 633%

Consolidated statement of income

Net income attributable to owners of the parent increased by 65.5 billion yen to 75.8 billion 
yen y/y.

“Adjusted operating income" is presented as revenues less cost of sales as well as selling, general and administrative expenses.
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240.2 250.2 252.8 290.5 234.7 245.9 206.6 244.2 170.2 190.7 197.8 254.6 228.1 245.6 246.7 304.6 

11.5% 
10.3% 

12.6% 
10.9% 

9.8% 

9.0% 

6.7% 

7.3% 

1.7% 
4.2% 3.7% 

5.7% 5.2% 
10.7% 

9.4% 

10.6% 10.7% 9.9% 
12.2% 

7.2% 

10.1% 

8.0% 
6.8% 

6.3% 

1.5% 
3.2% 3.4% 

5.1% 5.2% 

10.8% 

9.4% 

14.7% 

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

450.0

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

2018 2019 2020 2021

Revenue
Adjusted operating income Ratio
Operating income Ratio

[billions of  yen]

FX rate 2018 2019 2020 2021
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

Rate (YEN/US$) 109.1 111.5 112.9 110.2 109.9 107.4 108.8 108.9 107.6 106.2 104.5 105.9 109.5 110.1 113.7 116.2
Rate (YEN/EURO) 130.1 129.6 128.8 125.2 123.5 119.3 120.3 120.1 118.5 124.1 124.5 127.7 132.0 129.8 130.1 130.4
Rate (YEN/RMB) 17.1 16.4 16.3 16.3 16.1 15.3 15.5 15.6 15.2 15.4 15.8 16.4 17.0 17.0 17.8 18.3
Rate (YEN/AU$) 82.6 81.5 81.1 78.5 76.9 73.6 74.3 71.8 70.7 75.9 76.3 81.8 84.3 80.9 82.9 84.0

[billions of yen]
2018 2019 2020 2021

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q*1 3Q 4Q
Revenue 240.2 250.2 252.8 290.5 234.7 245.9 206.6 244.2 170.2 190.7 197.8 254.6 228.1 245.6 246.7 304.6 
Adjusted operating income 27.6 25.8 31.8 31.7 22.9 22.1 13.8 17.9 2.9 8.0 7.4 14.4 11.8 26.3 23.2 32.2 
Operating income 25.7 24.8 30.8 21.0 23.7 19.6 14.1 15.5 2.5 6.0 6.7 13.0 11.9 26.5 23.3 44.9 

Summary of quarterly consolidated revenue and
operating income (ratio) 

*1 Price adjustment in North, Central and South America(11.1 billion yen)is included.

*2 Price adjustment in North, Central and South America(11.1 billion yen)is excepted.

6.5%
*2 
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[billions of yen]
(A) (B) (A)-(B) (D) (E) (D)-(E)

Mar '2022 Mar '2021 change Mar '2022 Mar '2021 change
Cash and cash equivalents 94.3 80.3 13.9 Trade and other payables 252.2 199.2 53.0
Trade receivables 266.3 211.2 55.0 Bonds and borrowings 353.1 329.5 23.6
Inventories 368.3 297.8 70.5 Total liabilities 741.6 651.3 90.3
Total current assets 764.4 617.2 147.2

(Equity attributable to owners of the 
parent ratio) (43.4%) (42.1%) (1.3%)

Total non-current assets 645.2 602.7 42.5 Total equity 667.9 568.6 99.4
Total assets 1,409.6 1,219.9 189.7 Total liabilities and equity 1,409.6 1,219.9 189.7
Trade receivables incl. 
non-current 309.0 252.7 56.4
Inventories by products

Unit 108.9 77.3 31.6 (25.1%) (27.0%) (-2.0%)
Parts 132.6 102.3 30.4 Interest-bearing debt 353.1 329.5 23.6
Raw materials, WIP and etc 126.8 118.2 8.5 Cash and Cash equivalents 94.3 80.3 13.9
Total inventories 368.3 297.8 70.5 (18.4%) (20.4%) (-2.1%)
On hand days(divided by  revenue) （Days） Net interest-bearing debt 258.9 249.2 9.7
Trade receivables 110 113 -3
Inventories 131 134 -3 Net D/E Ratio 0.42 0.49 -0.06 
Trade payables 51 49 2
Net working capital 186 194 -8

Consolidated statement of financial position

Total assets increased by 189.7 billion yen y/y due to an increase in inventories and 
trade receivables and property, plant and equipment.
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[billions of yen]

FY2021
Actual

FY2020
Actual change

Net income 79.9 14.6 65.2 

Depreciation and amortization 135.3 55.5 64.8 50.2 70.5 5.3 

(Increase)decrease in trade/lease receivables -31.6 23.3 -54.9 

(Increase)decrease in inventories -64.6 -48.2 29.6 25.5 -94.2 -73.7 

Increase(decrease) in trade payables 15.1 -19.2 34.3 

Others, net -31.4 -3.0 -28.4 

Net cash provided by (used in) operating activities 39.3 91.3 -52.0 

Cash flow margin for operating activities 3.8% 11.2% -7.4%

Net cash provided by (used in) investing activities -6.9 -32.3 25.4 

Free cash flows 32.5 59.1 -26.6 

Net cash provided by (used in) financing activities -25.6 -46.0 20.4 

Consolidated cash flow

Free cash flows is positive at 32.5 billion yen.
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Summary of consolidated earnings forecast

Although the consolidated income statement for FY2022 is expected to have a depreciation of
the yen at the expected exchange rate of 10.5 billion yen, sales are expected to decrease by
65.0 billion yen y/y, mainly incorporating Russian risks.

*1  “Cash dividend per share”: The Company will pay dividends linked to its consolidated business results twice, interim 
and year end, in the fiscal year and aim to achieve a consolidated dividend payout ratio of approx. 30% or more.

amount %

960.0 1,025.0 -65.0 -6%
(8.3%) (9.1%) (-0.8%)

80.0 93.5 -13.5 -14%
(7.9%) (10.4%) (-2.5%)

Operating income 76.0 106.6 -30.6 -29%
(7.7%) (10.8%) (-3.1%)

74.0 110.9 -36.9 -33%
(4.7%) (7.4%) (-2.7%)

45.0 75.8 -30.8 -41%
76.8 114.0 -37.2

120.0 112.6 7.4
130.0 130.6 -0.6
19.0 17.5 1.5
80.0 83.0 -3.0

110 -Cash dividend per share (yen) *1

Net income attributable to
owners of the parent
EBIT

Rate (YEN/US$)
Rate (YEN/EURO)
Rate (YEN/RMB)
Rate (YEN/AU$)

Currency

Revenue

Adjusted operating income

Income before income taxes

to be determined

FY2022
Forecast

FY2021
Actual

change

FY2022
Forecast

changeFY2021
Actual

[billions of yen]

For FX 
sensitivity, 
please refer 
to appendix 1.
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Consolidated revenue forecast by geographic region

Consolidated revenue for FY2022 is expected to decrease significantly in Russia/CIS and China.
(billions of yen)

amount %

Japan 202.0 21% 216.9 21% -14.9      -7%
Asia 89.5 9% 86.4 8% 3.1         4%
India 52.5 5% 57.2 6% -4.7        -8%
Oceania 162.9 17% 167.7 16% -4.7        -3%
Europe 115.3 12% 124.2 12% -8.9        -7%
N.America 208.8 22% 196.4 19% 12.4       6%
L.America 23.8 2% 22.7 2% 1.0         5%
Russia-CIS 13.6 1% 38.6 4% -25.0      -65%
M.East 17.8 2% 19.2 2% -1.4        -7%
Africa 41.4 4% 43.5 4% -2.0        -5%
China 32.4 3% 52.1 5% -19.7      -38%
Total 960.0 100% 1,025.0 100% -65.0      -6%
Overseas ratio 79% 79%

FY2022
Forecast

FY2021
Actual

change
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Mining revenue forecast

Revenue of mining in FY2022 is expected to increase by 15% to 182.3 billion yen y/y.

66.5 71.4 79.1
98.6 103.9 98.0

80.9
104.3 108.1

27.9 27.5 23.5

28.6
38.6 52.0
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27.7 16.6 18.2
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18.2 16.8
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New machine (Excavator)

Parts & Services

shows sales ratio against total company sales
[ % ]   shows changed ratio from the same period of        

previous  year

%
[billions of yen]

[ 15%]

Machine
Total

[ 171%]
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[ 4%]

[ 38%]
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16%15% 15%

16%

15%
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Value chain*1 revenue forecast

Revenue of the value chain in FY2022 is expected to increase by 8% to 447.0 billion yen y/y.

[ 8%]

[ 17%]

[ 18%]

[ 10%]

[ 0%]

[ 2%]

[ 4%]

195.7 205.2 193.4 172.5
211.2 215.0

shows sales ratio against total company sales
[ % ]   shows changed ratio from the same period of        

previous  year

%
[billions of yen]

(*1) Value chain: Total of Parts & services, Solution business, Rental etc. other than new machine sales.
(*2) Solution business: The business segment primarily intends to provide development, production, distribution of parts and service solutions for 

mining facilities and equipment after the sales made that are not included in the construction machinery business segment.

(*2)

43%
41%40% 39%

47%
40%
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21.2 -37.1 
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80.0 

106.6 -13.5 
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-5.1 
76.0 

Adjusted operating
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e

Comparison of consolidated income forecast

Adjusted operating income for FY2022 is expected to decrease by 13.5 billion yen y/y due to 
increasing material costs and Russian risks.

Sales Volume             -15.1
Russia risk                         -7.1
Model mix of 
value chain business 19.0
Other model mix              1.3

Increase of expense linked to production 
and sales             -2.1
Decrease of general overheads  2.0
Increase of expense for sustained growth                          

-12.7

US$         18.7
EUR        0.1
RMB       0.3
AU$        -0.9

Total variance excluding FX effect –30.6

Selling price up         
32.3

North America 
price adjustment       
＊1          -11.1

[billions of yen]

Gain from sales of DH’s 
stocks               -8.8

*1 Temporary price adjustment between HCM and John Deere does not occur in FY2022.
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Appendix 1: FX rate and FX sensitivity

The forecast exchange rate for FY2022 was set within the expected fluctuation range for 
each currency.

FX rate and FX sensitivity

US$ 120.0 112.6 Impact by 1 yen depreciation 2.5 2.2

EURO 130.0 130.6 Impact by 1 yen depreciation 0.8 0.6

RMB 19.0 17.5 Impact by 0.1 yen depreciation 0.2 0.1

AU$ 80.0 83.0 Impact by 1 yen depreciation 2.3 0.3

Revenue
Adjusted
operating

income

Currency

FX rate FX sensitivity (1Q-4Q)

FY22
Forecast

FY21
Actual Condition

[billions of yen]
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Appendix 2: Detail of mining revenue

(billions of yen)
FY20 FY21 Change FY22 Change

Actual(A) Actual(B) (B)-(A) Forecast(C) (C)-(B)
America Excavator 10.6 9.4 -1.1 20.4 10.9

Dump Truck 2.1 2.6 0.5 5.1 2.5
Total 12.7 12.0 -0.6 25.5 13.4

Europe, Africa Excavator 15.3 27.5 12.1 25.9 -1.5
and Middle East Dump Truck 12.2 17.8 5.6 21.2 3.4

Total 27.6 45.3 17.7 47.1 1.8
Asia & Oceania Excavator 49.6 75.6 26.0 78.7 3.1

Dump Truck 30.8 23.1 -7.8 29.7 6.6
Total 80.5 98.7 18.2 108.4 9.7

China Excavator 0.7 0.6 -0.1 0.7 0.1
Dump Truck 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0

Total 0.8 0.7 -0.1 0.8 0.2
Japan Excavator 1.6 1.3 -0.3 0.5 -0.8

Dump Truck 0.4 0.0 -0.4 0.0 -0.0
Total 2.0 1.3 -0.7 0.5 -0.8

Total Excavator 77.9 114.4 36.5 126.2 11.9
Dump Truck 45.6 43.6 -2.0 56.1 12.5

Total 123.5 157.9 34.5 182.3 24.4


○対前年

								2022年度見通（今回） ミトオ コンカイ

								第1四半期(見) ミ				第2四半期(見）				1～2Q累計 ルイケイ				第3四半期(見）				第4四半期(見）				3～4Q累計 ルイケイ				年度(見）

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		15,169		0.0%		13,588		0.0%		28,757		0.0%		12,555		0.0%		9,727		0.0%		22,282		0.0%		51,039		0.0%		本体

		売 ウ		ショベル		部品 ブヒン		12,081		0.0%		13,244		0.0%		25,324		0.0%		14,586		0.0%		14,355		0.0%		28,941		0.0%		54,266		0.0%		部品

		上 ウエ				サ－ビス		4,808		0.0%		5,181		0.0%		9,989		0.0%		5,356		0.0%		5,579		0.0%		10,934		0.0%		20,923		0.0%		サ－ビス

		収 シュウ				部・サ計 ブ ケイ		16,889		0.0%		18,425		0.0%		35,313		0.0%		19,941		0.0%		19,934		0.0%		39,876		0.0%		75,189		0.0%		部・サ計

		益 エキ				計 ケイ		32,058		0.0%		32,013		0.0%		64,070		0.0%		32,496		0.0%		29,661		0.0%		62,157		0.0%		126,228		0.0%		計

				リジット		本体 ホンタイ		6,942		0.0%		7,033		0.0%		13,975		0.0%		4,098		0.0%		5,105		0.0%		9,203		0.0%		23,178		0.0%		本体

				ダンプ		部品 ブヒン		5,978		0.0%		6,071		0.0%		12,048		0.0%		6,284		0.0%		5,996		0.0%		12,280		0.0%		24,328		0.0%		部品

						サ－ビス		2,069		0.0%		2,141		0.0%		4,210		0.0%		2,160		0.0%		2,223		0.0%		4,384		0.0%		8,594		0.0%		サ－ビス

						部・サ計 ブ ケイ		8,047		0.0%		8,212		0.0%		16,259		0.0%		8,444		0.0%		8,220		0.0%		16,664		0.0%		32,923		0.0%		部・サ計

						計 ケイ		14,989		0.0%		15,244		0.0%		30,234		0.0%		12,542		0.0%		13,324		0.0%		25,867		0.0%		56,100		0.0%		計

						合計 ゴウケイ		47,047		0.0%		47,257		0.0%		94,304		0.0%		45,039		0.0%		42,985		0.0%		88,024		0.0%		182,328		0.0%		合計

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		5,613		37.0%		5,564		40.9%		11,176		38.9%		5,996		47.8%		116		1.2%		6,113		27.4%		17,289		33.9%		本体

		限 ゲン		ショベル		部品 ブヒン		8,074		66.8%		8,423		63.6%		16,497		65.1%		9,266		63.5%		9,226		64.3%		18,492		63.9%		34,989		64.5%		部品

		界 カイ				サ－ビス		1,901		39.5%		1,961		37.9%		3,862		38.7%		2,164		40.4%		2,193		39.3%		4,357		39.8%		8,218		39.3%		サ－ビス

		利 リ				部・サ計 ブ ケイ		9,975		59.1%		10,384		56.4%		20,359		57.7%		11,430		57.3%		11,419		57.3%		22,849		57.3%		43,207		57.5%		部・サ計

		益 エキ				計 ケイ		15,587		48.6%		15,948		49.8%		31,535		49.2%		17,426		53.6%		11,535		38.9%		28,961		46.6%		60,496		47.9%		計

				リジット		本体 ホンタイ		2,238		32.2%		1,922		27.3%		4,160		29.8%		238		5.8%		(477)		-9.4%		(239)		-2.6%		3,921		16.9%		本体

				ダンプ		部品 ブヒン		3,378		56.5%		3,422		56.4%		6,800		56.4%		3,487		55.5%		3,337		55.6%		6,823		55.6%		13,623		56.0%		部品

						サ－ビス		800		38.7%		819		38.3%		1,619		38.5%		813		37.7%		805		36.2%		1,618		36.9%		3,238		37.7%		サ－ビス

						部・サ計 ブ ケイ		4,178		51.9%		4,241		51.7%		8,419		51.8%		4,300		50.9%		4,141		50.4%		8,442		50.7%		16,861		51.2%		部・サ計

						計 ケイ		6,416		42.8%		6,164		40.4%		12,579		41.6%		4,538		36.2%		3,664		27.5%		8,202		31.7%		20,782		37.0%		計

						合計 ゴウケイ		22,003		46.8%		22,111		46.8%		44,114		46.8%		21,964		48.8%		15,199		35.4%		37,164		42.2%		81,278		44.6%		合計

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		1,709		11.3%		1,697		12.5%		3,406		11.8%		2,474		19.7%		(3,946)		-40.6%		(1,472)		-6.6%		1,934		3.8%		本体

		調 チョウ		ショベル		部品 ブヒン		6,135		50.8%		6,388		48.2%		12,523		49.5%		7,227		49.5%		7,141		49.7%		14,368		49.6%		26,891		49.6%		部品

		整 ヒトシ				サ－ビス		1,393		29.0%		1,488		28.7%		2,881		28.8%		1,649		30.8%		1,619		29.0%		3,268		29.9%		6,149		29.4%		サ－ビス

		後 アト				部・サ計 ブ ケイ		7,528		44.6%		7,876		42.7%		15,404		43.6%		8,875		44.5%		8,760		43.9%		17,635		44.2%		33,040		43.9%		部・サ計

		営 エイ				計 ケイ		9,237		28.8%		9,573		29.9%		18,810		29.4%		11,349		34.9%		4,814		16.2%		16,163		26.0%		34,974		27.7%		計

		業 ギョウ		リジット		本体 ホンタイ		589		8.5%		234		3.3%		822		5.9%		(1,206)		-29.4%		(2,468)		-48.4%		(3,675)		-39.9%		(2,852)		-12.3%		本体

		利 リ		ダンプ		部品 ブヒン		2,310		38.6%		2,241		36.9%		4,551		37.8%		2,384		37.9%		2,191		36.5%		4,575		37.3%		9,126		37.5%		部品

		益 エキ				サ－ビス		590		28.5%		632		29.5%		1,222		29.0%		600		27.8%		567		25.5%		1,167		26.6%		2,389		27.8%		サ－ビス

						部・サ計 ブ ケイ		2,900		36.0%		2,872		35.0%		5,772		35.5%		2,984		35.3%		2,758		33.5%		5,742		34.5%		11,514		35.0%		部・サ計

						計 ケイ		3,489		23.3%		3,106		20.4%		6,595		21.8%		1,778		14.2%		289		2.2%		2,067		8.0%		8,662		15.4%		計

						合計 ゴウケイ		12,726		27.0%		12,679		26.8%		25,405		26.9%		13,127		29.1%		5,103		11.9%		18,231		20.7%		43,635		23.9%		合計

								2021年度実績 ド ジッセキ

								第1四半期(実） ジツ				第2四半期(実） ジツ				1～2Q累計 ルイケイ				第3四半期(実） ジツ				第4四半期(実） ジツ				3～4Q累計 ルイケイ				年度(実） ジツ

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		8,530		0		11,089		0		19,619		0		8,580		0		16,938		0		25,518		0		45,136		0		本体

		売 ウ		ショベル		部品 ブヒン		11,078		0		12,206		0		23,285		0		12,735		0		11,752		0		24,487		0		47,772		0		部品

		上 ウエ				サ－ビス		5,006		0		5,263		0		10,269		0		5,477		0		5,709		0		11,186		0		21,456		0		サ－ビス

		収 シュウ				部・サ計 ブ ケイ		16,085		0		17,469		0		33,554		0		18,212		0		17,461		0		35,674		0		69,227		0		部・サ計

		益 エキ				計 ケイ		24,614		0		28,558		0		53,173		0		26,792		0		34,399		0		61,191		0		114,364		0		計

				リジット		本体 ホンタイ		1,293		0		2,349		0		3,642		0		2,926		0		1,990		0		4,916		0		8,558		0		本体

				ダンプ		部品 ブヒン		5,990		0		6,636		0		12,625		0		6,820		0		6,806		0		13,626		0		26,252		0		部品

						サ－ビス		2,250		0		2,128		0		4,378		0		2,167		0		2,227		0		4,394		0		8,772		0		サ－ビス

						部・サ計 ブ ケイ		8,239		0		8,764		0		17,003		0		8,987		0		9,033		0		18,020		0		35,023		0		部・サ計

						計 ケイ		9,533		0		11,113		0		20,645		0		11,914		0		11,023		0		22,937		0		43,582		0		計

						合計 ゴウケイ		34,147		0		39,671		0		73,818		0		38,706		0		45,422		0		84,128		0		157,946		0		合計

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		2,478		29.1%		4,671		42.1%		7,149		36.4%		2,633		30.7%		4,940		29.2%		7,574		29.7%		14,723		32.6%		本体

		限 ゲン		ショベル		部品 ブヒン		5,850		52.8%		7,079		58.0%		12,929		55.5%		8,164		64.1%		8,812		75.0%		16,976		69.3%		29,905		62.6%		部品

		界 カイ				サ－ビス		2,137		42.7%		2,115		40.2%		4,252		41.4%		2,135		39.0%		2,271		39.8%		4,405		39.4%		8,657		40.3%		サ－ビス

		利 リ				部・サ計 ブ ケイ		7,987		49.7%		9,194		52.6%		17,181		51.2%		10,299		56.5%		11,083		63.5%		21,382		59.9%		38,562		55.7%		部・サ計

		益 エキ				計 ケイ		10,465		42.5%		13,865		48.5%		24,330		45.8%		12,932		48.3%		16,023		46.6%		28,955		47.3%		53,285		46.6%		計

				リジット		本体 ホンタイ		279		21.6%		495		21.1%		774		21.3%		509		17.4%		81		4.1%		590		12.0%		1,365		15.9%		本体

				ダンプ		部品 ブヒン		2,347		39.2%		2,508		37.8%		4,856		38.5%		2,799		41.0%		3,066		45.1%		5,865		43.0%		10,721		40.8%		部品

						サ－ビス		733		32.6%		596		28.0%		1,329		30.3%		774		35.7%		818		36.7%		1,592		36.2%		2,921		33.3%		サ－ビス

						部・サ計 ブ ケイ		3,080		37.4%		3,104		35.4%		6,184		36.4%		3,573		39.8%		3,885		43.0%		7,457		41.4%		13,642		38.9%		部・サ計

						計 ケイ		3,359		35.2%		3,599		32.4%		6,959		33.7%		4,082		34.3%		3,966		36.0%		8,048		35.1%		15,007		34.4%		計

						合計 ゴウケイ		13,825		40.5%		17,464		44.0%		31,289		42.4%		17,014		44.0%		19,989		44.0%		37,003		44.0%		68,292		43.2%		合計

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		1,161		13.6%		2,387		21.5%		3,548		18.1%		338		3.9%		1,073		6.3%		1,411		5.5%		4,959		11.0%		本体

		調 チョウ		ショベル		部品 ブヒン		3,711		33.5%		5,186		42.5%		8,897		38.2%		6,497		51.0%		7,765		66.1%		14,262		58.2%		23,159		48.5%		部品

		整 ヒトシ				サ－ビス		1,509		30.1%		1,570		29.8%		3,078		30.0%		1,581		28.9%		1,712		30.0%		3,293		29.4%		6,371		29.7%		サ－ビス

		後 アト				部・サ計 ブ ケイ		5,220		32.5%		6,755		38.7%		11,975		35.7%		8,078		44.4%		9,477		54.3%		17,555		49.2%		29,530		42.7%		部・サ計

		営 エイ				計 ケイ		6,381		25.9%		9,142		32.0%		15,523		29.2%		8,416		31.4%		10,550		30.7%		18,966		31.0%		34,489		30.2%		計

		業 ギョウ		リジット		本体 ホンタイ		(1,579)		-122.1%		(1,032)		-43.9%		(2,610)		-71.7%		(1,158)		-39.6%		(2,541)		-127.7%		(3,698)		-75.2%		(6,309)		-73.7%		本体

		利 リ		ダンプ		部品 ブヒン		1,434		23.9%		1,635		24.6%		3,068		24.3%		1,921		28.2%		2,095		30.8%		4,017		29.5%		7,085		27.0%		部品

		益 エキ				サ－ビス		450		20.0%		365		17.1%		815		18.6%		526		24.3%		562		25.2%		1,087		24.7%		1,902		21.7%		サ－ビス

						部・サ計 ブ ケイ		1,884		22.9%		1,999		22.8%		3,883		22.8%		2,447		27.2%		2,657		29.4%		5,104		28.3%		8,987		25.7%		部・サ計

						計 ケイ		305		3.2%		968		8.7%		1,273		6.2%		1,289		10.8%		116		1.1%		1,405		6.1%		2,678		6.1%		計

						合計 ゴウケイ		6,686		19.6%		10,110		25.5%		16,796		22.8%		9,705		25.1%		10,666		23.5%		20,371		24.2%		37,167		23.5%		合計

								差額 サガク

								第1四半期				第2四半期				1～2Q累計 ルイケイ				第3四半期				第4四半期				3～4Q累計 ルイケイ				年度

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		6,639		0.0%		2,499		0.0%		9,138		0.0%		3,975		0.0%		(7,211)		0.0%		(3,236)		0.0%		5,902		0.0%		本体

		売 ウ		ショベル		部品 ブヒン		1,002		0.0%		1,038		0.0%		2,040		0.0%		1,851		0.0%		2,603		0.0%		4,454		0.0%		6,494		0.0%		部品

		上 ウエ				サ－ビス		(198)		0.0%		(82)		0.0%		(280)		0.0%		(122)		0.0%		(130)		0.0%		(252)		0.0%		(532)		0.0%		サ－ビス

		収 シュウ				部・サ計 ブ ケイ		804		0.0%		956		0.0%		1,759		0.0%		1,729		0.0%		2,473		0.0%		4,202		0.0%		5,961		0.0%		部・サ計

		益 エキ				計 ケイ		7,443		0.0%		3,454		0.0%		10,898		0.0%		5,704		0.0%		(4,738)		0.0%		966		0.0%		11,864		0.0%		計

				リジット		本体 ホンタイ		5,649		0.0%		4,684		0.0%		10,333		0.0%		1,172		0.0%		3,115		0.0%		4,286		0.0%		14,619		0.0%		本体

				ダンプ		部品 ブヒン		(12)		0.0%		(565)		0.0%		(577)		0.0%		(537)		0.0%		(809)		0.0%		(1,346)		0.0%		(1,923)		0.0%		部品

						サ－ビス		(180)		0.0%		13		0.0%		(167)		0.0%		(6)		0.0%		(4)		0.0%		(10)		0.0%		(178)		0.0%		サ－ビス

						部・サ計 ブ ケイ		(192)		0.0%		(552)		0.0%		(745)		0.0%		(543)		0.0%		(813)		0.0%		(1,356)		0.0%		(2,101)		0.0%		部・サ計

						計 ケイ		5,457		0.0%		4,132		0.0%		9,588		0.0%		629		0.0%		2,301		0.0%		2,930		0.0%		12,518		0.0%		計

						合計 ゴウケイ		12,900		0.0%		7,586		0.0%		20,486		0.0%		6,333		0.0%		(2,437)		0.0%		3,896		0.0%		24,382		0.0%		合計

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		3,134		7.9%		893		-1.2%		4,027		2.4%		3,363		17.1%		(4,824)		-28.0%		(1,461)		-2.2%		2,566		1.3%		本体

		限 ゲン		ショベル		部品 ブヒン		2,224		14.0%		1,344		5.6%		3,568		9.6%		1,102		-0.6%		414		-10.7%		1,516		-5.4%		5,084		1.9%		部品

		界 カイ				サ－ビス		(236)		-3.2%		(154)		-2.3%		(390)		-2.7%		29		1.4%		(78)		-0.5%		(49)		0.5%		(439)		-1.1%		サ－ビス

		利 リ				部・サ計 ブ ケイ		1,988		9.4%		1,190		3.7%		3,178		6.4%		1,131		0.8%		337		-6.2%		1,467		-2.6%		4,645		1.8%		部・サ計

		益 エキ				計 ケイ		5,122		6.1%		2,083		1.3%		7,205		3.5%		4,494		5.4%		(4,488)		-7.7%		6		-0.7%		7,211		1.3%		計

				リジット		本体 ホンタイ		1,959		10.7%		1,427		6.2%		3,385		8.5%		(271)		-11.6%		(559)		-13.4%		(830)		-14.6%		2,556		1.0%		本体

				ダンプ		部品 ブヒン		1,031		17.3%		914		18.6%		1,944		18.0%		688		14.4%		271		10.6%		958		12.5%		2,903		15.2%		部品

						サ－ビス		67		6.1%		224		10.3%		291		8.1%		40		1.9%		(14)		-0.6%		26		0.7%		317		4.4%		サ－ビス

						部・サ計 ブ ケイ		1,098		14.5%		1,137		16.2%		2,235		15.4%		727		11.2%		257		7.4%		984		9.3%		3,219		12.3%		部・サ計

						計 ケイ		3,057		7.6%		2,564		8.0%		5,621		7.9%		456		1.9%		(302)		-8.5%		154		-3.4%		5,775		2.6%		計

						合計 ゴウケイ		8,178		6.3%		4,647		2.8%		12,826		4.4%		4,950		4.8%		(4,789)		-8.6%		161		-1.8%		12,986		1.3%		合計

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		548		-2.3%		(689)		-9.0%		(142)		-6.2%		2,136		15.8%		(5,019)		-46.9%		(2,883)		-12.1%		(3,025)		-7.2%		本体

		調 チョウ		ショベル		部品 ブヒン		2,425		17.3%		1,202		5.7%		3,627		11.2%		729		-1.5%		(624)		-16.3%		106		-8.6%		3,732		1.1%		部品

		整 ヒトシ				サ－ビス		(116)		-1.2%		(81)		-1.1%		(197)		-1.1%		68		1.9%		(93)		-1.0%		(25)		0.4%		(223)		-0.3%		サ－ビス

		後 アト				部・サ計 ブ ケイ		2,309		12.1%		1,121		4.1%		3,429		7.9%		797		0.2%		(717)		-10.3%		80		-5.0%		3,510		1.3%		部・サ計

		営 エイ				計 ケイ		2,856		2.9%		431		-2.1%		3,288		0.2%		2,933		3.5%		(5,736)		-14.4%		(2,803)		-5.0%		485		-2.5%		計

		業 ギョウ		リジット		本体 ホンタイ		2,167		130.6%		1,265		47.2%		3,433		77.6%		(49)		10.1%		72		79.3%		24		35.3%		3,456		61.4%		本体

		利 リ		ダンプ		部品 ブヒン		876		14.7%		606		12.3%		1,482		13.5%		463		9.8%		95		5.7%		558		7.8%		2,041		10.5%		部品

		益 エキ				サ－ビス		140		8.5%		267		12.4%		407		10.4%		75		3.5%		5		0.3%		80		1.9%		487		6.1%		サ－ビス

						部・サ計 ブ ケイ		1,016		13.2%		873		12.2%		1,889		12.7%		538		8.1%		101		4.1%		638		6.1%		2,527		9.3%		部・サ計

						計 ケイ		3,184		20.1%		2,138		11.7%		5,322		15.6%		489		3.4%		173		1.1%		662		1.9%		5,984		9.3%		計

						合計 ゴウケイ		6,040		7.5%		2,569		1.3%		8,609		4.2%		3,422		4.1%		(5,563)		-11.6%		(2,141)		-3.5%		6,468		0.4%		合計



&20 2022年度　マイニング比較　対前年	グループ財務管理部
&D&T




○対予算

								２０１８年度見通し ミトオ

								第1四半期(実） ジツ				第2四半期(実） ジツ				1～2Q累計 ルイケイ				第3四半期(実） ジツ				第4四半期(見）				3～4Q累計 ルイケイ				年度(見）

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		15,169		0		13,588		0		28,757		0		12,555		0		9,727		0		22,282		0		51,039		0

		売 ウ		ショベル		部品 ブヒン		12,081		0		13,244		0		25,324		0		14,586		0		14,355		0		28,941		0		54,266		0

		上 ウエ				サ－ビス		4,808		0		5,181		0		9,989		0		5,356		0		5,579		0		10,934		0		20,923		0

		収 シュウ				部・サ計 ブ ケイ		16,889		0		18,425		0		35,313		0		19,941		0		19,934		0		39,876		0		75,189		0

		益 エキ				計 ケイ		32,058		0		32,013		0		64,070		0		32,496		0		29,661		0		62,157		0		126,228		0

				リジット		本体 ホンタイ		6,942		0		7,033		0		13,975		0		4,098		0		5,105		0		9,203		0		23,178		0

				ダンプ		部品 ブヒン		5,978		0		6,071		0		12,048		0		6,284		0		5,996		0		12,280		0		24,328		0

						サ－ビス		2,069		0		2,141		0		4,210		0		2,160		0		2,223		0		4,384		0		8,594		0

						部・サ計 ブ ケイ		8,047		0		8,212		0		16,259		0		8,444		0		8,220		0		16,664		0		32,923		0

						計 ケイ		14,989		0		15,244		0		30,234		0		12,542		0		13,324		0		25,867		0		56,100		0

						合計 ゴウケイ		47,047		0		47,257		0		94,304		0		45,039		0		42,985		0		88,024		0		182,328		0

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		5,613		37.0%		5,564		40.9%		11,176		38.9%		5,996		47.8%		116		1.2%		6,113		27.4%		17,289		33.9%

		限 ゲン		ショベル		部品 ブヒン		8,074		66.8%		8,423		63.6%		16,497		65.1%		9,266		63.5%		9,226		64.3%		18,492		63.9%		34,989		64.5%

		界 カイ				サ－ビス		1,901		39.5%		1,961		37.9%		3,862		38.7%		2,164		40.4%		2,193		39.3%		4,357		39.8%		8,218		39.3%

		利 リ				部・サ計 ブ ケイ		9,975		59.1%		10,384		56.4%		20,359		57.7%		11,430		57.3%		11,419		57.3%		22,849		57.3%		43,207		57.5%

		益 エキ				計 ケイ		15,587		48.6%		15,948		49.8%		31,535		49.2%		17,426		53.6%		11,535		38.9%		28,961		46.6%		60,496		47.9%

				リジット		本体 ホンタイ		2,238		32.2%		1,922		27.3%		4,160		29.8%		238		5.8%		(477)		-9.4%		(239)		-2.6%		3,921		16.9%

				ダンプ		部品 ブヒン		3,378		56.5%		3,422		56.4%		6,800		56.4%		3,487		55.5%		3,337		55.6%		6,823		55.6%		13,623		56.0%

						サ－ビス		800		38.7%		819		38.3%		1,619		38.5%		813		37.7%		805		36.2%		1,618		36.9%		3,238		37.7%

						部・サ計 ブ ケイ		4,178		51.9%		4,241		51.7%		8,419		51.8%		4,300		50.9%		4,141		50.4%		8,442		50.7%		16,861		51.2%

						計 ケイ		6,416		42.8%		6,164		40.4%		12,579		41.6%		4,538		36.2%		3,664		27.5%		8,202		31.7%		20,782		37.0%

						合計 ゴウケイ		22,003		46.8%		22,111		46.8%		44,114		46.8%		21,964		48.8%		15,199		35.4%		37,164		42.2%		81,278		44.6%

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		1,709		11.3%		1,697		12.5%		3,406		11.8%		2,474		19.7%		(3,946)		-40.6%		(1,472)		-6.6%		1,934		3.8%

		調 チョウ		ショベル		部品 ブヒン		6,135		50.8%		6,388		48.2%		12,523		49.5%		7,227		49.5%		7,141		49.7%		14,368		49.6%		26,891		49.6%

		整 ヒトシ				サ－ビス		1,393		29.0%		1,488		28.7%		2,881		28.8%		1,649		30.8%		1,619		29.0%		3,268		29.9%		6,149		29.4%

		後 アト				部・サ計 ブ ケイ		7,528		44.6%		7,876		42.7%		15,404		43.6%		8,875		44.5%		8,760		43.9%		17,635		44.2%		33,040		43.9%

		営 エイ				計 ケイ		9,237		28.8%		9,573		29.9%		18,810		29.4%		11,349		34.9%		4,814		16.2%		16,163		26.0%		34,974		27.7%

		業 ギョウ		リジット		本体 ホンタイ		589		8.5%		234		3.3%		822		5.9%		(1,206)		-29.4%		(2,468)		-48.4%		(3,675)		-39.9%		(2,852)		-12.3%

		利 リ		ダンプ		部品 ブヒン		2,310		38.6%		2,241		36.9%		4,551		37.8%		2,384		37.9%		2,191		36.5%		4,575		37.3%		9,126		37.5%

		益 エキ				サ－ビス		590		28.5%		632		29.5%		1,222		29.0%		600		27.8%		567		25.5%		1,167		26.6%		2,389		27.8%

						部・サ計 ブ ケイ		2,900		36.0%		2,872		35.0%		5,772		35.5%		2,984		35.3%		2,758		33.5%		5,742		34.5%		11,514		35.0%

						計 ケイ		3,489		23.3%		3,106		20.4%		6,595		21.8%		1,778		14.2%		289		2.2%		2,067		8.0%		8,662		15.4%

						合計 ゴウケイ		12,726		27.0%		12,679		26.8%		25,405		26.9%		13,127		29.1%		5,103		11.9%		18,231		20.7%		43,635		23.9%

								２０１7年度予算 ヨサン

								第1四半期(実） ジツ				第2四半期(実） ジツ				1～2Q累計 ルイケイ				第3四半期(実） ジツ				第4四半期(実） ジツ				3～4Q累計 ルイケイ				年度(実） ジツ

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		4,716		0		6,026		0		10,742		0		8,013		0		4,773		0		12,787		0		23,529		0

		売 ウ		ショベル		部品 ブヒン		17,487		0		17,878		0		35,365		0		18,256		0		18,256		0		36,512		0		71,877		0

		上 ウエ				サ－ビス		12,159		0		12,318		0		24,477		0		12,375		0		12,521		0		24,896		0		49,373		0

		収 シュウ				部・サ計 ブ ケイ		29,646		0		30,196		0		59,842		0		30,632		0		30,777		0		61,408		0		121,251		0

		益 エキ				計 ケイ		34,362		0		36,222		0		70,585		0		38,645		0		35,550		0		74,195		0		144,780		0

				リジット		本体 ホンタイ		2,478		0		1,507		0		3,985		0		4,673		0		5,557		0		10,230		0		14,215		0

				ダンプ		部品 ブヒン		9,835		0		9,975		0		19,810		0		10,566		0		10,403		0		20,970		0		40,780		0

						サ－ビス		2,090		0		2,136		0		4,227		0		2,172		0		2,245		0		4,418		0		8,645		0

						部・サ計 ブ ケイ		11,925		0		12,111		0		24,037		0		12,739		0		12,649		0		25,388		0		49,424		0

						計 ケイ		14,403		0		13,618		0		28,022		0		17,412		0		18,206		0		35,617		0		63,639		0

						合計 ゴウケイ		48,766		0		49,841		0		98,606		0		56,057		0		53,756		0		109,813		0		208,419		0

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		2,048		43.4%		1,718		28.5%		3,766		35.1%		2,805		35.0%		1,213		25.4%		4,018		31.4%		7,784		33.1%

		限 ゲン		ショベル		部品 ブヒン		7,863		45.0%		7,967		44.6%		15,830		44.8%		8,157		44.7%		8,073		44.2%		16,230		44.5%		32,060		44.6%

		界 カイ				サ－ビス		4,777		39.3%		4,748		38.5%		9,525		38.9%		4,815		38.9%		4,846		38.7%		9,661		38.8%		19,186		38.9%

		利 リ				部・サ計 ブ ケイ		12,640		42.6%		12,715		42.1%		25,355		42.4%		12,972		42.3%		12,919		42.0%		25,891		42.2%		51,246		42.3%

		益 エキ				計 ケイ		14,688		42.7%		14,433		39.8%		29,121		41.3%		15,777		40.8%		14,132		39.8%		29,909		40.3%		59,030		40.8%

				リジット		本体 ホンタイ		838		33.8%		887		58.9%		1,724		43.3%		911		19.5%		(323)		-5.8%		587		5.7%		2,312		16.3%

				ダンプ		部品 ブヒン		3,843		39.1%		3,958		39.7%		7,801		39.4%		4,132		39.1%		4,079		39.2%		8,210		39.2%		16,012		39.3%

						サ－ビス		685		32.8%		699		32.7%		1,384		32.7%		719		33.1%		754		33.6%		1,473		33.3%		2,857		33.0%

						部・サ計 ブ ケイ		4,528		38.0%		4,657		38.5%		9,185		38.2%		4,850		38.1%		4,833		38.2%		9,683		38.1%		18,869		38.2%

						計 ケイ		5,366		37.3%		5,544		40.7%		10,910		38.9%		5,761		33.1%		4,509		24.8%		10,271		28.8%		21,180		33.3%

						合計 ゴウケイ		20,054		41.1%		19,977		40.1%		40,031		40.6%		21,538		38.4%		18,642		34.7%		40,179		36.6%		80,210		38.5%

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		(1,199)		-25.4%		(1,045)		-17.3%		(2,244)		-20.9%		210		2.6%		(552)		-11.6%		(342)		-2.7%		(2,586)		-11.0%

		調 チョウ		ショベル		部品 ブヒン		2,675		15.3%		3,170		17.7%		5,846		16.5%		3,472		19.0%		2,373		13.0%		5,845		16.0%		11,691		16.3%

		整 ヒトシ				サ－ビス		1,491		12.3%		1,467		11.9%		2,958		12.1%		1,546		12.5%		1,566		12.5%		3,112		12.5%		6,070		12.3%

		後 アト				部・サ計 ブ ケイ		4,166		14.1%		4,637		15.4%		8,804		14.7%		5,018		16.4%		3,938		12.8%		8,957		14.6%		17,760		14.6%

		営 エイ				計 ケイ		2,967		8.6%		3,592		9.9%		6,559		9.3%		5,228		13.5%		3,387		9.5%		8,615		11.6%		15,174		10.5%

		業 ギョウ		リジット		本体 ホンタイ		(603)		-24.3%		(2,292)		-152.1%		(2,895)		-72.6%		(2,966)		-63.5%		(1,476)		-26.6%		(4,443)		-43.4%		(7,337)		-51.6%

		利 リ		ダンプ		部品 ブヒン		1,677		17.1%		1,744		17.5%		3,422		17.3%		1,845		17.5%		1,507		14.5%		3,352		16.0%		6,774		16.6%

		益 エキ				サ－ビス		377		18.0%		382		17.9%		759		18.0%		393		18.1%		422		18.8%		815		18.4%		1,573		18.2%

						部・サ計 ブ ケイ		2,054		17.2%		2,127		17.6%		4,181		17.4%		2,238		17.6%		1,929		15.2%		4,166		16.4%		8,347		16.9%

						計 ケイ		1,451		10.1%		(165)		-1.2%		1,286		4.6%		(728)		-4.2%		452		2.5%		(276)		-0.8%		1,010		1.6%

						合計 ゴウケイ		4,419		9.1%		3,427		6.9%		7,846		8.0%		4,500		8.0%		3,839		7.1%		8,339		7.6%		16,184		7.8%

								差額 サガク

								第1四半期				第2四半期				1～2Q累計 ルイケイ				第3四半期				第4四半期				3～4Q累計 ルイケイ				年度

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		10,453		0		7,562		0		18,015		0		4,541		0		4,953		0		9,495		0		27,510		0

		売 ウ		ショベル		部品 ブヒン		(5,407)		0		(4,634)		0		(10,041)		0		(3,670)		0		(3,900)		0		(7,571)		0		(17,612)		0

		上 ウエ				サ－ビス		(7,351)		0		(7,137)		0		(14,488)		0		(7,020)		0		(6,942)		0		(13,962)		0		(28,450)		0

		収 シュウ				部・サ計 ブ ケイ		(12,758)		0		(11,771)		0		(24,529)		0		(10,690)		0		(10,842)		0		(21,533)		0		(46,062)		0

		益 エキ				計 ケイ		(2,304)		0		(4,210)		0		(6,514)		0		(6,149)		0		(5,889)		0		(12,038)		0		(18,552)		0

				リジット		本体 ホンタイ		4,464		0		5,526		0		9,990		0		(575)		0		(452)		0		(1,027)		0		8,963		0

				ダンプ		部品 ブヒン		(3,857)		0		(3,904)		0		(7,761)		0		(4,283)		0		(4,407)		0		(8,690)		0		(16,451)		0

						サ－ビス		(21)		0		5		0		(16)		0		(12)		0		(22)		0		(34)		0		(51)		0

						部・サ計 ブ ケイ		(3,878)		0		(3,900)		0		(7,778)		0		(4,295)		0		(4,429)		0		(8,724)		0		(16,502)		0

						計 ケイ		586		0		1,626		0		2,212		0		(4,869)		0		(4,882)		0		(9,751)		0		(7,539)		0

						合計 ゴウケイ		(1,718)		0		(2,584)		0		(4,302)		0		(11,018)		0		(10,771)		0		(21,789)		0		(26,091)		0

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		3,564		-6.4%		3,846		12.4%		7,410		3.8%		3,191		12.8%		(1,096)		-24.2%		2,095		-4.0%		9,505		0.8%

		限 ゲン		ショベル		部品 ブヒン		211		21.9%		456		19.0%		667		20.4%		1,109		18.8%		1,153		20.0%		2,262		19.4%		2,929		19.9%

		界 カイ				サ－ビス		(2,876)		0.2%		(2,787)		-0.7%		(5,663)		-0.3%		(2,651)		1.5%		(2,654)		0.6%		(5,305)		1.0%		(10,968)		0.4%

		利 リ				部・サ計 ブ ケイ		(2,665)		16.4%		(2,331)		14.3%		(4,996)		15.3%		(1,542)		15.0%		(1,500)		15.3%		(3,042)		15.1%		(8,038)		15.2%

		益 エキ				計 ケイ		899		5.9%		1,515		10.0%		2,414		8.0%		1,649		12.8%		(2,597)		-0.9%		(947)		6.3%		1,466		7.2%

				リジット		本体 ホンタイ		1,400		-1.6%		1,035		-31.5%		2,436		-13.5%		(673)		-13.7%		(154)		-3.5%		(827)		-8.3%		1,609		0.7%

				ダンプ		部品 ブヒン		(465)		17.4%		(536)		16.7%		(1,001)		17.1%		(645)		16.4%		(742)		16.4%		(1,387)		16.4%		(2,388)		16.7%

						サ－ビス		115		5.9%		120		5.5%		235		5.7%		95		4.6%		51		2.6%		145		3.6%		381		4.6%

						部・サ計 ブ ケイ		(350)		13.9%		(416)		13.2%		(766)		13.6%		(550)		12.8%		(691)		12.2%		(1,242)		12.5%		(2,007)		13.0%

						計 ケイ		1,050		5.6%		619		-0.3%		1,670		2.7%		(1,223)		3.1%		(845)		2.7%		(2,068)		2.9%		(399)		3.8%

						合計 ゴウケイ		1,949		5.6%		2,134		6.7%		4,083		6.2%		426		10.3%		(3,442)		0.7%		(3,016)		5.6%		1,068		6.1%

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		2,908		36.7%		2,742		29.8%		5,650		32.7%		2,264		17.1%		(3,394)		-29.0%		(1,131)		-3.9%		4,519		14.8%

		調 チョウ		ショベル		部品 ブヒン		3,460		35.5%		3,217		30.5%		6,678		32.9%		3,754		30.5%		4,769		36.7%		8,523		33.6%		15,200		33.3%

		整 ヒトシ				サ－ビス		(98)		16.7%		21		16.8%		(77)		16.8%		103		18.3%		53		16.5%		156		17.4%		79		17.1%

		後 アト				部・サ計 ブ ケイ		3,362		30.5%		3,239		27.4%		6,601		28.9%		3,857		28.1%		4,822		31.1%		8,679		29.6%		15,280		29.3%

		営 エイ				計 ケイ		6,270		20.2%		5,981		20.0%		12,251		20.1%		6,121		21.4%		1,427		6.7%		7,548		14.4%		19,799		17.2%

		業 ギョウ		リジット		本体 ホンタイ		1,191		32.8%		2,526		155.4%		3,717		78.5%		1,760		34.0%		(992)		-21.8%		768		3.5%		4,485		39.3%

		利 リ		ダンプ		部品 ブヒン		633		21.6%		496		19.4%		1,129		20.5%		539		20.5%		684		22.0%		1,223		21.3%		2,352		20.9%

		益 エキ				サ－ビス		213		10.5%		250		11.6%		463		11.1%		207		9.7%		145		6.7%		353		8.2%		815		9.6%

						部・サ計 ブ ケイ		846		18.8%		746		17.4%		1,592		18.1%		747		17.8%		829		18.3%		1,576		18.0%		3,167		18.1%

						計 ケイ		2,037		13.2%		3,271		21.6%		5,309		17.2%		2,506		18.4%		(163)		-0.3%		2,344		8.8%		7,652		13.9%

						合計 ゴウケイ		8,307		18.0%		9,252		20.0%		17,559		19.0%		8,628		21.1%		1,264		4.7%		9,892		13.1%		27,451		16.2%



&20 2017年度　マイニング比較　対前年	




○対前回

								2022年度見通（今回） ミトオ コンカイ

								第1四半期(実) ジツ				第2四半期(見）				1～2Q累計 ルイケイ				第3四半期(見）				第4四半期(見）				3～4Q累計 ルイケイ				年度(見）

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		15,169		0.0%		13,588		0.0%		28,757		0.0%		12,555		0.0%		9,727		0.0%		22,282		0.0%		51,039		0.0%

		売 ウ		ショベル		部品 ブヒン		12,081		0.0%		13,244		0.0%		25,324		0.0%		14,586		0.0%		14,355		0.0%		28,941		0.0%		54,266		0.0%

		上 ウエ				サ－ビス		4,808		0.0%		5,181		0.0%		9,989		0.0%		5,356		0.0%		5,579		0.0%		10,934		0.0%		20,923		0.0%

		収 シュウ				部・サ計 ブ ケイ		16,889		0.0%		18,425		0.0%		35,313		0.0%		19,941		0.0%		19,934		0.0%		39,876		0.0%		75,189		0.0%

		益 エキ				計 ケイ		32,058		0.0%		32,013		0.0%		64,070		0.0%		32,496		0.0%		29,661		0.0%		62,157		0.0%		126,228		0.0%

				リジット		本体 ホンタイ		6,942		0.0%		7,033		0.0%		13,975		0.0%		4,098		0.0%		5,105		0.0%		9,203		0.0%		23,178		0.0%

				ダンプ		部品 ブヒン		5,978		0.0%		6,071		0.0%		12,048		0.0%		6,284		0.0%		5,996		0.0%		12,280		0.0%		24,328		0.0%

						サ－ビス		2,069		0.0%		2,141		0.0%		4,210		0.0%		2,160		0.0%		2,223		0.0%		4,384		0.0%		8,594		0.0%

						部・サ計 ブ ケイ		8,047		0.0%		8,212		0.0%		16,259		0.0%		8,444		0.0%		8,220		0.0%		16,664		0.0%		32,923		0.0%

						計 ケイ		14,989		0.0%		15,244		0.0%		30,234		0.0%		12,542		0.0%		13,324		0.0%		25,867		0.0%		56,100		0.0%

						合計 ゴウケイ		47,047		0.0%		47,257		0.0%		94,304		0.0%		45,039		0.0%		42,985		0.0%		88,024		0.0%		182,328		0.0%

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		5,613		37.0%		5,564		40.9%		11,176		38.9%		5,996		47.8%		116		1.2%		6,113		27.4%		17,289		33.9%

		限 ゲン		ショベル		部品 ブヒン		8,074		66.8%		8,423		63.6%		16,497		65.1%		9,266		63.5%		9,226		64.3%		18,492		63.9%		34,989		64.5%

		界 カイ				サ－ビス		1,901		39.5%		1,961		37.9%		3,862		38.7%		2,164		40.4%		2,193		39.3%		4,357		39.8%		8,218		39.3%

		利 リ				部・サ計 ブ ケイ		9,975		59.1%		10,384		56.4%		20,359		57.7%		11,430		57.3%		11,419		57.3%		22,849		57.3%		43,207		57.5%

		益 エキ				計 ケイ		15,587		48.6%		15,948		49.8%		31,535		49.2%		17,426		53.6%		11,535		38.9%		28,961		46.6%		60,496		47.9%

				リジット		本体 ホンタイ		2,238		32.2%		1,922		27.3%		4,160		29.8%		238		5.8%		(477)		-9.4%		(239)		-2.6%		3,921		16.9%

				ダンプ		部品 ブヒン		3,378		56.5%		3,422		56.4%		6,800		56.4%		3,487		55.5%		3,337		55.6%		6,823		55.6%		13,623		56.0%

						サ－ビス		800		38.7%		819		38.3%		1,619		38.5%		813		37.7%		805		36.2%		1,618		36.9%		3,238		37.7%

						部・サ計 ブ ケイ		4,178		51.9%		4,241		51.7%		8,419		51.8%		4,300		50.9%		4,141		50.4%		8,442		50.7%		16,861		51.2%

						計 ケイ		6,416		42.8%		6,164		40.4%		12,579		41.6%		4,538		36.2%		3,664		27.5%		8,202		31.7%		20,782		37.0%

						合計 ゴウケイ		22,003		46.8%		22,111		46.8%		44,114		46.8%		21,964		48.8%		15,199		35.4%		37,164		42.2%		81,278		44.6%

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		1,709		11.3%		1,697		12.5%		3,406		11.8%		2,474		19.7%		(3,946)		-40.6%		(1,472)		-6.6%		1,934		3.8%

		調 チョウ		ショベル		部品 ブヒン		6,135		50.8%		6,388		48.2%		12,523		49.5%		7,227		49.5%		7,141		49.7%		14,368		49.6%		26,891		49.6%

		整 ヒトシ				サ－ビス		1,393		29.0%		1,488		28.7%		2,881		28.8%		1,649		30.8%		1,619		29.0%		3,268		29.9%		6,149		29.4%

		後 アト				部・サ計 ブ ケイ		7,528		44.6%		7,876		42.7%		15,404		43.6%		8,875		44.5%		8,760		43.9%		17,635		44.2%		33,040		43.9%

		営 エイ				計 ケイ		9,237		28.8%		9,573		29.9%		18,810		29.4%		11,349		34.9%		4,814		16.2%		16,163		26.0%		34,974		27.7%

		業 ギョウ		リジット		本体 ホンタイ		589		8.5%		234		3.3%		822		5.9%		(1,206)		-29.4%		(2,468)		-48.4%		(3,675)		-39.9%		(2,852)		-12.3%

		利 リ		ダンプ		部品 ブヒン		2,310		38.6%		2,241		36.9%		4,551		37.8%		2,384		37.9%		2,191		36.5%		4,575		37.3%		9,126		37.5%

		益 エキ				サ－ビス		590		28.5%		632		29.5%		1,222		29.0%		600		27.8%		567		25.5%		1,167		26.6%		2,389		27.8%

						部・サ計 ブ ケイ		2,900		36.0%		2,872		35.0%		5,772		35.5%		2,984		35.3%		2,758		33.5%		5,742		34.5%		11,514		35.0%

						計 ケイ		3,489		23.3%		3,106		20.4%		6,595		21.8%		1,778		14.2%		289		2.2%		2,067		8.0%		8,662		15.4%

						合計 ゴウケイ		12,726		27.0%		12,679		26.8%		25,405		26.9%		13,127		29.1%		5,103		11.9%		18,231		20.7%		43,635		23.9%

								2022年度予算（3月） ヨサン ガツ

								第1四半期(見)				第2四半期(見）				1～2Q累計 ルイケイ				第3四半期(見）				第4四半期(見）				3～4Q累計 ルイケイ				年度(見）

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		16,345		0.0%		15,138		0.0%		31,483		0.0%		13,465		0.0%		11,309		0.0%		24,774		0.0%		56,257		0.0%

		売 ウ		ショベル		部品 ブヒン		14,278		0.0%		14,625		0.0%		28,904		0.0%		15,572		0.0%		15,524		0.0%		31,096		0.0%		60,000		0.0%

		上 ウエ				サ－ビス		4,897		0.0%		5,337		0.0%		10,234		0.0%		5,454		0.0%		5,710		0.0%		11,164		0.0%		21,398		0.0%

		収 シュウ				部・サ計 ブ ケイ		19,176		0.0%		19,962		0.0%		39,137		0.0%		21,026		0.0%		21,234		0.0%		42,260		0.0%		81,397		0.0%

		益 エキ				計 ケイ		35,521		0.0%		35,100		0.0%		70,620		0.0%		34,491		0.0%		32,543		0.0%		67,034		0.0%		137,654		0.0%

				リジット		本体 ホンタイ		6,815		0.0%		8,448		0.0%		15,263		0.0%		7,012		0.0%		4,516		0.0%		11,528		0.0%		26,791		0.0%

				ダンプ		部品 ブヒン		6,099		0.0%		6,072		0.0%		12,171		0.0%		6,259		0.0%		6,154		0.0%		12,413		0.0%		24,584		0.0%

						サ－ビス		2,034		0.0%		2,099		0.0%		4,133		0.0%		2,133		0.0%		2,193		0.0%		4,326		0.0%		8,459		0.0%

						部・サ計 ブ ケイ		8,133		0.0%		8,171		0.0%		16,304		0.0%		8,392		0.0%		8,347		0.0%		16,739		0.0%		33,043		0.0%

						計 ケイ		14,948		0.0%		16,620		0.0%		31,568		0.0%		15,404		0.0%		12,864		0.0%		28,267		0.0%		59,835		0.0%

						合計 ゴウケイ		50,469		0.0%		51,719		0.0%		102,188		0.0%		49,894		0.0%		45,407		0.0%		95,301		0.0%		197,488		0.0%

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		3,927		24.0%		4,788		31.6%		8,715		27.7%		5,199		38.6%		4,468		39.5%		9,667		39.0%		18,382		32.7%

		限 ゲン		ショベル		部品 ブヒン		8,187		57.3%		8,398		57.4%		16,585		57.4%		9,240		59.3%		9,203		59.3%		18,443		59.3%		35,028		58.4%

		界 カイ				サ－ビス		1,998		40.8%		2,124		39.8%		4,123		40.3%		2,302		42.2%		2,206		38.6%		4,508		40.4%		8,631		40.3%

		利 リ				部・サ計 ブ ケイ		10,186		53.1%		10,522		52.7%		20,708		52.9%		11,542		54.9%		11,409		53.7%		22,951		54.3%		43,659		53.6%

		益 エキ				計 ケイ		14,112		39.7%		15,310		43.6%		29,422		41.7%		16,741		48.5%		15,877		48.8%		32,618		48.7%		62,040		45.1%

				リジット		本体 ホンタイ		1,528		22.4%		1,087		12.9%		2,615		17.1%		1,349		19.2%		2,021		44.8%		3,370		29.2%		5,986		22.3%

				ダンプ		部品 ブヒン		3,308		54.2%		3,352		55.2%		6,660		54.7%		3,466		55.4%		3,370		54.8%		6,836		55.1%		13,496		54.9%

						サ－ビス		782		38.4%		800		38.1%		1,582		38.3%		798		37.4%		795		36.2%		1,593		36.8%		3,174		37.5%

						部・サ計 ブ ケイ		4,090		50.3%		4,152		50.8%		8,242		50.5%		4,264		50.8%		4,165		49.9%		8,429		50.4%		16,671		50.5%

						計 ケイ		5,618		37.6%		5,239		31.5%		10,857		34.4%		5,614		36.4%		6,186		48.1%		11,799		41.7%		22,657		37.9%

						合計 ゴウケイ		19,730		39.1%		20,549		39.7%		40,280		39.4%		22,354		44.8%		22,062		48.6%		44,417		46.6%		84,697		42.9%

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		356		2.2%		681		4.5%		1,037		3.3%		1,703		12.6%		831		7.3%		2,533		10.2%		3,571		6.3%

		調 チョウ		ショベル		部品 ブヒン		5,902		41.3%		6,222		42.5%		12,124		41.9%		7,178		46.1%		6,880		44.3%		14,057		45.2%		26,181		43.6%

		整 ヒトシ				サ－ビス		1,511		30.8%		1,644		30.8%		3,154		30.8%		1,779		32.6%		1,629		28.5%		3,408		30.5%		6,562		30.7%

		後 アト				部・サ計 ブ ケイ		7,412		38.7%		7,866		39.4%		15,278		39.0%		8,956		42.6%		8,509		40.1%		17,465		41.3%		32,743		40.2%

		営 エイ				計 ケイ		7,768		21.9%		8,547		24.3%		16,315		23.1%		10,659		30.9%		9,339		28.7%		19,999		29.8%		36,314		26.4%

		業 ギョウ		リジット		本体 ホンタイ		(76)		-1.1%		(652)		-7.7%		(728)		-4.8%		(132)		-1.9%		239		5.3%		107		0.9%		(621)		-2.3%

		利 リ		ダンプ		部品 ブヒン		2,115		34.7%		2,117		34.9%		4,232		34.8%		2,363		37.7%		2,146		34.9%		4,509		36.3%		8,741		35.6%

		益 エキ				サ－ビス		585		28.8%		607		28.9%		1,193		28.9%		582		27.3%		557		25.4%		1,139		26.3%		2,332		27.6%

						部・サ計 ブ ケイ		2,701		33.2%		2,724		33.3%		5,425		33.3%		2,944		35.1%		2,703		32.4%		5,648		33.7%		11,072		33.5%

						計 ケイ		2,625		17.6%		2,072		12.5%		4,697		14.9%		2,812		18.3%		2,943		22.9%		5,755		20.4%		10,451		17.5%

						合計 ゴウケイ		10,393		20.6%		10,619		20.5%		21,012		20.6%		13,471		27.0%		12,282		27.0%		25,753		27.0%		46,765		23.7%

								差額 サガク

								第1四半期				第2四半期				1～2Q累計 ルイケイ				第3四半期				第4四半期				3～4Q累計 ルイケイ				年度

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		(1,176)		0.0%		(1,550)		0.0%		(2,726)		0.0%		(910)		0.0%		(1,582)		0.0%		(2,492)		0.0%		(5,218)		0.0%

		売 ウ		ショベル		部品 ブヒン		(2,198)		0.0%		(1,381)		0.0%		(3,579)		0.0%		(986)		0.0%		(1,169)		0.0%		(2,155)		0.0%		(5,734)		0.0%

		上 ウエ				サ－ビス		(89)		0.0%		(156)		0.0%		(245)		0.0%		(99)		0.0%		(131)		0.0%		(229)		0.0%		(474)		0.0%

		収 シュウ				部・サ計 ブ ケイ		(2,287)		0.0%		(1,537)		0.0%		(3,824)		0.0%		(1,085)		0.0%		(1,300)		0.0%		(2,384)		0.0%		(6,208)		0.0%

		益 エキ				計 ケイ		(3,463)		0.0%		(3,087)		0.0%		(6,550)		0.0%		(1,994)		0.0%		(2,882)		0.0%		(4,876)		0.0%		(11,426)		0.0%

				リジット		本体 ホンタイ		128		0.0%		(1,416)		0.0%		(1,288)		0.0%		(2,914)		0.0%		588		0.0%		(2,325)		0.0%		(3,613)		0.0%

				ダンプ		部品 ブヒン		(121)		0.0%		(1)		0.0%		(123)		0.0%		25		0.0%		(158)		0.0%		(133)		0.0%		(256)		0.0%

						サ－ビス		35		0.0%		42		0.0%		77		0.0%		28		0.0%		30		0.0%		58		0.0%		135		0.0%

						部・サ計 ブ ケイ		(86)		0.0%		40		0.0%		(46)		0.0%		53		0.0%		(128)		0.0%		(75)		0.0%		(121)		0.0%

						計 ケイ		41		0.0%		(1,375)		0.0%		(1,334)		0.0%		(2,861)		0.0%		461		0.0%		(2,401)		0.0%		(3,734)		0.0%

						合計 ゴウケイ		(3,421)		0.0%		(4,462)		0.0%		(7,884)		0.0%		(4,855)		0.0%		(2,422)		0.0%		(7,277)		0.0%		(15,161)		0.0%

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		1,686		13.0%		776		9.3%		2,461		11.2%		798		9.2%		(4,351)		-38.3%		(3,554)		-11.6%		(1,093)		1.2%

		限 ゲン		ショベル		部品 ブヒン		(113)		9.5%		25		6.2%		(88)		7.8%		26		4.2%		23		5.0%		49		4.6%		(39)		6.1%

		界 カイ				サ－ビス		(98)		-1.3%		(163)		-1.9%		(261)		-1.6%		(138)		-1.8%		(13)		0.7%		(152)		-0.5%		(413)		-1.1%

		利 リ				部・サ計 ブ ケイ		(211)		5.9%		(138)		3.6%		(349)		4.7%		(112)		2.4%		10		3.6%		(102)		3.0%		(451)		3.8%

		益 エキ				計 ケイ		1,475		8.9%		638		6.2%		2,112		7.6%		685		5.1%		(4,342)		-9.9%		(3,656)		-2.1%		(1,544)		2.9%

				リジット		本体 ホンタイ		710		9.8%		835		14.5%		1,545		12.6%		(1,111)		-13.4%		(2,498)		-54.1%		(3,610)		-31.8%		(2,065)		-5.4%

				ダンプ		部品 ブヒン		70		2.3%		70		1.2%		140		1.7%		20		0.1%		(33)		0.9%		(13)		0.5%		127		1.1%

						サ－ビス		18		0.2%		19		0.2%		38		0.2%		15		0.2%		10		-0.0%		26		0.1%		63		0.1%

						部・サ計 ブ ケイ		88		1.6%		90		0.8%		178		1.2%		36		0.1%		(23)		0.5%		13		0.3%		190		0.8%

						計 ケイ		798		5.2%		924		8.9%		1,722		7.2%		(1,076)		-0.3%		(2,522)		-20.6%		(3,597)		-10.0%		(1,875)		-0.8%

						合計 ゴウケイ		2,273		7.7%		1,562		7.1%		3,835		7.4%		(390)		4.0%		(6,863)		-13.2%		(7,253)		-4.4%		(3,419)		1.7%

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		1,352		9.1%		1,016		8.0%		2,369		8.5%		771		7.1%		(4,777)		-47.9%		(4,006)		-16.8%		(1,637)		-2.6%

		調 チョウ		ショベル		部品 ブヒン		234		9.5%		166		5.7%		400		7.5%		49		3.5%		262		5.4%		310		4.4%		710		5.9%

		整 ヒトシ				サ－ビス		(118)		-1.9%		(155)		-2.1%		(273)		-2.0%		(130)		-1.8%		(10)		0.5%		(140)		-0.6%		(413)		-1.3%

		後 アト				部・サ計 ブ ケイ		116		5.9%		10		3.3%		126		4.6%		(81)		1.9%		251		3.9%		170		2.9%		297		3.7%

		営 エイ				計 ケイ		1,469		6.9%		1,027		5.6%		2,495		6.3%		690		4.0%		(4,526)		-12.5%		(3,835)		-3.8%		(1,340)		1.3%

		業 ギョウ		リジット		本体 ホンタイ		665		9.6%		886		11.0%		1,550		10.7%		(1,074)		-27.5%		(2,708)		-53.7%		(3,782)		-40.9%		(2,231)		-10.0%

		利 リ		ダンプ		部品 ブヒン		195		4.0%		124		2.0%		319		3.0%		22		0.2%		44		1.7%		66		0.9%		385		2.0%

		益 エキ				サ－ビス		5		-0.3%		24		0.6%		29		0.2%		18		0.5%		10		0.1%		29		0.3%		57		0.2%

						部・サ計 ブ ケイ		200		2.8%		148		1.6%		348		2.2%		40		0.3%		54		1.2%		94		0.7%		442		1.5%

						計 ケイ		864		5.7%		1,034		7.9%		1,898		6.9%		(1,034)		-4.1%		(2,653)		-20.7%		(3,687)		-12.4%		(1,789)		-2.0%

						合計 ゴウケイ		2,333		6.5%		2,060		6.3%		4,393		6.4%		(344)		2.1%		(7,179)		-15.2%		(7,523)		-6.3%		(3,130)		0.3%

				部品サービス
前回調整額 ブヒン ゼンカイ チョウセイ ガク		１Q		１Q		１Q		２Q		２Q		２Q		３Q		３Q		３Q		４Q		４Q		４Q		YEAR		YEAR		YEAR

						売上 ウリアゲ		限界 ゲンカイ		営業 エイギョウ		売上 ウリアゲ		限界 ゲンカイ		営業 エイギョウ		売上 ウリアゲ		限界 ゲンカイ		営業 エイギョウ		売上 ウリアゲ		限界 ゲンカイ		営業 エイギョウ		売上 ウリアゲ		限界 ゲンカイ		営業 エイギョウ

				SH　Parts

				SH　Service

				HCA SH

				HCA DT

				TTL		0		0		0
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仕向地（対前年）

						2021年度　マイニング売上収益内訳　対前年 ネンド ウチワケ タイ ゼンネン





						（金額：億円） キンガク オク エン

										21年度実績 ネンド ジッセキ																		22年度見通（今回） ネンド ミトオ コンカイ																		差額 サガク

										1Q		2Q		1-2Q累 ルイ		3Q		1-3Q累 ルイ		4Q		3-4Q累 ルイ		2-4Q累 ルイ		年度 ネンド		1Q		2Q		1-2Q累 ルイ		3Q		1-3Q累 ルイ		4Q		3-4Q累 ルイ		2-4Q累 ルイ		年度 ネンド		1Q		2Q		1-2Q累 ルイ		3Q		1-3Q累 ルイ		4Q		3-4Q累 ルイ		2-4Q累 ルイ		年度 ネンド

										売上収益		売上収益				売上収益		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益

		米州ショベル				米州 ベイシュウ		ショベル		19		44		64		14		78		17		31		75		94		55		48		103		43		146		58		101		148		204		36		3		39		29		68		41		70		73		109

		米州ダンプ						トラック		7		7		14		7		20		6		13		19		26		6		6		12		5		17		34		39		45		51		△ 1		△ 1		△ 2		△ 1		△ 3		28		27		26		25

								計 ケイ		26		51		77		21		98		23		43		94		120		61		54		115		48		163		92		140		193		255		35		3		38		27		65		69		97		99		134

		欧阿中東ショベル				欧阿中東 オウ オモネ チュウトウ		ショベル		62		56		117		63		180		95		157		213		275		75		66		140		66		206		53		119		185		259		13		10		23		3		26		△ 42		△ 38		△ 28		△ 15

		欧阿中東ダンプ						トラック		37		42		79		47		126		52		99		141		178		54		52		106		58		163		48		106		158		212		16		10		27		11		38		△ 4		7		17		34

								計 ケイ		99		98		196		109		306		147		256		354		453		128		118		246		123		370		102		225		343		471		30		20		50		14		64		△ 46		△ 31		△ 11		18

		豪亜ショベル				アジア・大洋州 タイヨウ シュウ		ショベル		162		178		341		187		528		228		415		594		756		186		204		390		213		603		183		397		601		787		24		26		49		26		75		△ 45		△ 19		7		31

		豪亜ダンプ						トラック		51		62		113		66		179		52		117		179		231		90		94		184		62		246		51		113		207		297		39		32		70		△ 3		67		△ 1		△ 4		28		66

								計 ケイ		214		240		454		253		707		280		533		773		987		276		298		574		275		849		234		510		807		1,084		62		57		120		23		142		△ 45		△ 23		35		97

		中国ショベル				中国 チュウゴク		ショベル		2		1		3		2		5		1		3		4		6		2		3		4		1		6		1		3		6		7		0		1		1		△ 1		1		0		△ 0		1		1

		中国ダンプ						トラック		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		1		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0

								計 ケイ		2		2		3		2		6		1		3		5		7		2		3		5		2		7		2		3		6		8		0		1		2		△ 0		1		0		△ 0		1		2

		インドショベル				インド		ショベル		12		16		27		13		41		17		30		46		57		14		19		32		23		55		14		37		56		69		2		3		5		9		14		△ 2		7		10		12

		インドダンプ				※アジアの内数 ウチ スウ		ダンプ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

								計 ケイ		12		16		27		13		41		17		30		46		57		14		19		32		23		55		14		37		56		69		2		3		5		9		14		△ 2		7		10		12

		日本ショベル				日本 ニホン		ショベル		1		6		7		2		9		4		6		12		13		3		0		3		2		4		1		3		3		5		1		△ 6		△ 4		△ 0		△ 5		△ 3		△ 3		△ 9		△ 8

		日本ダンプ						トラック		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		△ 0		△ 0		△ 0		△ 0		△ 0		△ 0		△ 0		△ 0		△ 0

								計 ケイ		1		6		7		2		9		4		6		12		13		3		0		3		2		4		1		3		3		5		1		△ 6		△ 4		△ 0		△ 5		△ 3		△ 3		△ 9		△ 8

						合計 ゴウケイ		ショベル		246		286		532		268		800		344		612		897		1,144		321		320		641		325		966		297		622		942		1,262		74		35		109		57		166		△ 47		10		44		119

								トラック		95		111		206		119		326		110		229		340		436		150		152		302		125		428		133		259		411		561		55		41		96		6		102		23		29		71		125

								計 ケイ		341		397		738		387		1,125		454		841		1,238		1,579		470		473		943		450		1,393		430		880		1,353		1,823		129		76		205		63		268		△ 24		39		115		244



										参考：4Qに含まれていたHE-Pの影響 サンコウ フク エイキョウ

										地域 チイキ		製品 セイヒン				4Qダンプに
占める割合 シ ワリアイ		4Qﾏｲﾆﾝｸﾞに
占める割合 シ ワリアイ

										米州（HEPUS） ベイシュウ		ダンプ				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

										豪亜（HEPAU） ゴウ ア		ダンプ				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

												計 ケイ				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		インドショベル				インド		ショベル		5		7		12		9		21		7		16		23		28		14		19		32		23		55		14		37		56		69		8		12		20		14		34		7		21		33		41

		インドダンプ				※アジアの内数 ウチ スウ		ダンプ		0		△ 0		△ 0		0		△ 0		0		0		△ 0		△ 0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		△ 0		1		0		0		0		0		0		1		0

								計 ケイ		5		6		12		9		21		7		16		22		27		14		19		32		23		55		14		37		56		69		8		12		21		14		35		7		21		34		42









仕向地（対前回）

						2021年度　マイニング売上収益内訳　対前回 ネンド ウチワケ タイ ゼンカイ





						（金額：億円） キンガク オク エン

										22年度予算(3月) ネンド ヨサン ガツ																		22年度見通（今回） ネンド ミトオ コンカイ																		差額 サガク

										1Q		2Q		1-2Q累 ルイ		3Q		1-3Q累 ルイ		4Q		3-4Q累 ルイ		2-4Q累 ルイ		年度 ネンド		1Q		2Q		1-2Q累 ルイ		3Q		1-3Q累 ルイ		4Q		3-4Q累 ルイ		2-4Q累 ルイ		年度 ネンド		1Q		2Q		1-2Q累 ルイ		3Q		1-3Q累 ルイ		4Q		3-4Q累 ルイ		2-4Q累 ルイ		年度 ネンド

										売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益

		米州ショベル				米州 ベイシュウ		ショベル		44		46		90		44		134		57		100		146		190		55		48		103		43		146		58		101		148		204		11		2		13		△ 1		12		1		0		2		13

		米州ダンプ						トラック		6		6		12		9		21		26		35		41		47		6		6		12		5		17		34		39		45		51		△ 0		△ 0		△ 0		△ 4		△ 4		8		4		4		4

								計 ケイ		51		52		103		53		155		82		135		187		238		61		54		115		48		163		92		140		193		255		11		2		12		△ 5		8		9		5		6		17

		欧阿中東ショベル				欧阿中東 オウ オモネ チュウトウ		ショベル		112		82		194		92		286		71		162		245		357		75		66		140		66		206		53		119		185		259		△ 37		△ 17		△ 54		△ 26		△ 80		△ 18		△ 43		△ 60		△ 97

		欧阿中東ダンプ						トラック		53		69		122		70		192		47		116		186		238		54		52		106		58		163		48		106		158		212		1		△ 17		△ 16		△ 12		△ 28		2		△ 10		△ 27		△ 27

								計 ケイ		165		152		316		161		478		117		279		430		595		128		118		246		123		370		102		225		343		471		△ 37		△ 34		△ 70		△ 38		△ 108		△ 16		△ 54		△ 87		△ 124

		豪亜ショベル				アジア・大洋州 タイヨウ シュウ		ショベル		193		219		412		205		618		195		401		620		813		186		204		390		213		603		183		397		601		787		△ 7		△ 15		△ 22		8		△ 14		△ 12		△ 4		△ 19		△ 26

		豪亜ダンプ						トラック		90		91		181		75		255		56		131		222		312		90		94		184		62		246		51		113		207		297		△ 0		3		3		△ 13		△ 9		△ 5		△ 18		△ 15		△ 15

								計 ケイ		283		310		593		280		873		252		532		841		1,125		276		298		574		275		849		234		510		807		1,084		△ 7		△ 12		△ 19		△ 5		△ 24		△ 17		△ 22		△ 34		△ 41

		中国ショベル				中国 チュウゴク		ショベル		3		4		7		3		9		2		4		8		11		2		3		4		1		6		1		3		6		7		△ 1		△ 1		△ 2		△ 1		△ 3		△ 0		△ 2		△ 3		△ 4

		中国ダンプ						トラック		0		0		1		0		1		0		0		1		1		0		0		1		0		1		0		0		1		1		△ 0		△ 0		△ 0		△ 0		△ 0		△ 0		△ 0		△ 0		△ 0

								計 ケイ		3		4		7		3		10		2		5		9		12		2		3		5		2		7		2		3		6		8		△ 1		△ 1		△ 2		△ 1		△ 3		△ 0		△ 2		△ 3		△ 4

		インドショベル				インド		ショベル		16		16		31		16		48		17		33		49		64		14		19		32		23		55		14		37		56		69		△ 2		3		1		6		7		△ 3		4		7		5

		インドダンプ				※アジアの内数 ウチ スウ		ダンプ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

								計 ケイ		16		16		31		16		48		17		33		49		64		14		19		32		23		55		14		37		56		69		△ 2		3		1		6		7		△ 3		4		7		5

		日本ショベル				日本 ニホン		ショベル		3		0		3		2		4		1		3		3		5		3		0		3		2		4		1		3		3		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		日本ダンプ						トラック		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		△ 0		△ 0		△ 0		△ 0		△ 0		△ 0		△ 0		△ 0		△ 0

								計 ケイ		3		0		3		2		4		1		3		3		5		3		0		3		2		4		1		3		3		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						合計 ゴウケイ		ショベル		355		351		706		345		1,051		325		670		1,021		1,377		321		320		641		325		966		297		622		942		1,262		△ 35		△ 31		△ 65		△ 20		△ 85		△ 29		△ 49		△ 80		△ 114

								トラック		149		166		316		154		470		129		283		449		598		150		152		302		125		428		133		259		411		561		0		△ 14		△ 13		△ 29		△ 42		5		△ 24		△ 38		△ 37

								計 ケイ		505		517		1,022		499		1,521		454		953		1,470		1,975		470		473		943		450		1,393		430		880		1,353		1,823		△ 34		△ 45		△ 79		△ 49		△ 127		△ 24		△ 73		△ 117		△ 152



		インドショベル				インド		ショベル		6		10		16		10		27		12		22		32		39		14		19		32		23		55		14		37		56		69		7		9		16		12		28		2		15		23		30

		インドダンプ				※アジアの内数 ウチ スウ		ダンプ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		△ 0		0		△ 0		△ 0		△ 0		△ 0		△ 0		△ 0		△ 0

								計 ケイ		6		10		16		10		27		12		22		32		39		14		19		32		23		55		14		37		56		69		7		9		16		12		28		2		15		23		30













ｼｮﾍﾞﾙ、ﾀﾞﾝﾌﾟ内訳

		（単位：Ｍ￥） タンイ																																						売上収益構成 コウセイ

								2013年度実績 ネンド ジッセキ																												対前年比較 タイ ゼン ネン ヒカク				Ｑ１				Ｑ２				Ｈ１				Ｑ３				Ｑ４				Ｈ２				年度 ネンド

								第1四半期（実） ジツ				第2四半期（実） ジツ				1～2Q累計 ルイケイ				第3四半期（実） ジツ				第4四半期（実） ジツ				3～4Q累計 ルイケイ				年度（実） ジツ				増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン リツ		186,557				187,187				373,744				184,118				245,126				429,244				802,988

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		10,023		0		11,622		0		21,645		0		8,342		0		13,835		0		22,177		0		43,822		0		(25,923)		-37%		5.3%		ERROR:#DIV/0!		5.8%		ERROR:#DIV/0!		5.6%		ERROR:#DIV/0!		4.4%		0.0%		5.9%		ERROR:#DIV/0!		5.2%		ERROR:#DIV/0!		5.4%

		売 ウ		ショベル		部品 ブヒン		7,201		0		7,279		0		14,480		0		8,100		0		7,645		0		15,745		0		30,225		0		(2,116)		-7%		3.8%		ERROR:#DIV/0!		3.6%		ERROR:#DIV/0!		3.7%		ERROR:#DIV/0!		4.2%		0.0%		3.2%		ERROR:#DIV/0!		3.7%		ERROR:#DIV/0!		3.7%

		上 ウエ				サ－ビス		4,038		0		3,980		0		8,018		0		4,095		0		4,481		0		8,576		0		16,594		0		(1,484)		-8%		2.2%		ERROR:#DIV/0!		2.0%		ERROR:#DIV/0!		2.1%		ERROR:#DIV/0!		2.1%		0.0%		1.9%		ERROR:#DIV/0!		2.0%		ERROR:#DIV/0!		2.0%

		収 シュウ				計 ケイ		21,262		0		22,881		0		44,143		0		20,537		0		25,961		0		46,498		0		90,641		0		(29,524)		-25%		11.3%		ERROR:#DIV/0!		11.4%		ERROR:#DIV/0!		11.3%		ERROR:#DIV/0!		10.8%		0.0%		11.0%		ERROR:#DIV/0!		10.9%		ERROR:#DIV/0!		11.1%

		益 エキ		リジット		本体 ホンタイ		5,614		0		1,320		0		6,934		0		1,675		0		7,836		0		9,511		0		16,445		0		(11,032)		-40%		3.0%		ERROR:#DIV/0!		0.7%		ERROR:#DIV/0!		1.8%		ERROR:#DIV/0!		0.9%		0.0%		3.3%		ERROR:#DIV/0!		2.2%		ERROR:#DIV/0!		2.0%

				ダンプ		部品 ブヒン		3,121		0		3,788		0		6,909		0		3,341		0		4,258		0		7,599		0		14,508		0		2,304		19%		1.7%		ERROR:#DIV/0!		1.9%		ERROR:#DIV/0!		1.8%		ERROR:#DIV/0!		1.8%		0.0%		1.8%		ERROR:#DIV/0!		1.8%		ERROR:#DIV/0!		1.8%

						サ－ビス		796		0		1,233		0		2,029		0		1,237		0		1,942		0		3,179		0		5,208		0		1,663		47%		0.4%		ERROR:#DIV/0!		0.6%		ERROR:#DIV/0!		0.5%		ERROR:#DIV/0!		0.6%		0.0%		0.8%		ERROR:#DIV/0!		0.7%		ERROR:#DIV/0!		0.6%

						計 ケイ		9,531		0		6,341		0		15,872		0		6,253		0		14,036		0		20,289		0		36,161		0		(7,065)		-16%		5.1%		ERROR:#DIV/0!		3.1%		ERROR:#DIV/0!		4.1%		ERROR:#DIV/0!		3.3%		0.0%		5.9%		ERROR:#DIV/0!		4.8%		ERROR:#DIV/0!		4.4%

						合計 ゴウケイ		30,793		0		29,222		0		60,015		0		26,790		0		39,997		0		66,787		0		126,802		0		(36,589)		-22%		16.4%		ERROR:#DIV/0!		14.5%		ERROR:#DIV/0!		15.4%		ERROR:#DIV/0!		14.1%		0.0%		16.9%		ERROR:#DIV/0!		15.7%		ERROR:#DIV/0!		15.5%

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		2,064		20.6%		3,608		31.0%		5,672		26.2%		2,590		31.0%		3,783		27.3%		6,373		28.7%		12,045		27.5%		(16,845)		-58%

		限 ゲン		ショベル		部品 ブヒン		5,518		76.6%		4,889		67.2%		10,407		71.9%		4,441		54.8%		4,532		59.3%		8,973		57.0%		19,380		64.1%		(303)		-2%		売上収益								1Q				2Q				上期 カミキ				３Q				４Q		下期 シモキ		年度 ネンド

		界 カイ				サ－ビス		1,151		28.5%		1,020		25.6%		2,171		27.1%		911		22.2%		1,410		31.5%		2,321		27.1%		4,492		27.1%		(1,120)		-20%		本体 ホンタイ				ショベル				10,023				11,622				21,645				8,342				13,835		22,177		43,822

		利 リ				計 ケイ		8,733		41.1%		9,517		41.6%		18,250		41.3%		7,942		38.7%		9,725		37.5%		17,667		38.0%		35,917		39.6%		(18,268)		-34%						ダンプ				5,614				1,320				6,934				1,675				7,836		9,511		16,445

		益 エキ		リジット		本体 ホンタイ		(60)		-1.1%		(204)		-15.5%		(264)		-3.8%		(343)		-20.5%		1,479		18.9%		1,136		11.9%		872		5.3%		(4,003)		-82%						計 ケイ				15,637		0		12,942		0		28,579		0		10,017		0		21,671		31,688		60,267

				ダンプ		部品 ブヒン		2,048		65.6%		2,130		56.2%		4,178		60.5%		1,969		58.9%		2,840		66.7%		4,809		63.3%		8,987		61.9%		1,378		18%		部品 ブヒン				ショベル				11,239				11,259				22,498				12,195				12,126		24,321		46,819

						サ－ビス		299		37.6%		322		26.1%		621		30.6%		378		30.6%		606		31.2%		984		31.0%		1,605		30.8%		183		13%		サービス				ダンプ				3,917				5,021				8,938				4,578				6,200		10,778		19,716

						計 ケイ		2,287		24.0%		2,248		35.5%		4,535		28.6%		2,004		32.0%		4,925		35.1%		6,929		34.2%		11,464		31.7%		(2,441)		-18%						計 ケイ				15,156				16,280		0		31,436		0		16,773		0		18,326		35,099		66,535

						合計 ゴウケイ		11,020		35.8%		11,765		40.3%		22,785		38.0%		9,946		37.1%		14,650		36.6%		24,596		36.8%		47,381		37.4%		(20,709)		-30%						合計 ゴウケイ				30,793		0		29,222		0		60,015		0		26,790		0		39,997		66,787		126,802

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		(1,309)		-13.1%		(696)		-6.0%		(2,005)		-9.3%		(1,345)		-16.1%		(236)		-1.7%		(1,581)		-7.1%		(3,586)		-8.2%		(13,384)		-137%

		営 エイ		ショベル		部品 ブヒン		2,747		38.1%		3,005		41.3%		5,752		39.7%		2,283		28.2%		3,525		46.1%		5,808		36.9%		11,560		38.2%		(2,735)		-19%						チェック				0				0				0				0				0		0		0

		業 ギョウ				サ－ビス		642		15.9%		511		12.8%		1,153		14.4%		341		8.3%		934		20.8%		1,275		14.9%		2,428		14.6%		(1,068)		-31%

		利 リ				計 ケイ		2,080		9.8%		2,820		12.3%		4,900		11.1%		1,279		6.2%		4,223		16.3%		5,502		11.8%		10,402		11.5%		(17,187)		-62%

		益 エキ		リジット		本体 ホンタイ		(1,202)		-21.4%		(1,619)		-122.7%		(2,821)		-40.7%		(2,206)		-131.7%		(2,911)		-37.1%		(5,117)		-53.8%		(7,938)		-48.3%		(3,821)		93%

				ダンプ		部品 ブヒン		1,199		38.4%		1,237		32.7%		2,436		35.3%		1,087		32.5%		2,068		48.6%		3,155		41.5%		5,591		38.5%		239		4%

						サ－ビス		196		24.6%		158		12.8%		354		17.4%		178		14.4%		390		20.1%		568		17.9%		922		17.7%		(30)		-3%

						計 ケイ		193		2.0%		(224)		-3.5%		(31)		-0.2%		(941)		-15.0%		(453)		-3.2%		(1,394)		-6.9%		(1,425)		-3.9%		(3,612)		-165%





																																								売上収益構成 コウセイ

								2014年度実績 ネンド ジッセキ																												対前年比較 タイ ゼン ネン ヒカク				Ｑ１				Ｑ２				Ｈ１				Ｑ３				Ｑ４				Ｈ２				年度 ネンド

								第1四半期（実） ジツ				第2四半期（実） ジツ				1～2Q累計 ルイケイ				第3四半期（実） ジツ				第4四半期（実） ジツ				3～4Q累計 ルイケイ				年度（実） ジツ				増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン リツ		187,699				201,443				389,142				190,631		180,000		236,019				426,650				815,792

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		5,253		0		10,585		0		15,838		0		4,008		0		8,050		0		12,058		0		27,896		0		(15,926)		-36%		2.8%		ERROR:#DIV/0!		5.3%		ERROR:#DIV/0!		4.1%		ERROR:#DIV/0!		2.1%		0.0%		3.4%		ERROR:#DIV/0!		2.8%		ERROR:#DIV/0!		3.4%

		売 ウ		ショベル		部品 ブヒン		7,333		0		8,424		0		15,757		0		8,479		0		9,133		0		17,612		0		33,369		0		3,144		10%		3.9%		ERROR:#DIV/0!		4.2%		ERROR:#DIV/0!		4.0%		ERROR:#DIV/0!		4.4%		0.0%		3.9%		ERROR:#DIV/0!		4.1%		ERROR:#DIV/0!		4.1%

		上 ウエ				サ－ビス		4,574		0		3,908		0		8,482		0		3,882		0		3,779		0		7,661		0		16,143		0		(451)		-3%		2.4%		ERROR:#DIV/0!		1.9%		ERROR:#DIV/0!		2.2%		ERROR:#DIV/0!		2.0%		0.0%		1.6%		ERROR:#DIV/0!		1.8%		ERROR:#DIV/0!		2.0%

		収 シュウ				計 ケイ		17,160		0		22,917		0		40,077		0		16,369		0		20,962		0		37,331		0		77,408		0		(13,233)		-15%		9.1%		ERROR:#DIV/0!		11.4%		ERROR:#DIV/0!		10.3%		ERROR:#DIV/0!		8.6%		0.0%		8.9%		ERROR:#DIV/0!		8.7%		ERROR:#DIV/0!		9.5%

		益 エキ		リジット		本体 ホンタイ		6,636		0		4,409		0		11,045		0		3,841		0		12,838		0		16,679		0		27,724		0		11,279		69%		3.5%		ERROR:#DIV/0!		2.2%		ERROR:#DIV/0!		2.8%		ERROR:#DIV/0!		2.0%		0.0%		5.4%		ERROR:#DIV/0!		3.9%		ERROR:#DIV/0!		3.4%

				ダンプ		部品 ブヒン		3,314		0		3,348		0		6,662		0		3,242		0		3,231		0		6,473		0		13,135		0		(1,373)		-9%		1.8%		ERROR:#DIV/0!		1.7%		ERROR:#DIV/0!		1.7%		ERROR:#DIV/0!		1.7%		0.0%		1.4%		ERROR:#DIV/0!		1.5%		ERROR:#DIV/0!		1.6%

						サ－ビス		1,757		0		1,019		0		2,776		0		673		0		411		0		1,084		0		3,860		0		(1,348)		-26%		0.9%		ERROR:#DIV/0!		0.5%		ERROR:#DIV/0!		0.7%		ERROR:#DIV/0!		0.4%		0.0%		0.2%		ERROR:#DIV/0!		0.3%		ERROR:#DIV/0!		0.5%

						計 ケイ		11,707		0		8,776		0		20,483		0		7,756		0		16,480		0		24,236		0		44,719		0		8,558		24%		6.2%		ERROR:#DIV/0!		4.4%		ERROR:#DIV/0!		5.3%		ERROR:#DIV/0!		4.1%		0.0%		7.0%		ERROR:#DIV/0!		5.7%		ERROR:#DIV/0!		5.5%

						合計 ゴウケイ		28,867		0		31,693		0		60,560		0		24,125		0		37,442		0		61,567		0		122,127		0		(4,675)		-4%		15.4%		ERROR:#DIV/0!		15.7%		ERROR:#DIV/0!		15.6%		ERROR:#DIV/0!		12.7%		0.0%		15.9%		ERROR:#DIV/0!		14.4%		ERROR:#DIV/0!		15.0%

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		1,155		22.0%		2,387		22.6%		3,542		22.4%		1,878		46.9%		2,796		34.7%		4,674		38.8%		8,216		29.5%		(3,829)		-32%

		限 ゲン		ショベル		部品 ブヒン		4,522		61.7%		4,770		56.6%		9,292		59.0%		6,448		76.0%		4,971		54.4%		11,419		64.8%		20,711		62.1%		1,331		7%		売上収益								1Q				2Q				上期 カミキ				３Q				４Q		下期 シモキ		年度 ネンド

		界 カイ				サ－ビス		1,384		30.3%		1,341		34.3%		2,725		32.1%		1,464		37.7%		1,307		34.6%		2,771		36.2%		5,496		34.0%		1,004		22%		本体 ホンタイ				ショベル				5,253				10,585				15,838				4,008				8,050		12,058		27,896

		利 リ				計 ケイ		7,061		41.1%		8,498		37.1%		15,559		38.8%		9,790		59.8%		9,074		43.3%		18,864		50.5%		34,423		44.5%		(1,494)		-4%						ダンプ				6,636				4,409				11,045				3,841				12,838		16,679		27,724

		益 エキ		リジット		本体 ホンタイ		976		14.7%		1,405		31.9%		2,381		21.6%		362		9.4%		1,153		9.0%		1,515		9.1%		3,896		14.1%		3,024		347%						計 ケイ				11,889		0		14,994		0		26,883		0		7,849		0		20,888		28,737		55,620

				ダンプ		部品 ブヒン		1,733		52.3%		1,902		56.8%		3,635		54.6%		1,873		57.8%		1,385		42.9%		3,258		50.3%		6,893		52.5%		(2,094)		-23%		部品 ブヒン				ショベル				11,907				12,332				24,239				12,361				12,912		25,273		49,512

						サ－ビス		610		34.7%		387		38.0%		997		35.9%		275		40.9%		220		53.5%		495		45.7%		1,492		38.7%		(113)		-7%		サービス				ダンプ				5,071				4,367				9,438				3,915				3,642		7,557		16,995

						計 ケイ		3,319		28.4%		3,694		42.1%		7,013		34.2%		2,510		32.4%		2,758		16.7%		5,268		21.7%		12,281		27.5%		817		7%						計 ケイ				16,978				16,699		0		33,677		0		16,276		0		16,554		32,830		66,507

						合計 ゴウケイ		10,380		36.0%		12,192		38.5%		22,572		37.3%		12,300		51.0%		11,832		31.6%		24,132		39.2%		46,704		38.2%		(677)		-1%						合計 ゴウケイ				28,867		0		31,693		0		60,560		0		24,125		0		37,442		61,567		122,127

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		(825)		-15.7%		(643)		-6.1%		(1,468)		-9.3%		(317)		-7.9%		(450)		-5.6%		(767)		-6.4%		(2,235)		-8.0%		1,351		-38%

		営 エイ		ショベル		部品 ブヒン		2,512		34.3%		3,321		39.4%		5,833		37.0%		4,200		49.5%		3,782		41.4%		7,982		45.3%		13,815		41.4%		2,255		20%						チェック				0				0				0				0				0		0		0

		業 ギョウ				サ－ビス		748		16.4%		833		21.3%		1,581		18.6%		887		22.8%		921		24.4%		1,808		23.6%		3,389		21.0%		961		40%

		利 リ				計 ケイ		2,435		14.2%		3,511		15.3%		5,946		14.8%		4,770		29.1%		4,253		20.3%		9,023		24.2%		14,969		19.3%		4,567		44%

		益 エキ		リジット		本体 ホンタイ		(2,661)		-40.1%		(2,710)		-61.5%		(5,371)		-48.6%		(2,946)		-76.7%		(3,752)		-29.2%		(6,698)		-40.2%		(12,069)		-43.5%		(4,131)		52%

				ダンプ		部品 ブヒン		1,130		34.1%		1,350		40.3%		2,480		37.2%		1,185		36.6%		739		22.9%		1,924		29.7%		4,404		33.5%		(1,187)		-21%

						サ－ビス		325		18.5%		248		24.3%		573		20.6%		192		28.5%		171		41.6%		363		33.5%		936		24.2%		14		2%

						計 ケイ		(1,206)		-10.3%		(1,112)		-12.7%		(2,318)		-11.3%		(1,569)		-20.2%		(2,842)		-17.2%		(4,411)		-18.2%		(6,729)		-15.0%		(5,304)		372%

						合計 ゴウケイ		1,229		4.3%		2,399		7.6%		3,628		6.0%		3,201		13.3%		1,411		3.8%		4,612		7.5%		8,240		6.7%		(737)		-8%		売上収益構成 コウセイ

								2015年度実績 ネンド ジッセキ																												対前年比較 タイ ゼン ネン ヒカク				Ｑ１				Ｑ２				Ｈ１				Ｑ３				Ｑ４				Ｈ２				年度 ネンド

								第1四半期（実） ジツ				第2四半期（実） ジツ				1～2Q累計 ルイケイ				第3四半期（実） ジツ				第4四半期（実） ジツ				3～4Q累計 ルイケイ				年度（実） ジツ				増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン リツ		177,355				187,735				365,090				184,052		2,020		209,189				393,241				758,331

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		5,488		0		4,708		0		10,196		0		8,076		0		9,233		0		17,309		0		27,505		0		(391)		-1%		3.1%		ERROR:#DIV/0!		2.5%		ERROR:#DIV/0!		2.8%		ERROR:#DIV/0!		4.4%		0.0%		4.4%		ERROR:#DIV/0!		4.4%		ERROR:#DIV/0!		3.6%

		売 ウ		ショベル		部品 ブヒン		7,976		0		9,593		0		17,569		0		8,601		0		8,007		0		16,608		0		34,177		0		808		2%		4.5%		ERROR:#DIV/0!		5.1%		ERROR:#DIV/0!		4.8%		ERROR:#DIV/0!		4.7%		0.0%		3.8%		ERROR:#DIV/0!		4.2%		ERROR:#DIV/0!		4.5%

		上 ウエ				サ－ビス		4,793		0		4,856		0		9,649		0		4,291		0		4,717		0		9,008		0		18,657		0		2,514		16%		2.7%		ERROR:#DIV/0!		2.6%		ERROR:#DIV/0!		2.6%		ERROR:#DIV/0!		2.3%		0.0%		2.3%		ERROR:#DIV/0!		2.3%		ERROR:#DIV/0!		2.5%

		収 シュウ				計 ケイ		18,257		0		19,157		0		37,414		0		20,968		0		21,957		0		42,925		0		80,339		0		2,931		4%		10.3%		ERROR:#DIV/0!		10.2%		ERROR:#DIV/0!		10.2%		ERROR:#DIV/0!		11.4%		0.0%		10.5%		ERROR:#DIV/0!		10.9%		ERROR:#DIV/0!		10.6%

		益 エキ		リジット		本体 ホンタイ		3,136		0		5,290		0		8,426		0		3,992		0		4,176		0		8,168		0		16,594		0		(11,130)		-40%		1.8%		ERROR:#DIV/0!		2.8%		ERROR:#DIV/0!		2.3%		ERROR:#DIV/0!		2.2%		0.0%		2.0%		ERROR:#DIV/0!		2.1%		ERROR:#DIV/0!		2.2%

				ダンプ		部品 ブヒン		3,178		0		3,159		0		6,337		0		3,201		0		2,938		0		6,139		0		12,476		0		(659)		-5%		1.8%		ERROR:#DIV/0!		1.7%		ERROR:#DIV/0!		1.7%		ERROR:#DIV/0!		1.7%		0.0%		1.4%		ERROR:#DIV/0!		1.6%		ERROR:#DIV/0!		1.6%

						サ－ビス		1,740		0		1,365		0		3,105		0		1,513		0		1,482		0		2,995		0		6,100		0		2,240		58%		1.0%		ERROR:#DIV/0!		0.7%		ERROR:#DIV/0!		0.9%		ERROR:#DIV/0!		0.8%		0.0%		0.7%		ERROR:#DIV/0!		0.8%		ERROR:#DIV/0!		0.8%

						計 ケイ		8,054		0		9,814		0		17,868		0		8,706		0		8,596		0		17,302		0		35,170		0		(9,549)		-21%		4.5%		ERROR:#DIV/0!		5.2%		ERROR:#DIV/0!		4.9%		ERROR:#DIV/0!		4.7%		0.0%		4.1%		ERROR:#DIV/0!		4.4%		ERROR:#DIV/0!		4.6%

						合計 ゴウケイ		26,311		0		28,971		0		55,282		0		29,674		0		30,553		0		60,227		0		115,509		0		(6,618)		-5%		14.8%		ERROR:#DIV/0!		15.4%		ERROR:#DIV/0!		15.1%		ERROR:#DIV/0!		16.1%		0.0%		14.6%		ERROR:#DIV/0!		15.3%		ERROR:#DIV/0!		15.2%

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		1,697		30.9%		2,029		43.1%		3,726		36.5%		1,315		16.3%		3,761		40.7%		5,076		29.3%		8,802		32.0%		586		7%

		限 ゲン		ショベル		部品 ブヒン		4,939		61.9%		5,334		55.6%		10,273		58.5%		3,078		35.8%		4,063		50.7%		7,141		43.0%		17,414		51.0%		(3,297)		-16%		売上高 ウリアゲ ダカ								1Q				2Q				上期 カミキ				３Q				４Q		下期 シモキ		年度 ネンド

		界 カイ				サ－ビス		1,751		36.5%		1,490		30.7%		3,241		33.6%		1,101		25.7%		1,084		23.0%		2,185		24.3%		5,426		29.1%		(70)		-1%		本体 ホンタイ				ショベル				5,488				4,708				10,196				8,076				9,233		17,309		27,505

		利 リ				計 ケイ		8,387		45.9%		8,853		46.2%		17,240		46.1%		5,494		26.2%		8,908		40.6%		14,402		33.6%		31,642		39.4%		(2,781)		-8%						ダンプ				3,136				5,290				8,426				3,992				4,176		8,168		16,594

		益 エキ		リジット		本体 ホンタイ		343		10.9%		50		0.9%		393		4.7%		87		2.2%		(9,000)		-215.5%		(8,913)		-109.1%		(8,520)		-51.3%		(12,416)		-319%						計 ケイ				8,624		0		9,998		0		18,622		0		12,068		0		13,409		25,477		44,099

				ダンプ		部品 ブヒン		1,779		56.0%		1,519		48.1%		3,298		52.0%		1,009		31.5%		1,093		37.2%		2,102		34.2%		5,400		43.3%		(1,493)		-22%		部品 ブヒン				ショベル				12,769				14,449				27,218				12,892				12,724		25,616		52,834

						サ－ビス		610		35.1%		508		37.2%		1,118		36.0%		558		36.9%		(104)		-7.0%		454		15.2%		1,572		25.8%		80		5%		サービス				ダンプ				4,918				4,524				9,442				4,714				4,420		9,134		18,576

						計 ケイ		2,732		33.9%		2,077		21.2%		4,809		26.9%		1,654		19.0%		(8,011)		-93.2%		(6,357)		-36.7%		(1,548)		-4.4%		(13,829)		-113%						計 ケイ				17,687				18,973		0		36,660		0		17,606		0		17,144		34,750		71,410

						合計 ゴウケイ		11,119		42.3%		10,930		37.7%		22,049		39.9%		7,148		24.1%		897		2.9%		8,045		13.4%		30,094		26.1%		(16,610)		-36%						合計 ゴウケイ				26,311		0		28,971		0		55,282		0		29,674		0		30,553		60,227		115,509

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		(572)		-10.4%		(1,116)		-23.7%		(1,688)		-16.6%		(1,927)		-23.9%		1,539		16.7%		(388)		-2.2%		(2,076)		-7.5%		159		7%

		営 エイ		ショベル		部品 ブヒン		2,331		29.2%		3,261		34.0%		5,592		31.8%		729		8.5%		2,925		36.5%		3,654		22.0%		9,246		27.1%		(4,569)		-33%						チェック				0				0				0				0				0		0		0

		業 ギョウ				サ－ビス		947		19.8%		795		16.4%		1,742		18.1%		519		12.1%		435		9.2%		954		10.6%		2,696		14.5%		(693)		-20%

		利 リ				計 ケイ		2,706		14.8%		2,940		15.3%		5,646		15.1%		(679)		-3.2%		4,899		22.3%		4,220		9.8%		9,866		12.3%		(5,103)		-34%

		益 エキ		リジット		本体 ホンタイ		(1,974)		-62.9%		(4,873)		-92.1%		(6,847)		-81.3%		(2,742)		-68.7%		(12,653)		-303.0%		(15,395)		-188.5%		(22,242)		-134.0%		(10,173)		-84%

				ダンプ		部品 ブヒン		979		30.8%		814		25.8%		1,793		28.3%		393		12.3%		201		6.8%		594		9.7%		2,387		19.1%		(2,017)		-46%

						サ－ビス		395		22.7%		313		22.9%		708		22.8%		373		24.7%		(298)		-20.1%		75		2.5%		783		12.8%		(153)		-16%

						計 ケイ		(600)		-7.4%		(3,746)		-38.2%		(4,346)		-24.3%		(1,976)		-22.7%		(12,750)		-148.3%		(14,726)		-85.1%		(19,072)		-54.2%		(12,343)		-183%

						合計 ゴウケイ		2,106		8.0%		(806)		-2.8%		1,300		2.4%		(2,655)		-8.9%		(7,851)		-25.7%		(10,506)		-17.4%		(9,206)		-8.0%		(17,446)		-212%		売上収益構成 コウセイ

								2016年度実績 ネンド ジッセキ																												対前年比較 タイ ゼン ネン ヒカク				Ｑ１				Ｑ２				Ｈ１				Ｑ３				Ｑ４				Ｈ２				年度 ネンド

								第1四半期（実） ジツ				第2四半期（実） ジツ				1～2Q累計 ルイケイ				第3四半期（実） ジツ				第4四半期（実） ジツ				3～4Q累計 ルイケイ				年度（実） ジツ				増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン リツ		161,302				173,635				334,937				172,069		2,020		246,941				419,010				753,947

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		5,341		0		3,043		0		8,384		0		7,914		0		7,202		0		15,116		0		23,500		0		(4,005)		-15%		3.3%		ERROR:#DIV/0!		1.8%		ERROR:#DIV/0!		2.5%		ERROR:#DIV/0!		4.6%		0.0%		2.9%		ERROR:#DIV/0!		3.6%		ERROR:#DIV/0!		3.1%

		売 ウ		ショベル		部品 ブヒン		8,271		0		6,863		0		15,134		0		8,257		0		11,866		0		20,123		0		35,256		0		1,079		3%		5.1%		ERROR:#DIV/0!		4.0%		ERROR:#DIV/0!		4.5%		ERROR:#DIV/0!		4.8%		0.0%		4.8%		ERROR:#DIV/0!		4.8%		ERROR:#DIV/0!		4.7%

		上 ウエ				サ－ビス		4,909		0		2,736		0		7,645		0		4,178		0		4,243		0		8,420		0		16,065		0		(2,592)		-14%		3.0%		ERROR:#DIV/0!		1.6%		ERROR:#DIV/0!		2.3%		ERROR:#DIV/0!		2.4%		0.0%		1.7%		ERROR:#DIV/0!		2.0%		ERROR:#DIV/0!		2.1%

		収 シュウ				計 ケイ		18,521		0		12,641		0		31,162		0		20,348		0		23,311		0		43,659		0		74,821		0		(5,518)		-7%		11.5%		ERROR:#DIV/0!		7.3%		ERROR:#DIV/0!		9.3%		ERROR:#DIV/0!		11.8%		0.0%		9.4%		ERROR:#DIV/0!		10.4%		ERROR:#DIV/0!		9.9%

		益 エキ		リジット		本体 ホンタイ		3,507		0		4,909		0		8,416		0		2,964		0		6,827		0		9,791		0		18,207		0		1,613		10%		2.2%		ERROR:#DIV/0!		2.8%		ERROR:#DIV/0!		2.5%		ERROR:#DIV/0!		1.7%		0.0%		2.8%		ERROR:#DIV/0!		2.3%		ERROR:#DIV/0!		2.4%

				ダンプ		部品 ブヒン		2,875		0		5,667		0		8,543		0		6,591		0		5,025		0		11,616		0		20,158		0		7,682		62%		1.8%		ERROR:#DIV/0!		3.3%		ERROR:#DIV/0!		2.6%		ERROR:#DIV/0!		3.8%		0.0%		2.0%		ERROR:#DIV/0!		2.8%		ERROR:#DIV/0!		2.7%

						サ－ビス		1,505		0		2,035		0		3,540		0		2,069		0		2,028		0		4,097		0		7,637		0		1,537		25%		0.9%		ERROR:#DIV/0!		1.2%		ERROR:#DIV/0!		1.1%		ERROR:#DIV/0!		1.2%		0.0%		0.8%		ERROR:#DIV/0!		1.0%		ERROR:#DIV/0!		1.0%

						計 ケイ		7,888		0		12,611		0		20,498		0		11,624		0		13,880		0		25,504		0		46,003		0		10,833		31%		4.9%		ERROR:#DIV/0!		7.3%		ERROR:#DIV/0!		6.1%		ERROR:#DIV/0!		6.8%		0.0%		5.6%		ERROR:#DIV/0!		6.1%		ERROR:#DIV/0!		6.1%

						合計 ゴウケイ		26,409		0		25,252		0		51,661		0		31,972		0		37,191		0		69,163		0		120,824		0		5,315		5%		16.4%		ERROR:#DIV/0!		14.5%		ERROR:#DIV/0!		15.4%		ERROR:#DIV/0!		18.6%		0.0%		15.1%		ERROR:#DIV/0!		16.5%		ERROR:#DIV/0!		16.0%

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		2,371		44.4%		1,458		47.9%		3,829		45.7%		1,888		23.9%		2,059		28.6%		3,947		26.1%		7,776		33.1%		(1,026)		-12%

		限 ゲン		ショベル		部品 ブヒン		5,254		63.5%		4,655		67.8%		9,908		65.5%		4,851		58.8%		7,246		61.1%		12,098		60.1%		22,006		62.4%		4,592		26%		売上収益								1Q				2Q				上期 カミキ				３Q				４Q		下期 シモキ		年度 ネンド

		界 カイ				サ－ビス		1,721		35.1%		937		34.3%		2,658		34.8%		1,533		36.7%		1,507		35.5%		3,040		36.1%		5,699		35.5%		273		5%		本体 ホンタイ				ショベル				5,341				3,043				8,384				7,914				7,202		15,116		23,500

		利 リ				計 ケイ		9,345		50.5%		7,050		55.8%		16,396		52.6%		8,273		40.7%		10,812		46.4%		19,085		43.7%		35,480		47.4%		3,838		12%						ダンプ				3,507				4,909				8,416				2,964				6,827		9,791		18,207

		益 エキ		リジット		本体 ホンタイ		(1,196)		-34.1%		(1,447)		-29.5%		(2,644)		-31.4%		(104)		-3.5%		(543)		-8.0%		(647)		-6.6%		(3,291)		-18.1%		5,229		61%						計 ケイ				8,848		0		7,952		0		16,800		0		10,878		0		14,029		24,907		41,707

				ダンプ		部品 ブヒン		1,696		59.0%		2,394		42.2%		4,089		47.9%		3,110		47.2%		2,548		50.7%		5,658		48.7%		9,747		48.4%		4,347		81%		部品 ブヒン				ショベル				13,180				9,598				22,778				12,435				16,109		28,543		51,322

						サ－ビス		425		28.2%		674		33.1%		1,098		31.0%		438		21.2%		446		22.0%		884		21.6%		1,983		26.0%		411		26%		サービス				ダンプ				4,381				7,702				12,083				8,660				7,053		15,713		27,796

						計 ケイ		924		11.7%		1,620		12.8%		2,544		12.4%		3,444		29.6%		2,451		17.7%		5,896		23.1%		8,439		18.3%		9,987		645%						計 ケイ				17,561				17,300		0		34,861		0		21,094		0		23,162		44,256		79,117

						合計 ゴウケイ		10,269		38.9%		8,670		34.3%		18,939		36.7%		11,717		36.6%		13,263		35.7%		24,980		36.1%		43,920		36.4%		13,826		46%						合計 ゴウケイ				26,409		0		25,252		0		51,661		0		31,972		0		37,191		69,163		120,824

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		(941)		-17.6%		(1,361)		-44.7%		(2,302)		-27.5%		(1,060)		-13.4%		(965)		-13.4%		(2,024)		-13.4%		(4,326)		-18.4%		(2,250)		-108%

		調 チョウ		ショベル		部品 ブヒン		3,613		43.7%		3,019		44.0%		6,633		43.8%		3,253		39.4%		5,005		42.2%		8,259		41.0%		14,891		42.2%		5,645		61%						チェック				0				0				0				0				0		0		0

		整 ヒトシ				サ－ビス		971		19.8%		652		23.8%		1,623		21.2%		1,049		25.1%		1,079		25.4%		2,128		25.3%		3,751		23.4%		1,055		39%

		後 アト				計 ケイ		3,644		19.7%		2,311		18.3%		5,954		19.1%		3,243		15.9%		5,120		22.0%		8,363		19.2%		14,317		19.1%		4,451		45%

		営 エイ		リジット		本体 ホンタイ		(3,924)		-111.9%		(5,398)		-110.0%		(9,321)		-110.8%		(4,113)		-138.7%		(4,213)		-61.7%		(8,326)		-85.0%		(17,647)		-96.9%		4,595		21%

		業 ギョウ		ダンプ		部品 ブヒン		1,146		39.8%		1,554		27.4%		2,699		31.6%		2,239		34.0%		2,177		43.3%		4,416		38.0%		7,116		35.3%		4,729		198%

		利 リ				サ－ビス		227		15.0%		482		23.7%		709		20.0%		154		7.5%		350		17.3%		505		12.3%		1,213		15.9%		430		55%

		益 エキ				計 ケイ		(2,551)		-32.3%		(3,362)		-26.7%		(5,913)		-28.8%		(1,719)		-14.8%		(1,686)		-12.1%		(3,405)		-13.4%		(9,318)		-20.3%		9,754		51%

						合計 ゴウケイ		1,092		4.1%		(1,051)		-4.2%		41		0.1%		1,524		4.8%		3,434		9.2%		4,958		7.2%		4,998		4.1%		14,204		154%		売上収益構成 コウセイ

								2017年度実績 ネンド ジッセキ																												対前年比較 タイ ゼン ネン ヒカク				Ｑ１				Ｑ２				Ｈ１				Ｑ３				Ｑ４				Ｈ２				年度 ネンド

								第1四半期（実） ジツ				第2四半期（実） ジツ				1～2Q累計 ルイケイ				第3四半期（実） ジツ				第4四半期（実） ジツ				3～4Q累計 ルイケイ				年度（実） ジツ				増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン リツ		211,499		188,501		228,777				440,276				243,626				275,251				518,877				959,153

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		3,930		0		7,932		0		11,863		0		8,212		0		8,502		0		16,714		0		28,577		0		5,077		22%		1.9%		0.0%		3.5%		ERROR:#DIV/0!		2.7%		ERROR:#DIV/0!		3.4%		ERROR:#DIV/0!		3.1%		ERROR:#DIV/0!		3.2%		ERROR:#DIV/0!		3.0%

		売 ウ		ショベル		部品 ブヒン		10,522		0		11,759		0		22,281		0		11,831		0		12,319		0		24,150		0		46,430		0		11,174		32%		5.0%		0.0%		5.1%		ERROR:#DIV/0!		5.1%		ERROR:#DIV/0!		4.9%		ERROR:#DIV/0!		4.5%		ERROR:#DIV/0!		4.7%		ERROR:#DIV/0!		4.8%

		上 ウエ				サ－ビス		4,002		0		4,566		0		8,568		0		4,487		0		4,866		0		9,352		0		17,920		0		1,855		12%		1.9%		0.0%		2.0%		ERROR:#DIV/0!		1.9%		ERROR:#DIV/0!		1.8%		ERROR:#DIV/0!		1.8%		ERROR:#DIV/0!		1.8%		ERROR:#DIV/0!		1.9%

		収 シュウ				計 ケイ		18,454		0		24,257		0		42,711		0		24,530		0		25,687		0		50,216		0		92,927		0		18,106		24%		8.7%		0.0%		10.6%		ERROR:#DIV/0!		9.7%		ERROR:#DIV/0!		10.1%		ERROR:#DIV/0!		9.3%		ERROR:#DIV/0!		9.7%		ERROR:#DIV/0!		9.7%

		益 エキ		リジット		本体 ホンタイ		1,013		0		1,065		0		2,078		0		5,286		0		3,218		0		8,504		0		10,582		0		(7,625)		-42%		0.5%		0.0%		0.5%		ERROR:#DIV/0!		0.5%		ERROR:#DIV/0!		2.2%		ERROR:#DIV/0!		1.2%		ERROR:#DIV/0!		1.6%		ERROR:#DIV/0!		1.1%

				ダンプ		部品 ブヒン		6,029		0		7,050		0		13,078		0		6,545		0		6,635		0		13,180		0		26,258		0		6,100		30%		2.9%		0.0%		3.1%		ERROR:#DIV/0!		3.0%		ERROR:#DIV/0!		2.7%		ERROR:#DIV/0!		2.4%		ERROR:#DIV/0!		2.5%		ERROR:#DIV/0!		2.7%

						サ－ビス		1,684		0		1,892		0		3,576		0		2,057		0		2,340		0		4,397		0		7,973		0		336		4%		0.8%		0.0%		0.8%		ERROR:#DIV/0!		0.8%		ERROR:#DIV/0!		0.8%		ERROR:#DIV/0!		0.9%		ERROR:#DIV/0!		0.8%		ERROR:#DIV/0!		0.8%

						計 ケイ		8,726		0		10,006		0		18,732		0		13,888		0		12,193		0		26,081		0		44,813		0		(1,190)		-3%		4.1%		0.0%		4.4%		ERROR:#DIV/0!		4.3%		ERROR:#DIV/0!		5.7%		ERROR:#DIV/0!		4.4%		ERROR:#DIV/0!		5.0%		ERROR:#DIV/0!		4.7%

						合計 ゴウケイ		27,180		0		34,263		0		61,443		0		38,417		0		37,879		0		76,297		0		137,740		0		16,916		14%		12.9%		0.0%		15.0%		ERROR:#DIV/0!		14.0%		ERROR:#DIV/0!		15.8%		ERROR:#DIV/0!		13.8%		ERROR:#DIV/0!		14.7%		ERROR:#DIV/0!		14.4%

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		1,056		26.9%		2,811		35.4%		3,866		32.6%		3,084		37.6%		2,938		34.6%		6,023		36.0%		9,889		34.6%		2,114		27%

		限 ゲン		ショベル		部品 ブヒン		6,985		66.4%		7,287		62.0%		14,272		64.1%		7,298		61.7%		6,825		55.4%		14,123		58.5%		28,395		61.2%		6,389		29%		売上収益								1Q				2Q				上期 カミキ				３Q				４Q		下期 シモキ		年度 ネンド

		界 カイ				サ－ビス		1,570		39.2%		1,530		33.5%		3,099		36.2%		1,827		40.7%		1,866		38.3%		3,692		39.5%		6,792		37.9%		1,093		19%		本体 ホンタイ				ショベル				3,930				7,932				11,863				8,212				8,502		16,714		28,577

		利 リ				計 ケイ		9,611		52.1%		11,627		47.9%		21,238		49.7%		12,209		49.8%		11,629		45.3%		23,838		47.5%		45,076		48.5%		9,596		27%						ダンプ				1,013				1,065				2,078				5,286				3,218		8,504		10,582

		益 エキ		リジット		本体 ホンタイ		(299)		-29.6%		419		39.4%		120		5.8%		552		10.4%		500		15.6%		1,052		12.4%		1,172		11.1%		4,463		136%						計 ケイ				4,943		0		8,997		0		13,940		0		13,498		0		11,720		25,219		39,159

				ダンプ		部品 ブヒン		3,160		52.4%		2,952		41.9%		6,112		46.7%		3,164		48.3%		3,275		49.4%		6,439		48.9%		12,551		47.8%		2,803		29%		部品 ブヒン				ショベル				14,524				16,325				30,849				16,317				17,185		33,502		64,350

						サ－ビス		484		28.7%		559		29.5%		1,043		29.2%		1,077		52.4%		924		39.5%		2,001		45.5%		3,044		38.2%		1,061		54%		サービス				ダンプ				7,713				8,942				16,655				8,602				8,975		17,576		34,231

						計 ケイ		3,344		38.3%		3,930		39.3%		7,274		38.8%		4,793		34.5%		4,699		38.5%		9,492		36.4%		16,766		37.4%		8,327		99%						計 ケイ				22,237				25,267		0		47,503		0		24,919		0		26,159		51,078		98,582

						合計 ゴウケイ		12,955		47.7%		15,557		45.4%		28,512		46.4%		17,002		44.3%		16,328		43.1%		33,330		43.7%		61,842		44.9%		17,923		41%						合計 ゴウケイ				27,180		0		34,263		0		61,443		0		38,417		0		37,879		76,297		137,740

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		(2,299)		-58.5%		(694)		-8.8%		(2,994)		-25.2%		(407)		-5.0%		(745)		-8.8%		(1,152)		-6.9%		(4,146)		-14.5%		180		4%

		調 チョウ		ショベル		部品 ブヒン		3,814		36.2%		5,104		43.4%		8,918		40.0%		4,967		42.0%		3,978		32.3%		8,945		37.0%		17,863		38.5%		2,972		20%						チェック				0				0				0				0				0		0		0

		整 ヒトシ				サ－ビス		1,059		26.5%		1,028		22.5%		2,088		24.4%		1,342		29.9%		1,328		27.3%		2,670		28.6%		4,758		26.6%		1,007		27%

		後 アト				計 ケイ		2,574		13.9%		5,438		22.4%		8,012		18.8%		5,902		24.1%		4,561		17.8%		10,463		20.8%		18,475		19.9%		4,158		29%

		営 エイ		リジット		本体 ホンタイ		(1,058)		-104.5%		(1,650)		-155.0%		(2,708)		-130.4%		(1,326)		-25.1%		(1,604)		-49.8%		(2,930)		-34.5%		(5,638)		-53.3%		12,009		68%

		業 ギョウ		ダンプ		部品 ブヒン		2,123		35.2%		2,079		29.5%		4,202		32.1%		2,179		33.3%		2,675		40.3%		4,854		36.8%		9,056		34.5%		1,940		27%

		利 リ				サ－ビス		268		15.9%		334		17.6%		602		16.8%		874		42.5%		667		28.5%		1,541		35.0%		2,143		26.9%		930		77%

		益 エキ				計 ケイ		1,334		15.3%		762		7.6%		2,096		11.2%		1,727		12.4%		1,738		14.3%		3,465		13.3%		5,561		12.4%		14,879		160%

						合計 ゴウケイ		3,907		14.4%		6,201		18.1%		10,108		16.5%		7,628		19.9%		6,300		16.6%		13,928		18.3%		24,036		17.5%		19,037		381%		売上収益構成 コウセイ

								2018年度実績 ネンド ジッセキ																												対前年比較 タイ ゼン ネン ヒカク				Ｑ１				Ｑ２				Ｈ１				Ｑ３				Ｑ４				Ｈ２				年度 ネンド

								第1四半期（実） ジツ				第2四半期（実） ジツ				1～2Q累計 ルイケイ				第3四半期（実） ジツ				第4四半期（実） ジツ				3～4Q累計 ルイケイ				年度（実） ジツ				増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン リツ		240,211				250,202				490,413				252,779				290,511				543,290				1,033,703

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		5,578		0		11,322		0		16,899		0		9,195		0		12,519		0		21,714		0		38,613		0		10,037		35%		2.3%		ERROR:#DIV/0!		4.5%		ERROR:#DIV/0!		3.4%		ERROR:#DIV/0!		3.6%		ERROR:#DIV/0!		4.3%		ERROR:#DIV/0!		4.0%		ERROR:#DIV/0!		3.7%

		売 ウ		ショベル		部品 ブヒン		11,368		0		10,939		0		22,308		0		12,716		0		13,087		0		25,803		0		48,111		0		1,681		4%		4.7%		ERROR:#DIV/0!		4.4%		ERROR:#DIV/0!		4.5%		ERROR:#DIV/0!		5.0%		ERROR:#DIV/0!		4.5%		ERROR:#DIV/0!		4.7%		ERROR:#DIV/0!		4.7%

		上 ウエ				サ－ビス		4,384		0		4,559		0		8,943		0		4,239		0		5,156		0		9,395		0		18,338		0		418		2%		1.8%		ERROR:#DIV/0!		1.8%		ERROR:#DIV/0!		1.8%		ERROR:#DIV/0!		1.7%		ERROR:#DIV/0!		1.8%		ERROR:#DIV/0!		1.7%		ERROR:#DIV/0!		1.8%

		収 シュウ				計 ケイ		21,330		0		26,820		0		48,150		0		26,150		0		30,763		0		56,913		0		105,063		0		12,136		13%		8.9%		ERROR:#DIV/0!		10.7%		ERROR:#DIV/0!		9.8%		ERROR:#DIV/0!		10.3%		ERROR:#DIV/0!		10.6%		ERROR:#DIV/0!		10.5%		ERROR:#DIV/0!		10.2%

		益 エキ		リジット		本体 ホンタイ		4,786		0		4,414		0		9,200		0		3,147		0		5,889		0		9,036		0		18,236		0		7,654		72%		2.0%		ERROR:#DIV/0!		1.8%		ERROR:#DIV/0!		1.9%		ERROR:#DIV/0!		1.2%		ERROR:#DIV/0!		2.0%		ERROR:#DIV/0!		1.7%		ERROR:#DIV/0!		1.8%

				ダンプ		部品 ブヒン		7,326		0		7,399		0		14,725		0		7,418		0		6,783		0		14,202		0		28,927		0		2,669		10%		3.0%		ERROR:#DIV/0!		3.0%		ERROR:#DIV/0!		3.0%		ERROR:#DIV/0!		2.9%		ERROR:#DIV/0!		2.3%		ERROR:#DIV/0!		2.6%		ERROR:#DIV/0!		2.8%

						サ－ビス		2,081		0		2,275		0		4,357		0		1,805		0		2,375		0		4,180		0		8,537		0		564		7%		0.9%		ERROR:#DIV/0!		0.9%		ERROR:#DIV/0!		0.9%		ERROR:#DIV/0!		0.7%		ERROR:#DIV/0!		0.8%		ERROR:#DIV/0!		0.8%		ERROR:#DIV/0!		0.8%

						計 ケイ		14,193		0		14,089		0		28,282		0		12,370		0		15,048		0		27,417		0		55,699		0		10,887		24%		5.9%		ERROR:#DIV/0!		5.6%		ERROR:#DIV/0!		5.8%		ERROR:#DIV/0!		4.9%		ERROR:#DIV/0!		5.2%		ERROR:#DIV/0!		5.0%		ERROR:#DIV/0!		5.4%

						合計 ゴウケイ		35,523		0		40,909		0		76,432		0		38,519		0		45,811		0		84,330		0		160,762		0		23,022		17%		14.8%		ERROR:#DIV/0!		16.4%		ERROR:#DIV/0!		15.6%		ERROR:#DIV/0!		15.2%		ERROR:#DIV/0!		15.8%		ERROR:#DIV/0!		15.5%		ERROR:#DIV/0!		15.6%

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		4,334		77.7%		4,463		39.4%		8,797		52.1%		3,059		33.3%		3,750		30.0%		6,809		31.4%		15,606		40.4%		5,717		58%

		限 ゲン		ショベル		部品 ブヒン		7,483		65.8%		6,631		60.6%		14,113		63.3%		8,298		65.3%		7,653		58.5%		15,951		61.8%		30,065		62.5%		1,669		6%		売上収益								1Q				2Q				上期 カミキ				３Q				４Q		下期 シモキ		年度 ネンド

		界 カイ				サ－ビス		1,776		40.5%		2,138		46.9%		3,914		43.8%		1,672		39.4%		1,607		31.2%		3,279		34.9%		7,193		39.2%		401		6%		本体 ホンタイ				ショベル				5,578				11,322				16,899				9,195				12,519		21,714		38,613

		利 リ				計 ケイ		13,593		63.7%		13,231		49.3%		26,825		55.7%		13,029		49.8%		13,010		42.3%		26,039		45.8%		52,864		50.3%		7,788		17%						ダンプ				4,786				4,414				9,200				3,147				5,889		9,036		18,236

		益 エキ		リジット		本体 ホンタイ		503		10.5%		1,791		40.6%		2,294		24.9%		1,377		43.8%		1,553		26.4%		2,930		32.4%		5,225		28.6%		4,053		346%						計 ケイ				10,364		0		15,736		0		26,099		0		12,341		0		18,409		30,750		56,849

				ダンプ		部品 ブヒン		3,604		49.2%		3,307		44.7%		6,911		46.9%		4,125		55.6%		3,111		45.9%		7,236		51.0%		14,147		48.9%		1,596		13%		部品 ブヒン				ショベル				15,752				15,498				31,251				16,955				18,244		35,199		66,450

						サ－ビス		795		38.2%		966		42.5%		1,761		40.4%		677		37.5%		801		33.7%		1,477		35.3%		3,238		37.9%		195		6%		サービス				ダンプ				9,407				9,675				19,082				9,223				9,158		18,382		37,464

						計 ケイ		4,901		34.5%		6,065		43.0%		10,966		38.8%		6,178		49.9%		5,465		36.3%		11,643		42.5%		22,610		40.6%		5,844		35%						計 ケイ				25,160				25,173		0		50,333		0		26,178		0		27,402		53,580		103,913

						合計 ゴウケイ		18,495		52.1%		19,296		47.2%		37,791		49.4%		19,208		49.9%		18,475		40.3%		37,683		44.7%		75,474		46.9%		13,632		22%						合計 ゴウケイ				35,523		0		40,909		0		76,432		0		38,519		0		45,811		84,330		160,762

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		1,066		19.1%		841		7.4%		1,907		11.3%		(492)		-5.3%		763		6.1%		271		1.2%		2,178		5.6%		6,324		153%

		調 チョウ		ショベル		部品 ブヒン		5,421		47.7%		4,309		39.4%		9,729		43.6%		6,002		47.2%		5,823		44.5%		11,825		45.8%		21,554		44.8%		3,691		21%						チェック				0				0				0				0				0		0		0

		整 ヒトシ				サ－ビス		1,335		30.5%		1,721		37.8%		3,056		34.2%		1,263		29.8%		1,117		21.7%		2,380		25.3%		5,436		29.6%		678		14%

		後 アト				計 ケイ		7,822		36.7%		6,871		25.6%		14,692		30.5%		6,773		25.9%		7,703		25.0%		14,476		25.4%		29,168		27.8%		10,693		58%

		営 エイ		リジット		本体 ホンタイ		(2,038)		-42.6%		(268)		-6.1%		(2,306)		-25.1%		(140)		-4.4%		(2,068)		-35.1%		(2,207)		-24.4%		(4,513)		-24.7%		1,125		20%

		業 ギョウ		ダンプ		部品 ブヒン		2,504		34.2%		1,752		23.7%		4,256		28.9%		2,504		33.8%		1,829		27.0%		4,333		30.5%		8,589		29.7%		(468)		-5%

		利 リ				サ－ビス		579		27.8%		739		32.5%		1,317		30.2%		470		26.1%		583		24.6%		1,054		25.2%		2,371		27.8%		228		11%

		益 エキ				計 ケイ		1,044		7.4%		2,223		15.8%		3,267		11.6%		2,835		22.9%		344		2.3%		3,179		11.6%		6,446		11.6%		886		16%

						合計 ゴウケイ		8,866		25.0%		9,094		22.2%		17,960		23.5%		9,608		24.9%		8,047		17.6%		17,655		20.9%		35,615		22.2%		11,579		48%		売上収益構成 コウセイ

								2020年度実績 ネンド ジッセキ																												対前年比較 タイ ゼン ネン ヒカク				Ｑ１				Ｑ２				Ｈ１				Ｑ３				Ｑ４				Ｈ２				年度 ネンド

								第1四半期（実） ジツ				第2四半期（実） ジツ				1～2Q累計 ルイケイ				第3四半期（実） ジツ				第4四半期（実） ジツ				3～4Q累計 ルイケイ				年度（実） ジツ				増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン リツ		170,157				190,745				360,902				197,825				254,604				452,429				813,331

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		6,606		0		5,125		0		11,731		0		7,134		0		7,833		0		14,967		0		26,698		0		(25,268)		-49%		3.9%		ERROR:#DIV/0!		2.7%		ERROR:#DIV/0!		3.3%		ERROR:#DIV/0!		3.6%		ERROR:#DIV/0!		3.1%		ERROR:#DIV/0!		3.3%		ERROR:#DIV/0!		3.3%

		売 ウ		ショベル		部品 ブヒン		8,371		0		8,553		0		16,925		0		8,685		0		9,524		0		18,209		0		35,134		0		(11,773)		-25%		4.9%		ERROR:#DIV/0!		4.5%		ERROR:#DIV/0!		4.7%		ERROR:#DIV/0!		4.4%		ERROR:#DIV/0!		3.7%		ERROR:#DIV/0!		4.0%		ERROR:#DIV/0!		4.3%

		上 ウエ				サ－ビス		3,885		0		4,010		0		7,895		0		3,915		0		4,212		0		8,127		0		16,022		0		(2,048)		-11%		2.3%		ERROR:#DIV/0!		2.1%		ERROR:#DIV/0!		2.2%		ERROR:#DIV/0!		2.0%		ERROR:#DIV/0!		1.7%		ERROR:#DIV/0!		1.8%		ERROR:#DIV/0!		2.0%

		収 シュウ				計 ケイ		18,862		0		17,689		0		36,551		0		19,734		0		21,569		0		41,303		0		77,854		0		(39,088)		-33%		11.1%		ERROR:#DIV/0!		9.3%		ERROR:#DIV/0!		10.1%		ERROR:#DIV/0!		10.0%		ERROR:#DIV/0!		8.5%		ERROR:#DIV/0!		9.1%		ERROR:#DIV/0!		9.6%

		益 エキ		リジット		本体 ホンタイ		3,272		0		4,301		0		7,573		0		4,305		0		4,010		0		8,315		0		15,888		0		(900)		-5%		1.9%		ERROR:#DIV/0!		2.3%		ERROR:#DIV/0!		2.1%		ERROR:#DIV/0!		2.2%		ERROR:#DIV/0!		1.6%		ERROR:#DIV/0!		1.8%		ERROR:#DIV/0!		2.0%

				ダンプ		部品 ブヒン		4,882		0		5,617		0		10,499		0		4,910		0		5,642		0		10,553		0		21,052		0		(3,519)		-14%		2.9%		ERROR:#DIV/0!		2.9%		ERROR:#DIV/0!		2.9%		ERROR:#DIV/0!		2.5%		ERROR:#DIV/0!		2.2%		ERROR:#DIV/0!		2.3%		ERROR:#DIV/0!		2.6%

						サ－ビス		1,842		0		2,078		0		3,920		0		2,305		0		2,438		0		4,743		0		8,663		0		193		2%		1.1%		ERROR:#DIV/0!		1.1%		ERROR:#DIV/0!		1.1%		ERROR:#DIV/0!		1.2%		ERROR:#DIV/0!		1.0%		ERROR:#DIV/0!		1.0%		ERROR:#DIV/0!		1.1%

						計 ケイ		9,996		0		11,996		0		21,992		0		11,520		0		12,090		0		23,611		0		45,603		0		(4,227)		-8%		5.9%		ERROR:#DIV/0!		6.3%		ERROR:#DIV/0!		6.1%		ERROR:#DIV/0!		5.8%		ERROR:#DIV/0!		4.7%		ERROR:#DIV/0!		5.2%		ERROR:#DIV/0!		5.6%

						合計 ゴウケイ		28,858		0		29,685		0		58,543		0		31,254		0		33,660		0		64,913		0		123,456		0		(43,315)		-26%		17.0%		ERROR:#DIV/0!		15.6%		ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		15.8%		ERROR:#DIV/0!		13.2%		ERROR:#DIV/0!		14.3%		ERROR:#DIV/0!		15.2%

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		1,534		23.2%		1,587		31.0%		3,122		26.6%		1,884		26.4%		2,035		26.0%		3,919		26.2%		7,041		26.4%		(7,435)		-51%

		限 ゲン		ショベル		部品 ブヒン		5,976		71.4%		5,831		68.2%		11,808		69.8%		4,322		49.8%		3,102		32.6%		7,424		40.8%		19,232		54.7%		(9,030)		-32%		売上収益								1Q				2Q				上期 カミキ				３Q				４Q		下期 シモキ		年度 ネンド

		界 カイ				サ－ビス		1,612		41.5%		1,611		40.2%		3,222		40.8%		1,839		47.0%		1,651		39.2%		3,490		42.9%		6,712		41.9%		(473)		-7%		本体 ホンタイ				ショベル				6,606				5,125				11,731				7,134				7,833		14,967		26,698

		利 リ				計 ケイ		9,122		48.4%		9,029		51.0%		18,152		49.7%		8,044		40.8%		6,788		31.5%		14,832		35.9%		32,984		42.4%		(16,938)		-34%						ダンプ				3,272				4,301				7,573				4,305				4,010		8,315		15,888

		益 エキ		リジット		本体 ホンタイ		1,002		30.6%		1,041		24.2%		2,043		27.0%		1,308		30.4%		720		18.0%		2,029		24.4%		4,072		25.6%		(1,022)		-20%						計 ケイ				9,878		0		9,427		0		19,304		0		11,439		0		11,843		23,281		42,586

				ダンプ		部品 ブヒン		1,911		39.1%		2,330		41.5%		4,241		40.4%		1,792		36.5%		2,096		37.1%		3,888		36.8%		8,129		38.6%		(3,259)		-29%		部品 ブヒン				ショベル				12,256				12,564				24,820				12,600				13,736		26,336		51,156

						サ－ビス		636		34.5%		593		28.5%		1,229		31.3%		898		39.0%		840		34.5%		1,739		36.7%		2,967		34.3%		(123)		-4%		サービス				ダンプ				6,724				7,695				14,419				7,216				8,080		15,296		29,715

						計 ケイ		3,549		35.5%		3,964		33.0%		7,513		34.2%		3,999		34.7%		3,656		30.2%		7,655		32.4%		15,168		33.3%		(4,405)		-23%						計 ケイ				18,980				20,258		0		39,239		0		19,815		0		21,817		41,632		80,871

						合計 ゴウケイ		12,671		43.9%		12,993		43.8%		25,665		43.8%		12,043		38.5%		10,444		31.0%		22,488		34.6%		48,152		39.0%		(21,342)		-31%						合計 ゴウケイ				28,858		0		29,685		0		58,543		0		31,254		0		33,660		64,913		123,456

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		(607)		-9.2%		(1,197)		-23.4%		(1,805)		-15.4%		(1,055)		-14.8%		(1,408)		-18.0%		(2,463)		-16.5%		(4,268)		-16.0%		(2,714)		-175%

		調 チョウ		ショベル		部品 ブヒン		3,264		39.0%		3,150		36.8%		6,414		37.9%		2,528		29.1%		627		6.6%		3,155		17.3%		9,570		27.2%		(8,657)		-47%						チェック				0				0				0				0				0		0		0

		整 ヒトシ				サ－ビス		902		23.2%		1,152		28.7%		2,054		26.0%		1,376		35.1%		1,204		28.6%		2,579		31.7%		4,633		28.9%		(489)		-10%

		後 アト				計 ケイ		3,559		18.9%		3,104		17.5%		6,664		18.2%		2,848		14.4%		423		2.0%		3,271		7.9%		9,935		12.8%		(11,859)		-54%

		営 エイ		リジット		本体 ホンタイ		(1,842)		-56.3%		137		3.2%		(1,705)		-22.5%		(807)		-18.7%		(1,342)		-33.5%		(2,149)		-25.8%		(3,854)		-24.3%		(1,793)		-87%

		業 ギョウ		ダンプ		部品 ブヒン		891		18.3%		1,299		23.1%		2,190		20.9%		826		16.8%		1,058		18.7%		1,884		17.9%		4,074		19.4%		(2,699)		-40%

		利 リ				サ－ビス		445		24.1%		381		18.3%		826		21.1%		655		28.4%		617		25.3%		1,272		26.8%		2,098		24.2%		(66)		-3%

		益 エキ				計 ケイ		(506)		-5.1%		1,817		15.1%		1,311		6.0%		674		5.9%		333		2.8%		1,008		4.3%		2,318		5.1%		(4,558)		-66%

						合計 ゴウケイ		3,053		11%		4,921		0		7,974		0		3,523		0		756		0		4,279		0		12,253		0		(16,417)		-57%		売上収益構成 コウセイ

								2021年度実績 ネンド ジッセキ																												対前年比較 タイ ゼン ネン ヒカク				Ｑ１				Ｑ２				Ｈ１				Ｑ３				Ｑ４				Ｈ２				年度 ネンド

								第1四半期（実） ジツ				第2四半期（実） ジツ				1～2Q累計 ルイケイ				第3四半期（実） ジツ				第4四半期（実） ジツ				3～4Q累計 ルイケイ				年度（実） ジツ				増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン リツ		228,136				245,556				473,692				246,674				304,595				551,269				1,024,961

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		8,530		0		11,089		0		19,619		0		8,580		0		16,938		0		25,518		0		45,136		0		18,438		69%		3.7%		ERROR:#DIV/0!		4.5%		ERROR:#DIV/0!		4.1%		ERROR:#DIV/0!		3.5%		ERROR:#DIV/0!		5.6%		ERROR:#DIV/0!		4.6%		ERROR:#DIV/0!		4.4%

		売 ウ		ショベル		部品 ブヒン		11,078		0		12,206		0		23,285		0		12,735		0		11,752		0		24,487		0		47,772		0		12,638		36%		4.9%		ERROR:#DIV/0!		5.0%		ERROR:#DIV/0!		4.9%		ERROR:#DIV/0!		5.2%		ERROR:#DIV/0!		3.9%		ERROR:#DIV/0!		4.4%		ERROR:#DIV/0!		4.7%

		上 ウエ				サ－ビス		5,006		0		5,263		0		10,269		0		5,477		0		5,709		0		11,186		0		21,456		0		5,434		34%		2.2%		ERROR:#DIV/0!		2.1%		ERROR:#DIV/0!		2.2%		ERROR:#DIV/0!		2.2%		ERROR:#DIV/0!		1.9%		ERROR:#DIV/0!		2.0%		ERROR:#DIV/0!		2.1%

		収 シュウ				計 ケイ		24,614		0		28,558		0		53,173		0		26,792		0		34,399		0		61,191		0		114,364		0		36,510		47%		10.8%		ERROR:#DIV/0!		11.6%		ERROR:#DIV/0!		11.2%		ERROR:#DIV/0!		10.9%		ERROR:#DIV/0!		11.3%		ERROR:#DIV/0!		11.1%		ERROR:#DIV/0!		11.2%

		益 エキ		リジット		本体 ホンタイ		1,293		0		2,349		0		3,642		0		2,926		0		1,990		0		4,916		0		8,558		0		(7,329)		-46%		0.6%		ERROR:#DIV/0!		1.0%		ERROR:#DIV/0!		0.8%		ERROR:#DIV/0!		1.2%		ERROR:#DIV/0!		0.7%		ERROR:#DIV/0!		0.9%		ERROR:#DIV/0!		0.8%

				ダンプ		部品 ブヒン		5,990		0		6,636		0		12,625		0		6,820		0		6,806		0		13,626		0		26,252		0		5,200		25%		2.6%		ERROR:#DIV/0!		2.7%		ERROR:#DIV/0!		2.7%		ERROR:#DIV/0!		2.8%		ERROR:#DIV/0!		2.2%		ERROR:#DIV/0!		2.5%		ERROR:#DIV/0!		2.6%

						サ－ビス		2,250		0		2,128		0		4,378		0		2,167		0		2,227		0		4,394		0		8,772		0		109		1%		1.0%		ERROR:#DIV/0!		0.9%		ERROR:#DIV/0!		0.9%		ERROR:#DIV/0!		0.9%		ERROR:#DIV/0!		0.7%		ERROR:#DIV/0!		0.8%		ERROR:#DIV/0!		0.9%

						計 ケイ		9,533		0		11,113		0		20,645		0		11,914		0		11,023		0		22,937		0		43,582		0		(2,021)		-4%		4.2%		ERROR:#DIV/0!		4.5%		ERROR:#DIV/0!		4.4%		ERROR:#DIV/0!		4.8%		ERROR:#DIV/0!		3.6%		ERROR:#DIV/0!		4.2%		ERROR:#DIV/0!		4.3%

						合計 ゴウケイ		34,147		0		39,671		0		73,818		0		38,706		0		45,422		0		84,128		0		157,946		0		34,490		28%		15.0%		ERROR:#DIV/0!		16.2%		ERROR:#DIV/0!		15.6%		ERROR:#DIV/0!		15.7%		ERROR:#DIV/0!		14.9%		ERROR:#DIV/0!		15.3%		ERROR:#DIV/0!		15.4%

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		2,478		29.1%		4,671		42.1%		7,149		36.4%		2,633		30.7%		4,940		29.2%		7,574		29.7%		14,723		32.6%		7,682		109%

		限 ゲン		ショベル		部品 ブヒン		5,850		52.8%		7,079		58.0%		12,929		55.5%		8,164		64.1%		8,812		75.0%		16,976		69.3%		29,905		62.6%		10,673		55%		売上収益								1Q				2Q				上期 カミキ				３Q				４Q		下期 シモキ		年度 ネンド

		界 カイ				サ－ビス		2,137		42.7%		2,115		40.2%		4,252		41.4%		2,135		39.0%		2,271		39.8%		4,405		39.4%		8,657		40.3%		1,945		29%		本体 ホンタイ				ショベル				8,530				11,089				19,619				8,580				16,938		25,518		45,136

		利 リ				計 ケイ		10,465		42.5%		13,865		48.5%		24,330		45.8%		12,932		48.3%		16,023		46.6%		28,955		47.3%		53,285		46.6%		20,301		62%						ダンプ				1,293				2,349				3,642				2,926				1,990		4,916		8,558

		益 エキ		リジット		本体 ホンタイ		279		21.6%		495		21.1%		774		21.3%		509		17.4%		81		4.1%		590		12.0%		1,365		15.9%		(2,707)		-66%						計 ケイ				9,823		0		13,438		0		23,261		0		11,506		0		18,927		30,434		53,695

				ダンプ		部品 ブヒン		2,347		39.2%		2,508		37.8%		4,856		38.5%		2,799		41.0%		3,066		45.1%		5,865		43.0%		10,721		40.8%		2,591		32%		部品 ブヒン				ショベル				16,085				17,469				33,554				18,212				17,461		35,674		69,227

						サ－ビス		733		32.6%		596		28.0%		1,329		30.3%		774		35.7%		818		36.7%		1,592		36.2%		2,921		33.3%		(47)		-2%		サービス				ダンプ				8,239				8,764				17,003				8,987				9,033		18,020		35,023

						計 ケイ		3,359		35.2%		3,599		32.4%		6,959		33.7%		4,082		34.3%		3,966		36.0%		8,048		35.1%		15,007		34.4%		(162)		-1%						計 ケイ				24,324				26,233		0		50,557		0		27,200		0		26,494		53,694		104,251

						合計 ゴウケイ		13,825		40.5%		17,464		44.0%		31,289		42.4%		17,014		44.0%		19,989		44.0%		37,003		44.0%		68,292		43.2%		20,139		42%						合計 ゴウケイ				34,147		0		39,671		0		73,818		0		38,706		0		45,422		84,128		157,946

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		1,161		13.6%		2,387		21.5%		3,548		18.1%		338		3.9%		1,073		6.3%		1,411		5.5%		4,959		11.0%		9,226		216%

		調 チョウ		ショベル		部品 ブヒン		3,711		33.5%		5,186		42.5%		8,897		38.2%		6,497		51.0%		7,765		66.1%		14,262		58.2%		23,159		48.5%		13,589		142%						チェック				0				0				0				0				0		0		0

		整 ヒトシ				サ－ビス		1,509		30.1%		1,570		29.8%		3,078		30.0%		1,581		28.9%		1,712		30.0%		3,293		29.4%		6,371		29.7%		1,738		38%

		後 アト				計 ケイ		6,381		25.9%		9,142		32.0%		15,523		29.2%		8,416		31.4%		10,550		30.7%		18,966		31.0%		34,489		30.2%		24,554		247%

		営 エイ		リジット		本体 ホンタイ		(1,579)		-122.1%		(1,032)		-43.9%		(2,610)		-71.7%		(1,158)		-39.6%		(2,541)		-127.7%		(3,698)		-75.2%		(6,309)		-73.7%		(2,454)		-64%

		業 ギョウ		ダンプ		部品 ブヒン		1,434		23.9%		1,635		24.6%		3,068		24.3%		1,921		28.2%		2,095		30.8%		4,017		29.5%		7,085		27.0%		3,011		74%

		利 リ				サ－ビス		450		20.0%		365		17.1%		815		18.6%		526		24.3%		562		25.2%		1,087		24.7%		1,902		21.7%		(196)		-9%

		益 エキ				計 ケイ		305		3.2%		968		8.7%		1,273		6.2%		1,289		10.8%		116		1.1%		1,405		6.1%		2,678		6.1%		360		16%

						合計 ゴウケイ		6,686		20%		10,110		0		16,796		0		9,705		0		10,666		0		20,371		0		37,167		0		24,914		203%		売上収益構成 コウセイ

								2022年度見通（今回） ネンド ミトオ コンカイ																												対前年比較 タイ ゼン ネン ヒカク				Ｑ１				Ｑ２				Ｈ１				Ｑ３				Ｑ４				Ｈ２				年度 ネンド

								第1四半期（実） ジツ				第2四半期（実） ジツ				1～2Q累計 ルイケイ				第3四半期（実） ジツ				第4四半期（実） ジツ				3～4Q累計 ルイケイ				年度（実） ジツ				増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン リツ		220,000				230,000				450,000				240,000				270,000				510,000				960,000

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		15,169		0%		13,588		0		28,757		0		12,555		0		9,727		0		22,282		0		51,039		0		5,902		13%		6.9%		ERROR:#DIV/0!		5.9%		ERROR:#DIV/0!		6.4%		ERROR:#DIV/0!		5.2%		ERROR:#DIV/0!		3.6%		ERROR:#DIV/0!		4.4%		ERROR:#DIV/0!		5.3%

		売 ウ		ショベル		部品 ブヒン		12,081		0%		13,244		0		25,324		0		14,586		0		14,355		0		28,941		0		54,266		0		6,494		14%		5.5%		ERROR:#DIV/0!		5.8%		ERROR:#DIV/0!		5.6%		ERROR:#DIV/0!		6.1%		ERROR:#DIV/0!		5.3%		ERROR:#DIV/0!		5.7%		ERROR:#DIV/0!		5.7%

		上 ウエ				サ－ビス		4,808		0%		5,181		0		9,989		0		5,356		0		5,579		0		10,934		0		20,923		0		(532)		-2%		2.2%		ERROR:#DIV/0!		2.3%		ERROR:#DIV/0!		2.2%		ERROR:#DIV/0!		2.2%		ERROR:#DIV/0!		2.1%		ERROR:#DIV/0!		2.1%		ERROR:#DIV/0!		2.2%

		収 シュウ				計 ケイ		32,058		0%		32,013		0		64,070		0		32,496		0		29,661		0		62,157		0		126,228		0		11,864		10%		14.6%		ERROR:#DIV/0!		13.9%		ERROR:#DIV/0!		14.2%		ERROR:#DIV/0!		13.5%		ERROR:#DIV/0!		11.0%		ERROR:#DIV/0!		12.2%		ERROR:#DIV/0!		13.1%

		益 エキ		リジット		本体 ホンタイ		6,942		0%		7,033		0		13,975		0		4,098		0		5,105		0		9,203		0		23,178		0		14,619		171%		3.2%		ERROR:#DIV/0!		3.1%		ERROR:#DIV/0!		3.1%		ERROR:#DIV/0!		1.7%		ERROR:#DIV/0!		1.9%		ERROR:#DIV/0!		1.8%		ERROR:#DIV/0!		2.4%

				ダンプ		部品 ブヒン		5,978		0%		6,071		0		12,048		0		6,284		0		5,996		0		12,280		0		24,328		0		(1,923)		-7%		2.7%		ERROR:#DIV/0!		2.6%		ERROR:#DIV/0!		2.7%		ERROR:#DIV/0!		2.6%		ERROR:#DIV/0!		2.2%		ERROR:#DIV/0!		2.4%		ERROR:#DIV/0!		2.5%

						サ－ビス		2,069		0%		2,141		0		4,210		0		2,160		0		2,223		0		4,384		0		8,594		0		(178)		-2%		0.9%		ERROR:#DIV/0!		0.9%		ERROR:#DIV/0!		0.9%		ERROR:#DIV/0!		0.9%		ERROR:#DIV/0!		0.8%		ERROR:#DIV/0!		0.9%		ERROR:#DIV/0!		0.9%

						計 ケイ		14,989		0%		15,244		0		30,234		0		12,542		0		13,324		0		25,867		0		56,100		0		12,518		29%		6.8%		ERROR:#DIV/0!		6.6%		ERROR:#DIV/0!		6.7%		ERROR:#DIV/0!		5.2%		ERROR:#DIV/0!		4.9%		ERROR:#DIV/0!		5.1%		ERROR:#DIV/0!		5.8%

						合計 ゴウケイ		47,047		0%		47,257		0		94,304		0		45,039		0		42,985		0		88,024		0		182,328		0		24,382		15%		21.4%		ERROR:#DIV/0!		20.5%		ERROR:#DIV/0!		21.0%		ERROR:#DIV/0!		18.8%		ERROR:#DIV/0!		15.9%		ERROR:#DIV/0!		17.3%		ERROR:#DIV/0!		19.0%

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		5,613		37%		5,564		0		11,176		0		5,996		0		116		0		6,113		0		17,289		0		2,566		17%

		限 ゲン		ショベル		部品 ブヒン		8,074		67%		8,423		1		16,497		1		9,266		1		9,226		1		18,492		1		34,989		1		5,084		17%		売上収益								1Q				2Q				上期 カミキ				３Q				４Q		下期 シモキ		年度 ネンド

		界 カイ				サ－ビス		1,901		40%		1,961		0		3,862		0		2,164		0		2,193		0		4,357		0		8,218		0		(439)		-5%		本体 ホンタイ				ショベル				15,169				13,588				28,757				12,555				9,727		22,282		51,039

		利 リ				計 ケイ		15,587		49%		15,948		0		31,535		0		17,426		1		11,535		0		28,961		0		60,496		0		7,211		14%						ダンプ				6,942				7,033				13,975				4,098				5,105		9,203		23,178

		益 エキ		リジット		本体 ホンタイ		2,238		32%		1,922		0		4,160		0		238		0		(477)		(0)		(239)		(0)		3,921		0		2,556		187%						計 ケイ				22,112		0		20,621		0		42,732		0		16,653		0		14,831		31,484		74,217

				ダンプ		部品 ブヒン		3,378		57%		3,422		1		6,800		1		3,487		1		3,337		1		6,823		1		13,623		1		2,903		27%		部品 ブヒン				ショベル				16,889				18,425				35,313				19,941				19,934		39,876		75,189

						サ－ビス		800		39%		819		0		1,619		0		813		0		805		0		1,618		0		3,238		0		317		11%		サービス				ダンプ				8,047				8,212				16,259				8,444				8,220		16,664		32,923

						計 ケイ		6,416		43%		6,164		0		12,579		0		4,538		0		3,664		0		8,202		0		20,782		0		5,775		38%						計 ケイ				24,936				26,636		0		51,572		0		28,386		0		28,154		56,540		108,111

						合計 ゴウケイ		22,003		47%		22,111		0		44,114		0		21,964		0		15,199		0		37,164		0		81,278		0		12,986		19%						合計 ゴウケイ				47,047		0		47,257		0		94,304		0		45,039		0		42,985		88,024		182,328

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		1,709		11%		1,697		0		3,406		0		2,474		0		(3,946)		(0)		(1,472)		(0)		1,934		0		(3,025)		-61%

		調 チョウ		ショベル		部品 ブヒン		6,135		51%		6,388		0		12,523		0		7,227		0		7,141		0		14,368		0		26,891		0		3,732		16%						チェック				0				0				0				0				0		0		0

		整 ヒトシ				サ－ビス		1,393		29%		1,488		0		2,881		0		1,649		0		1,619		0		3,268		0		6,149		0		(223)		-3%

		後 アト				計 ケイ		9,237		29%		9,573		0		18,810		0		11,349		0		4,814		0		16,163		0		34,974		0		485		1%

		営 エイ		リジット		本体 ホンタイ		589		8%		234		0		822		0		(1,206)		(0)		(2,468)		(0)		(3,675)		(0)		(2,852)		(0)		3,456		55%

		業 ギョウ		ダンプ		部品 ブヒン		2,310		39%		2,241		0		4,551		0		2,384		0		2,191		0		4,575		0		9,126		0		2,041		29%

		利 リ				サ－ビス		590		29%		632		0		1,222		0		600		0		567		0		1,167		0		2,389		0		487		26%

		益 エキ				計 ケイ		3,489		23%		3,106		0		6,595		0		1,778		0		289		0		2,067		0		8,662		0		5,984		223%

						合計 ゴウケイ		12,726		27%		12,679		0		25,405		0		13,127		0		5,103		0		18,231		0		43,635		0		6,468		17%



&"-,太字"&16 &18 2022年度　マイニングショベル、ダンプ内訳	




取纏表

				（単位：Ｍ￥） タンイ

										2020年度実績 ネンド ジッセキ

										第1四半期（実）				第2四半期（実）				1～2Q累計（実） ルイケイ				第3四半期（実）				第4四半期（実）				3～4Q累計（実） ルイケイ				年度（実)

		ショベル本体 ホンタイ				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		15,169				13,588				28,757				12,555				9,727				22,282				51,039

		ショベル部品 ブヒン		売 ウ		ショベル		部品 ブヒン		12,081				13,244				25,324				14,586				14,355				28,941				54,266

		ショベルサービス		上 ウエ				サ－ビス		4,808				5,181				9,989				5,356				5,579				10,934				20,923

				収 シュウ				部・サ計 ブ ケイ		16,889				18,425				35,313				19,941				19,934				39,876				75,189

				益 エキ				計 ケイ		32,058				32,013				64,070				32,496				29,661				62,157				126,228

		ダンプ本体 ホンタイ				リジット		本体 ホンタイ		6,942				7,033				13,975				4,098				5,105				9,203				23,178

		ダンプ部品 ブヒン				ダンプ		部品 ブヒン		5,978				6,071				12,048				6,284				5,996				12,280				24,328

		ダンプサービス						サ－ビス		2,069				2,141				4,210				2,160				2,223				4,384				8,594

								部・サ計 ブ ケイ		8,047				8,212				16,259				8,444				8,220				16,664				32,923

								計 ケイ		14,989				15,244				30,234				12,542				13,324				25,867				56,100

								合計 ゴウケイ		47,047				47,257				94,304				45,039				42,985				88,024				182,328

		ショベル本体 ホンタイ				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		5,613		37.0%		5,564		40.9%		11,176		38.9%		5,996		47.8%		116		1.2%		6,113		27.4%		17,289		33.9%

		ショベル部品 ブヒン		限 ゲン		ショベル		部品 ブヒン		8,074		66.8%		8,423		63.6%		16,497		65.1%		9,266		63.5%		9,226		64.3%		18,492		63.9%		34,989		64.5%

		ショベルサービス		界 カイ				サ－ビス		1,901		39.5%		1,961		37.9%		3,862		38.7%		2,164		40.4%		2,193		39.3%		4,357		39.8%		8,218		39.3%

				利 リ				部・サ計 ブ ケイ		9,975		59.1%		10,384		56.4%		20,359		57.7%		11,430		57.3%		11,419		57.3%		22,849		57.3%		43,207		57.5%

				益 エキ				計 ケイ		15,587		48.6%		15,948		49.8%		31,535		49.2%		17,426		53.6%		11,535		38.9%		28,961		46.6%		60,496		47.9%

		ダンプ本体 ホンタイ				リジット		本体 ホンタイ		2,238		32.2%		1,922		27.3%		4,160		29.8%		238		5.8%		(477)		-9.4%		(239)		-2.6%		3,921		16.9%

		ダンプ部品 ブヒン				ダンプ		部品 ブヒン		3,378		56.5%		3,422		56.4%		6,800		56.4%		3,487		55.5%		3,337		55.6%		6,823		55.6%		13,623		56.0%

		ダンプサービス						サ－ビス		800		38.7%		819		38.3%		1,619		38.5%		813		37.7%		805		36.2%		1,618		36.9%		3,238		37.7%

								部・サ計 ブ ケイ		4,178		51.9%		4,241		51.7%		8,419		51.8%		4,300		50.9%		4,141		50.4%		8,442		50.7%		16,861		51.2%

								計 ケイ		6,416		42.8%		6,164		40.4%		12,579		41.6%		4,538		36.2%		3,664		27.5%		8,202		31.7%		20,782		37.0%

								合計 ゴウケイ		22,003		46.8%		22,111		46.8%		44,114		46.8%		21,964		48.8%		15,199		35.4%		37,164		42.2%		81,278		44.6%

		ショベル本体 ホンタイ				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		1,709		11.3%		1,697		12.5%		3,406		11.8%		2,474		19.7%		(3,946)		-40.6%		(1,472)		-6.6%		1,934		3.8%

		ショベル部品 ブヒン		営 エイ		ショベル		部品 ブヒン		6,135		50.8%		6,388		48.2%		12,523		49.5%		7,227		49.5%		7,141		49.7%		14,368		49.6%		26,891		49.6%

		ショベルサービス		業 ギョウ				サ－ビス		1,393		29.0%		1,488		28.7%		2,881		28.8%		1,649		30.8%		1,619		29.0%		3,268		29.9%		6,149		29.4%

				利 リ				部・サ計 ブ ケイ		7,528		44.6%		7,876		42.7%		15,404		43.6%		8,875		44.5%		8,760		43.9%		17,635		44.2%		33,040		43.9%

				益 エキ				計 ケイ		9,237		28.8%		9,573		29.9%		18,810		29.4%		11,349		34.9%		4,814		16.2%		16,163		26.0%		34,974		27.7%

		ダンプ本体 ホンタイ				リジット		本体 ホンタイ		589		8.5%		234		3.3%		822		5.9%		(1,206)		-29.4%		(2,468)		-48.4%		(3,675)		-39.9%		(2,852)		-12.3%

		ダンプ部品 ブヒン				ダンプ		部品 ブヒン		2,310		38.6%		2,241		36.9%		4,551		37.8%		2,384		37.9%		2,191		36.5%		4,575		37.3%		9,126		37.5%

		ダンプサービス						サ－ビス		590		28.5%		632		29.5%		1,222		29.0%		600		27.8%		567		25.5%		1,167		26.6%		2,389		27.8%

								部・サ計 ブ ケイ		2,900		36.0%		2,872		35.0%		5,772		35.5%		2,984		35.3%		2,758		33.5%		5,742		34.5%		11,514		35.0%

								計 ケイ		3,489		23.3%		3,106		20.4%		6,595		21.8%		1,778		14.2%		289		2.2%		2,067		8.0%		8,662		15.4%

								合計 ゴウケイ		12,726		27.0%		12,679		26.8%		25,405		26.9%		13,127		29.1%		5,103		11.9%		18,231		20.7%		43,635		23.9%

								部品･サービス売上収益 ブヒン		24,936				26,636				51,572				28,386				28,154				56,540				108,111

								限界利益 ゲンカイ リエキ		14,153		57%		14,626		55%		28,778		56%		15,730		55%		15,560		55%		31,290		55%		60,068		56%

								営業利益 エイギョウ リエキ		10,429		42%		10,748		40%		21,177		41%		11,860		42%		11,518		41%		23,377		41%		44,554		41%



						超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ

				売 ウ		ショベル		部品 ブヒン

				上 ウエ				サ－ビス

				収 シュウ				部・サ計 ブ ケイ

				益 エキ				計 ケイ

						リジット		本体 ホンタイ

						ダンプ		部品 ブヒン

								サ－ビス

								部・サ計 ブ ケイ

								計 ケイ

								合計 ゴウケイ

						超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ

				限 ゲン		ショベル		部品 ブヒン

				界 カイ				サ－ビス

				利 リ				部・サ計 ブ ケイ

				益 エキ				計 ケイ

						リジット		本体 ホンタイ

						ダンプ		部品 ブヒン

								サ－ビス

								部・サ計 ブ ケイ

								計 ケイ

								合計 ゴウケイ

						超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ

				営 エイ		ショベル		部品 ブヒン

				業 ギョウ				サ－ビス

				利 リ				部・サ計 ブ ケイ

				益 エキ				計 ケイ

						リジット		本体 ホンタイ																														18年１Q決算時に、マイニング(Sh/ダンプ)にて棚卸未実現のAdjustを投入した ネン ケッサン ジ タナオロシ ミジツゲン トウニュウ

						ダンプ		部品 ブヒン																														マイニングExcelは各地域の数字をSmart Viewで呼び込んでいるが、 カクチイキ スウジ ヨ コ

								サ－ビス																														仕向け地域合計調整の呼び込みが無い。

								部・サ計 ブ ケイ																														その為、Excel上で仕向け地域合計の棚卸未実現分を補正するもの タメ ジョウ シム チイキ ゴウケイ タナオロシ ミジツゲン ブン ホセイ

								計 ケイ

								合計 ゴウケイ





						超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		15,169		0		13,588		0		28,757		0		12,555		0		9,727		0		22,282		0		51,039		0

				売 ウ		ショベル		部品 ブヒン		12,081		0		13,244		0		25,324		0		14,586		0		14,355		0		28,941		0		54,266		0

				上 ウエ				サ－ビス		4,808		0		5,181		0		9,989		0		5,356		0		5,579		0		10,934		0		20,923		0

				収 シュウ				部・サ計 ブ ケイ		16,889		0		18,425		0		35,313		0		19,941		0		19,934		0		39,876		0		75,189		0

				益 エキ				計 ケイ		32,058		0		32,013		0		64,070		0		32,496		0		29,661		0		62,157		0		126,228		0

						リジット		本体 ホンタイ		6,942		0		7,033		0		13,975		0		4,098		0		5,105		0		9,203		0		23,178		0

						ダンプ		部品 ブヒン		5,978		0		6,071		0		12,048		0		6,284		0		5,996		0		12,280		0		24,328		0

								サ－ビス		2,069		0		2,141		0		4,210		0		2,160		0		2,223		0		4,384		0		8,594		0

								部・サ計 ブ ケイ		8,047		0		8,212		0		16,259		0		8,444		0		8,220		0		16,664		0		32,923		0

								計 ケイ		14,989		0		15,244		0		30,234		0		12,542		0		13,324		0		25,867		0		56,100		0

								合計 ゴウケイ		47,047		0		47,257		0		94,304		0		45,039		0		42,985		0		88,024		0		182,328		0

						超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		5,613		0		5,564		0		11,176		0		5,996		0		116		0		6,113		0		17,289		0

				限 ゲン		ショベル		部品 ブヒン		8,074		1		8,423		1		16,497		1		9,266		1		9,226		1		18,492		1		34,989		1

				界 カイ				サ－ビス		1,901		0		1,961		0		3,862		0		2,164		0		2,193		0		4,357		0		8,218		0

				利 リ				部・サ計 ブ ケイ		9,975		1		10,384		1		20,359		1		11,430		1		11,419		1		22,849		1		43,207		1

				益 エキ				計 ケイ		15,587		0		15,948		0		31,535		0		17,426		1		11,535		0		28,961		0		60,496		0

						リジット		本体 ホンタイ		2,238		0		1,922		0		4,160		0		238		0		(477)		(0)		(239)		(0)		3,921		0

						ダンプ		部品 ブヒン		3,378		1		3,422		1		6,800		1		3,487		1		3,337		1		6,823		1		13,623		1

								サ－ビス		800		0		819		0		1,619		0		813		0		805		0		1,618		0		3,238		0

								部・サ計 ブ ケイ		4,178		1		4,241		1		8,419		1		4,300		1		4,141		1		8,442		1		16,861		1

								計 ケイ		6,416		0		6,164		0		12,579		0		4,538		0		3,664		0		8,202		0		20,782		0

								合計 ゴウケイ		22,003		0		22,111		0		44,114		0		21,964		0		15,199		0		37,164		0		81,278		0

						超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		1,709		0		1,697		0		3,406		0		2,474		0		(3,946)		(0)		(1,472)		(0)		1,934		0

				営 エイ		ショベル		部品 ブヒン		6,135		1		6,388		0		12,523		0		7,227		0		7,141		0		14,368		0		26,891		0

				業 ギョウ				サ－ビス		1,393		0		1,488		0		2,881		0		1,649		0		1,619		0		3,268		0		6,149		0

				利 リ				部・サ計 ブ ケイ		7,528		0		7,876		0		15,404		0		8,875		0		8,760		0		17,635		0		33,040		0

				益 エキ				計 ケイ		9,237		0		9,573		0		18,810		0		11,349		0		4,814		0		16,163		0		34,974		0

						リジット		本体 ホンタイ		589		0		234		0		822		0		(1,206)		(0)		(2,468)		(0)		(3,675)		(0)		(2,852)		(0)

						ダンプ		部品 ブヒン		2,310		0		2,241		0		4,551		0		2,384		0		2,191		0		4,575		0		9,126		0

								サ－ビス		590		0		632		0		1,222		0		600		0		567		0		1,167		0		2,389		0

								部・サ計 ブ ケイ		2,900		0		2,872		0		5,772		0		2,984		0		2,758		0		5,742		0		11,514		0

								計 ケイ		3,489		0		3,106		0		6,595		0		1,778		0		289		0		2,067		0		8,662		0

								合計 ゴウケイ		12,726		0		12,679		0		25,405		0		13,127		0		5,103		0		18,231		0		43,635		0

								部品･サービス売上収益 ブヒン		24,936				26,636				51,572				28,386				28,154				56,540				108,111

								限界利益 ゲンカイ リエキ		14,153		57%		14,626		55%		28,778		56%		15,730		55%		15,560		55%		31,290		55%		60,068		56%

								営業利益 エイギョウ リエキ		10,429		42%		10,748		40%		21,177		41%		11,860		42%		11,518		41%		23,377		41%		44,554		41%





Smartview

		ﾏｸﾛ用Code		項目		Code		次元指定 ジゲン

				ｼﾅﾘｵ		Scenario#

		Year#2022;		年		Year#		2022

				期間		PerioD#

		View#Periodic;		表示		View#		Periodic

		Entity#e00;		ｴﾝﾃｨﾃｨ		Entity#		e00

		Value#<Entity Currency>;		値		Value#		<Entity Currency>

		ICP#[ICP None];		内部取引		ICP#		[ICP None]

				ｶｽﾀﾑ1		Custom1#												Scenario#SC_WORK;		Scenario#SC_WORK;		Scenario#SC_WORK;		Scenario#SC_WORK;		Scenario#SC_WORK;		Scenario#SC_WORK;		Scenario#SC_WORK;		Scenario#SC_WORK;		Scenario#SC_WORK;		Scenario#SC_WORK;		Scenario#SC_WORK;		Scenario#SC_WORK;		Scenario#SC_WORK;		Scenario#SC_WORK;		Scenario#SC_WORK;		Scenario#SC_WORK;		Scenario#SC_WORK;		Scenario#SC_WORK;		Scenario#SC_WORK;		Scenario#SC_WORK;		Scenario#SC_WORK;		Scenario#SC_WORK;		Scenario#SC_WORK;		Scenario#SC_WORK;		Scenario#SC_WORK;		Scenario#SC_WORK;		Scenario#SC_WORK;

				ｶｽﾀﾑ2		Custom2#												Period#Q1;		Period#Q1;		Period#Q1;		Period#Q2;		Period#Q2;		Period#Q2;		Period#H1;		Period#H1;		Period#H1;		Period#Q3;		Period#Q3;		Period#Q3;		Period#Q4;		Period#Q4;		Period#Q4;		Period#H2;		Period#H2;		Period#H2;		Period#[Year];		Period#[Year];		Period#[Year];		Period#[Year];		Period#[Year];		Period#[Year];		Period#[Year];		Period#[Year];		Period#[Year];

		Custom3#[None];		ｶｽﾀﾑ3		Custom3#		[None]										Account#5110000;		Account#5180000;		Account#5400000;		Account#5110000;		Account#5180000;		Account#5400000;		Account#5110000;		Account#5180000;		Account#5400000;		Account#5110000;		Account#5180000;		Account#5400000;		Account#5110000;		Account#5180000;		Account#5400000;		Account#5110000;		Account#5180000;		Account#5400000;		Account#5110000;		Account#5180000;		Account#5400000;		Account#5110000;		Account#5180000;		Account#5010000;		Account#5110000;		Account#5180000;		Account#5010000;

		Custom4#CONS;		ｶｽﾀﾑ4		Custom4#		CONS										5110000		5180000		5400000		5110000		5180000		5400000		5110000		5180000		5400000		5110000		5180000		5400000		5110000		5180000		5400000		5110000		5180000		5400000		5110000		5180000		5400000		5110000		5180000		5400000		5110000		5180000		5400000

		hcmvia69_GOIS3;		アプリケーション				hcmvia69_GOIS3										SC_WORK		SC_WORK		SC_WORK		SC_WORK		SC_WORK		SC_WORK		SC_WORK		SC_WORK		SC_WORK		SC_WORK		SC_WORK		SC_WORK		SC_WORK		SC_WORK		SC_WORK		SC_WORK		SC_WORK		SC_WORK		SC_WORK		SC_WORK		SC_WORK		SC_WORK		SC_WORK		SC_WORK		SC_WORK		SC_WORK		SC_WORK

																		第1四半期 ダイ シ ハンキ						第2四半期						上期 カミキ						第3四半期						第4四半期						下期 シモキ						年度 ネンド

		○ｼｮﾍﾞﾙ、ﾀﾞﾝﾌﾟ内訳(仕向地)		取纏め						仕向地 シムケチ		製品 セイヒン		集約マスタ シュウヤク		区分 クブン		売上収益		限界利益 ゲンカイ リエキ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上収益		限界利益 ゲンカイ リエキ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上収益		限界利益 ゲンカイ リエキ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上収益		限界利益 ゲンカイ リエキ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上収益		限界利益 ゲンカイ リエキ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上収益		限界利益 ゲンカイ リエキ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上収益		限界利益 ゲンカイ リエキ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上収益		限界利益 ゲンカイ リエキ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上収益		限界利益 ゲンカイ リエキ		営業利益 エイギョウ リエキ

		日本ショベル		ショベル本体		Custom2#PR_06;		Custom1#DS_X00;		日本		本体		ショベル		超大型ショベル（マイニング）		255		188		(117)		0		752		502		255		940		386		170		834		551		85		682		464		255		1,516		1,015		511		2,455		1,401														0

		日本ダンプ		ダンプ本体		Custom2#PR_12;		Custom1#DS_X00;		日本		本体		ダンプ		ダンプ（マイニング）		0		0		(0)		0		1		1		0		1		1		0		1		1		0		1		1		0		2		2		0		3		2														0

		日本ショベル		ショベル部品		Custom2#PR_71PARTSMEX;		Custom1#DS_X00;		日本		部品		ショベル		部品（マイニングショベル）		1		25		20		1		26		20		2		51		39		1		31		26		1		32		27		2		63		53		4		114		92														0

		日本ダンプ		ダンプ部品		Custom2#PR_71PARTSMRD;		Custom1#DS_X00;		日本		部品		ダンプ		部品（マイニングダンプ）		0		4		2		0		4		1		0		8		3		0		4		1		0		3		1		0		7		2		0		16		5														0

		日本ショベル		ショベルサービス		Custom2#PR_61SRV00MEX;		Custom1#DS_X00;		日本		サービス		ショベル		有償サービス（マイニングショベル）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0

		日本ダンプ		ダンプサービス		Custom2#PR_61SRV00MRD;		Custom1#DS_X00;		日本		サービス		ダンプ		有償サービス（マイニングダンプ）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0

		日本ショベル		ショベルサービス		Custom2#PR_63FMC00MEX;		Custom1#DS_X00;		日本		サービス		ショベル		ＦＭＣ（マイニングショベル）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0

		日本ダンプ		ダンプサービス		Custom2#PR_63FMC00MRD;		Custom1#DS_X00;		日本		サービス		ダンプ		ＦＭＣ（マイニングダンプ）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0

		日本ショベル		ショベルサービス		Custom2#PR_62SRV00MEX;		Custom1#DS_X00;		日本		サービス		ショベル		無償サービス（マイニングショベル）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0

		日本ダンプ		ダンプサービス		Custom2#PR_62SRV00MRD;		Custom1#DS_X00;		日本		サービス		ダンプ		無償サービス（マイニングダンプ）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0

		豪亜ショベル		ショベル本体		Custom2#PR_06;		Custom1#DS_X91;		豪亜		本体		ショベル		超大型ショベル（マイニング）		6,822		2,672		1,215		6,927		1,696		(82)		13,749		4,368		1,133		6,618		702		(736)		4,110		(3,865)		(5,835)		10,727		(3,163)		(6,571)		24,476		1,205		(5,438)														0

		豪亜ダンプ		ダンプ本体		Custom2#PR_12;		Custom1#DS_X91;		豪亜		本体		ダンプ		ダンプ（マイニング）		4,481		1,699		647		4,772		959		221		9,253		2,658		868		1,547		(868)		(1,525)		345		(2,102)		(2,818)		1,893		(2,970)		(4,343)		11,146		(312)		(3,475)														0

		豪亜ショベル		ショベル部品		Custom2#PR_71PARTSMEX;		Custom1#DS_X91;		豪亜		部品		ショベル		部品（マイニングショベル）		7,213		4,597		3,484		7,912		5,032		3,861		15,125		9,629		7,345		8,720		5,486		4,222		8,947		5,466		4,119		17,667		10,953		8,341		32,792		20,582		15,686														0

		豪亜ダンプ		ダンプ部品		Custom2#PR_71PARTSMRD;		Custom1#DS_X91;		豪亜		部品		ダンプ		部品（マイニングダンプ）		3,174		1,382		919		3,258		1,456		928		6,432		2,837		1,848		3,291		1,455		929		3,337		1,451		866		6,628		2,907		1,795		13,060		5,744		3,642														0

		豪亜ショベル		ショベルサービス		Custom2#PR_61SRV00MEX;		Custom1#DS_X91;		豪亜		サービス		ショベル		有償サービス（マイニングショベル）		2,567		1,089		825		2,997		1,292		1,011		5,564		2,381		1,836		2,969		1,278		960		3,118		1,329		963		6,088		2,607		1,923		11,652		4,988		3,759														0

		豪亜ダンプ		ダンプサービス		Custom2#PR_61SRV00MRD;		Custom1#DS_X91;		豪亜		サービス		ダンプ		有償サービス（マイニングダンプ）		1,337		551		423		1,362		561		431		2,699		1,112		854		1,384		569		414		1,396		574		394		2,779		1,143		808		5,478		2,254		1,662														0

		豪亜ショベル		ショベルサービス		Custom2#PR_63FMC00MEX;		Custom1#DS_X91;		豪亜		サービス		ショベル		ＦＭＣ（マイニングショベル）		678		305		232		678		305		255		1,356		610		487		750		337		281		750		337		285		1,500		675		566		2,856		1,285		1,053														0

		豪亜ダンプ		ダンプサービス		Custom2#PR_63FMC00MRD;		Custom1#DS_X91;		豪亜		サービス		ダンプ		ＦＭＣ（マイニングダンプ）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0

		豪亜ショベル		ショベルサービス		Custom2#PR_62SRV00MEX;		Custom1#DS_X91;		豪亜		サービス		ショベル		無償サービス（マイニングショベル）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0

		豪亜ダンプ		ダンプサービス		Custom2#PR_62SRV00MRD;		Custom1#DS_X91;		豪亜		サービス		ダンプ		無償サービス（マイニングダンプ）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0

		中国ショベル		ショベル本体		Custom2#PR_06;		Custom1#DS_X44;		中国		本体		ショベル		超大型ショベル（マイニング）		0		0		0		149		(6)		(36)		149		(6)		(36)		0		0		0		90		180		180		90		180		180		239		174		144														0

		中国ダンプ		ダンプ本体		Custom2#PR_12;		Custom1#DS_X44;		中国		本体		ダンプ		ダンプ（マイニング）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0

		中国ショベル		ショベル部品		Custom2#PR_71PARTSMEX;		Custom1#DS_X44;		中国		部品		ショベル		部品（マイニングショベル）		169		76		45		125		62		25		294		138		70		148		63		28		50		44		23		198		107		51		492		245		121														0

		中国ダンプ		ダンプ部品		Custom2#PR_71PARTSMRD;		Custom1#DS_X44;		中国		部品		ダンプ		部品（マイニングダンプ）		40		22		16		29		19		13		69		40		29		35		20		15		12		16		13		46		36		28		115		76		56														0

		中国ショベル		ショベルサービス		Custom2#PR_61SRV00MEX;		Custom1#DS_X44;		中国		サービス		ショベル		有償サービス（マイニングショベル）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0

		中国ダンプ		ダンプサービス		Custom2#PR_61SRV00MRD;		Custom1#DS_X44;		中国		サービス		ダンプ		有償サービス（マイニングダンプ）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0

		中国ショベル		ショベルサービス		Custom2#PR_63FMC00MEX;		Custom1#DS_X44;		中国		サービス		ショベル		ＦＭＣ（マイニングショベル）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0

		中国ダンプ		ダンプサービス		Custom2#PR_63FMC00MRD;		Custom1#DS_X44;		中国		サービス		ダンプ		ＦＭＣ（マイニングダンプ）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0

		中国ショベル		ショベルサービス		Custom2#PR_62SRV00MEX;		Custom1#DS_X44;		中国		サービス		ショベル		無償サービス（マイニングショベル）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0

		中国ダンプ		ダンプサービス		Custom2#PR_62SRV00MRD;		Custom1#DS_X44;		中国		サービス		ダンプ		無償サービス（マイニングダンプ）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0

		インドショベル		ショベル本体		Custom2#PR_06;		Custom1#DS_X3A;		インド		本体		ショベル		超大型ショベル（マイニング）		501		101		16		1,021		1,178		996		1,522		1,280		1,012		1,370		1,942		1,681		388		82		26		1,758		2,024		1,707		3,281		3,303		2,719														0

		インドダンプ		ダンプ本体		Custom2#PR_12;		Custom1#DS_X3A;		インド		本体		ダンプ		ダンプ（マイニング）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0

		インドショベル		ショベル部品		Custom2#PR_71PARTSMEX;		Custom1#DS_X3A;		インド		部品		ショベル		部品（マイニングショベル）		343		208		133		351		204		129		695		411		262		367		232		161		381		244		169		748		477		331		1,442		888		593														0

		インドダンプ		ダンプ部品		Custom2#PR_71PARTSMRD;		Custom1#DS_X3A;		インド		部品		ダンプ		部品（マイニングダンプ）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1														0

		インドショベル		ショベルサービス		Custom2#PR_61SRV00MEX;		Custom1#DS_X3A;		インド		サービス		ショベル		有償サービス（マイニングショベル）		508		279		192		494		247		165		1,003		526		357		531		284		206		651		344		248		1,182		628		454		2,185		1,154		811														0

		インドダンプ		ダンプサービス		Custom2#PR_61SRV00MRD;		Custom1#DS_X3A;		インド		サービス		ダンプ		有償サービス（マイニングダンプ）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0

		インドショベル		ショベルサービス		Custom2#PR_63FMC00MEX;		Custom1#DS_X3A;		インド		サービス		ショベル		ＦＭＣ（マイニングショベル）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0

		インドダンプ		ダンプサービス		Custom2#PR_63FMC00MRD;		Custom1#DS_X3A;		インド		サービス		ダンプ		ＦＭＣ（マイニングダンプ）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0

		インドショベル		ショベルサービス		Custom2#PR_62SRV00MEX;		Custom1#DS_X3A;		インド		サービス		ショベル		無償サービス（マイニングショベル）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0

		インドダンプ		ダンプサービス		Custom2#PR_62SRV00MRD;		Custom1#DS_X3A;		インド		サービス		ダンプ		無償サービス（マイニングダンプ）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0

		欧阿中東ショベル		ショベル本体		Custom2#PR_06;		Custom1#DS_X93;		欧阿中東		本体		ショベル		超大型ショベル（マイニング）		4,540		1,990		581		3,104		1,058		69		7,644		3,048		650		2,772		1,785		713		1,995		1,415		446		4,768		3,200		1,159		12,412		6,248		1,809														0

		欧阿中東ダンプ		ダンプ本体		Custom2#PR_12;		Custom1#DS_X93;		欧阿中東		本体		ダンプ		ダンプ（マイニング）		2,461		539		(58)		2,261		962		11		4,722		1,501		(46)		2,551		1,106		317		1,872		613		167		4,423		1,719		484		9,145		3,220		438														0

		欧阿中東ショベル		ショベル部品		Custom2#PR_71PARTSMEX;		Custom1#DS_X93;		欧阿中東		部品		ショベル		部品（マイニングショベル）		1,866		1,586		1,241		2,468		1,510		1,161		4,334		3,096		2,402		2,701		1,545		1,237		2,253		1,523		1,211		4,954		3,068		2,447		9,288		6,164		4,850														0

		欧阿中東ダンプ		ダンプ部品		Custom2#PR_71PARTSMRD;		Custom1#DS_X93;		欧阿中東		部品		ダンプ		部品（マイニングダンプ）		2,165		1,685		1,229		2,178		1,656		1,168		4,343		3,341		2,396		2,434		1,727		1,294		2,146		1,595		1,183		4,580		3,322		2,477		8,923		6,664		4,874														0

		欧阿中東ショベル		ショベルサービス		Custom2#PR_61SRV00MEX;		Custom1#DS_X93;		欧阿中東		サービス		ショベル		有償サービス（マイニングショベル）		578		133		98		510		97		70		1,088		229		168		573		107		79		495		105		81		1,068		212		160		2,156		441		328														0

		欧阿中東ダンプ		ダンプサービス		Custom2#PR_61SRV00MRD;		Custom1#DS_X93;		欧阿中東		サービス		ダンプ		有償サービス（マイニングダンプ）		569		226		170		599		232		191		1,168		458		361		588		216		175		600		195		155		1,188		411		331		2,355		869		691														0

		欧阿中東ショベル		ショベルサービス		Custom2#PR_63FMC00MEX;		Custom1#DS_X93;		欧阿中東		サービス		ショベル		ＦＭＣ（マイニングショベル）		477		96		47		502		20		(13)		978		115		34		532		157		123		565		78		42		1,097		235		164		2,075		350		198														0

		欧阿中東ダンプ		ダンプサービス		Custom2#PR_63FMC00MRD;		Custom1#DS_X93;		欧阿中東		サービス		ダンプ		ＦＭＣ（マイニングダンプ）		164		23		(3)		180		26		10		344		50		7		189		28		11		228		36		17		417		65		28		761		114		35														0

		欧阿中東ショベル		ショベルサービス		Custom2#PR_62SRV00MEX;		Custom1#DS_X93;		欧阿中東		サービス		ショベル		無償サービス（マイニングショベル）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0

		欧阿中東ダンプ		ダンプサービス		Custom2#PR_62SRV00MRD;		Custom1#DS_X93;		欧阿中東		サービス		ダンプ		無償サービス（マイニングダンプ）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0

		米州ショベル		ショベル本体		Custom2#PR_06;		Custom1#DS_X92;		米州		本体		ショベル		超大型ショベル（マイニング）		3,052		660		13		2,387		886		248		5,438		1,547		261		1,624		734		264		3,058		1,622		773		4,682		2,356		1,038		10,121		3,903		1,299														0

		米州ダンプ		ダンプ本体		Custom2#PR_12;		Custom1#DS_X92;		米州		本体		ダンプ		ダンプ（マイニング）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2,887		1,011		182		2,887		1,011		182		2,887		1,011		182														0

		米州ショベル		ショベル部品		Custom2#PR_71PARTSMEX;		Custom1#DS_X92;		米州		部品		ショベル		部品（マイニングショベル）		2,488		1,582		1,213		2,387		1,590		1,192		4,875		3,172		2,405		2,649		1,909		1,552		2,724		1,916		1,592		5,373		3,825		3,144		10,248		6,996		5,549														0

		米州ダンプ		ダンプ部品		Custom2#PR_71PARTSMRD;		Custom1#DS_X92;		米州		部品		ダンプ		部品（マイニングダンプ）		599		285		144		605		288		130		1,204		573		274		525		280		146		502		271		127		1,026		551		273		2,230		1,123		547														0

		米州ショベル		ショベルサービス		Custom2#PR_61SRV00MEX;		Custom1#DS_X92;		米州		サービス		ショベル		有償サービス（マイニングショベル）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0

		米州ダンプ		ダンプサービス		Custom2#PR_61SRV00MRD;		Custom1#DS_X92;		米州		サービス		ダンプ		有償サービス（マイニングダンプ）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0

		米州ショベル		ショベルサービス		Custom2#PR_63FMC00MEX;		Custom1#DS_X92;		米州		サービス		ショベル		ＦＭＣ（マイニングショベル）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0

		米州ダンプ		ダンプサービス		Custom2#PR_63FMC00MRD;		Custom1#DS_X92;		米州		サービス		ダンプ		ＦＭＣ（マイニングダンプ）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0

		米州ショベル		ショベルサービス		Custom2#PR_62SRV00MEX;		Custom1#DS_X92;		米州		サービス		ショベル		無償サービス（マイニングショベル）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0

		米州ダンプ		ダンプサービス		Custom2#PR_62SRV00MRD;		Custom1#DS_X92;		米州		サービス		ダンプ		無償サービス（マイニングダンプ）		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0														0

						Value												47,047		22,003		12,726		47,257		22,111		12,679		94,304		44,114		25,405		45,039		21,964		13,127		42,985		15,199		5,103		88,024		37,164		18,231		182,328		81,278		43,635

						JPY

						<Entity Currency>





PPT(日)

						21年度　マイニング売上収益内訳　対前年 ネンド ウチワケ タイ ゼンネン





						（金額：億円） キンガク オク エン

										21年度実績 ネンド ジッセキ																		22年度見通し ネンド ミトオ																		差額 サガク

										1Q		2Q		1-2Q累 ルイ		3Q		1-3Q累 ルイ		4Q		3-4Q累 ルイ		2-4Q累 ルイ		年度 ネンド		1Q		2Q		1-2Q累 ルイ		3Q		1-3Q累 ルイ		4Q		3-4Q累 ルイ		2-4Q累 ルイ		年度 ネンド		1Q		2Q		1-2Q累 ルイ		3Q		1-3Q累 ルイ		4Q		3-4Q累 ルイ		2-4Q累 ルイ		年度 ネンド

										売上収益		売上収益				売上収益		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益

		米州ショベル				米州 ベイシュウ		ショベル		19		44		64		14		78		17		31		75		94		55		48		103		43		146		58		101		148		204		36		3		39		29		68		41		70		73		109

		米州ダンプ						トラック		7		7		14		7		20		6		13		19		26		6		6		12		5		17		34		39		45		51		△ 1		△ 1		△ 2		△ 1		△ 3		28		27		26		25

								計 ケイ		26		51		77		21		98		23		43		94		120		61		54		115		48		163		92		140		193		255		35		3		38		27		65		69		97		99		134

		欧阿中東ショベル				欧阿中東 オウ オモネ チュウトウ		ショベル		62		56		117		63		180		95		157		213		275		75		66		140		66		206		53		119		185		259		13		10		23		3		26		△ 42		△ 38		△ 28		△ 15

		欧阿中東ダンプ						トラック		37		42		79		47		126		52		99		141		178		54		52		106		58		163		48		106		158		212		16		10		27		11		38		△ 4		7		17		34

								計 ケイ		99		98		196		109		306		147		256		354		453		128		118		246		123		370		102		225		343		471		30		20		50		14		64		△ 46		△ 31		△ 11		18

		豪亜ショベル				アジア・大洋州 タイヨウ シュウ		ショベル		162		178		341		187		528		228		415		594		756		186		204		390		213		603		183		397		601		787		24		26		49		26		75		△ 45		△ 19		7		31

		豪亜ダンプ						トラック		51		62		113		66		179		52		117		179		231		90		94		184		62		246		51		113		207		297		39		32		70		△ 3		67		△ 1		△ 4		28		66

								計 ケイ		214		240		454		253		707		280		533		773		987		276		298		574		275		849		234		510		807		1,084		62		57		120		23		142		△ 45		△ 23		35		97

		中国ショベル				中国 チュウゴク		ショベル		2		1		3		2		5		1		3		4		6		2		3		4		1		6		1		3		6		7		0		1		1		△ 1		1		0		△ 0		1		1

		中国ダンプ						トラック		0		0		0		0		1		0		0		1		1		0		0		1		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0

								計 ケイ		2		2		3		2		6		1		3		5		7		2		3		5		2		7		2		3		6		8		0		1		2		△ 0		1		0		△ 0		1		2

		インドショベル				インド		ショベル		12		16		27		13		41		17		30		46		57		14		19		32		23		55		14		37		56		69		2		3		5		9		14		△ 2		7		10		12

		インドダンプ				※アジアの内数 ウチ スウ		ダンプ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

								計 ケイ		12		16		27		13		41		17		30		46		57		14		19		32		23		55		14		37		56		69		2		3		5		9		14		△ 2		7		10		12

		日本ショベル				日本 ニホン		ショベル		1		6		7		2		9		4		6		12		13		3		0		3		2		4		1		3		3		5		1		△ 6		△ 4		△ 0		△ 5		△ 3		△ 3		△ 9		△ 8

		日本ダンプ						トラック		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		△ 0		△ 0		△ 0		△ 0		△ 0		△ 0		△ 0		△ 0		△ 0

								計 ケイ		1		6		7		2		9		4		6		12		13		3		0		3		2		4		1		3		3		5		1		△ 6		△ 4		△ 0		△ 5		△ 3		△ 3		△ 9		△ 8

						合計 ゴウケイ		ショベル		246		286		532		268		800		344		612		897		1,144		321		320		641		325		966		297		622		942		1,262		74		35		109		57		166		△ 47		10		44		119

								トラック		95		111		206		119		326		110		229		340		436		150		152		302		125		428		133		259		411		561		55		41		96		6		102		23		29		71		125

								計 ケイ		341		397		738		387		1,125		454		841		1,238		1,579		470		473		943		450		1,393		430		880		1,353		1,823		129		76		205		63		268		△ 24		39		115		244



										参考：4Qに含まれていたHE-Pの影響 サンコウ フク エイキョウ

										地域 チイキ		製品 セイヒン				4Qダンプに
占める割合 シ ワリアイ		4Qﾏｲﾆﾝｸﾞに
占める割合 シ ワリアイ

										米州（HEPUS） ベイシュウ		ダンプ				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

										豪亜（HEPAU） ゴウ ア		ダンプ				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

												計 ケイ				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!



		インドショベル				インド		ショベル		5		7		12		9		21		7		16		23		28		14		19		32		23		55		14		37		56		69		8		12		20		14		34		7		21		33		41

		インドダンプ				※アジアの内数 ウチ スウ		ダンプ		0		△ 0		△ 0		0		△ 0		0		0		△ 0		△ 0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		△ 0		1		0		0		0		0		0		1		0

								計 ケイ		5		6		12		9		21		7		16		22		27		14		19		32		23		55		14		37		56		69		8		12		21		14		35		7		21		34		42







PPT(英)

						Detail of Mining Revenue





						（billions of yen）

										FY21
Actual																		FY22
Forecast																		Change 

										1Q		2Q		1-2Q		3Q		1-3Q		4Q		3-4Q		2-4Q		Year		1Q		2Q		1-2Q		3Q		1-3Q		4Q		3-4Q		2-4Q		Year		1Q		2Q		1-2Q		3Q		1-3Q		4Q		3-4Q		2-4Q		Year

										売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		売上収益		売上収益				売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		売上収益		売上収益				売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		売上収益		売上収益				売上収益

		米州ショベル				America		Excavator		1.9		4.4		6.4		1.4		7.8		1.7		3.1		7.5		9.4		5.5		4.8		10.3		4.3		14.6		5.8		10.1		14.8		20.4		3.6		0.3		3.9		2.9		6.8		4.1		7.0		7.3		10.9

		米州ダンプ						Dump Truck		0.7		0.7		1.4		0.7		2.0		0.6		1.3		1.9		2.6		0.6		0.6		1.2		0.5		1.7		3.4		3.9		4.5		5.1		-0.1		-0.1		-0.2		-0.1		-0.3		2.8		2.7		2.6		2.5

								Total		2.6		5.1		7.7		2.1		9.8		2.3		4.3		9.4		12.0		6.1		5.4		11.5		4.8		16.3		9.2		14.0		19.3		25.5		3.5		0.3		3.8		2.7		6.5		6.9		9.7		9.9		13.4

		欧阿中東ショベル				Europe, Africa 		Excavator		6.2		5.6		11.7		6.3		18.0		9.5		15.7		21.3		27.5		7.5		6.6		14.0		6.6		20.6		5.3		11.9		18.5		25.9		1.3		1.0		2.3		0.3		2.6		-4.2		-3.8		-2.8		-1.5

		欧阿中東ダンプ				and Middle East		Dump Truck		3.7		4.2		7.9		4.7		12.6		5.2		9.9		14.1		17.8		5.4		5.2		10.6		5.8		16.3		4.8		10.6		15.8		21.2		1.6		1.0		2.7		1.1		3.8		-0.4		0.7		1.7		3.4

								Total		9.9		9.8		19.6		10.9		30.6		14.7		25.6		35.4		45.3		12.8		11.8		24.6		12.3		37.0		10.2		22.5		34.3		47.1		3.0		2.0		5.0		1.4		6.4		-4.6		-3.1		-1.1		1.8

		豪亜ショベル				Asia & Oceania		Excavator		16.2		17.8		34.1		18.7		52.8		22.8		41.5		59.4		75.6		18.6		20.4		39.0		21.3		60.3		18.3		39.7		60.1		78.7		2.4		2.6		4.9		2.6		7.5		-4.5		-1.9		0.7		3.1

		豪亜ダンプ						Dump Truck		5.1		6.2		11.3		6.6		17.9		5.2		11.7		17.9		23.1		9.0		9.4		18.4		6.2		24.6		5.1		11.3		20.7		29.7		3.9		3.2		7.0		-0.3		6.7		-0.1		-0.4		2.8		6.6

								Total		21.4		24.0		45.4		25.3		70.7		28.0		53.3		77.3		98.7		27.6		29.8		57.4		27.5		84.9		23.4		51.0		80.7		108.4		6.2		5.7		12.0		2.3		14.2		-4.5		-2.3		3.5		9.7

		中国ショベル				China		Excavator		0.2		0.1		0.3		0.2		0.5		0.1		0.3		0.4		0.6		0.2		0.3		0.4		0.1		0.6		0.1		0.3		0.6		0.7		0.0		0.1		0.1		-0.1		0.1		0.0		-0.0		0.1		0.1

		中国ダンプ						Dump Truck		0.0		0.0		0.0		0.0		0.1		0.0		0.0		0.1		0.1		0.0		0.0		0.1		0.0		0.1		0.0		0.0		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								Total		0.2		0.2		0.3		0.2		0.6		0.1		0.3		0.5		0.7		0.2		0.3		0.5		0.2		0.7		0.2		0.3		0.6		0.8		0.0		0.1		0.2		-0.0		0.1		0.0		-0.0		0.1		0.2

		インドショベル				India		Excavator		1.2		1.6		2.7		1.3		4.1		1.7		3.0		4.6		5.7		1.4		1.9		3.2		2.3		5.5		1.4		3.7		5.6		6.9		0.2		0.3		0.5		0.9		1.4		-0.2		0.7		1.0		1.2

		インドダンプ						Dump Truck		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

								Total		1.2		1.6		2.7		1.3		4.1		1.7		3.0		4.6		5.7		1.4		1.9		3.2		2.3		5.5		1.4		3.7		5.6		6.9		0.2		0.3		0.5		0.9		1.4		-0.2		0.7		1.0		1.2

		日本ショベル				Japan		Excavator		0.1		0.6		0.7		0.2		0.9		0.4		0.6		1.2		1.3		0.3		0.0		0.3		0.2		0.4		0.1		0.3		0.3		0.5		0.1		-0.6		-0.4		-0.0		-0.5		-0.3		-0.3		-0.9		-0.8

		日本ダンプ						Dump Truck		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		-0.0		-0.0		-0.0		-0.0		-0.0		-0.0		-0.0		-0.0		-0.0

								Total		0.1		0.6		0.7		0.2		0.9		0.4		0.6		1.2		1.3		0.3		0.0		0.3		0.2		0.4		0.1		0.3		0.3		0.5		0.1		-0.6		-0.4		-0.0		-0.5		-0.3		-0.3		-0.9		-0.8

						Total		Excavator		24.6		28.6		53.2		26.8		80.0		34.4		61.2		89.7		114.4		32.1		32.0		64.1		32.5		96.6		29.7		62.2		94.2		126.2		7.4		3.5		10.9		5.7		16.6		-4.7		1.0		4.4		11.9

								Dump Truck		9.5		11.1		20.6		11.9		32.6		11.0		22.9		34.0		43.6		15.0		15.2		30.2		12.5		42.8		13.3		25.9		41.1		56.1		5.5		4.1		9.6		0.6		10.2		2.3		2.9		7.1		12.5

								Total		34.1		39.7		73.8		38.7		112.5		45.4		84.1		123.8		157.9		47.0		47.3		94.3		45.0		139.3		43.0		88.0		135.3		182.3		12.9		7.6		20.5		6.3		26.8		-2.4		3.9		11.5		24.4



										参考：4Qに含まれていたHE-Pの影響 サンコウ フク エイキョウ

										地域 チイキ		製品 セイヒン		売上高 ウリアゲ ダカ		4Qダンプに
占める割合 シ ワリアイ		4Qﾏｲﾆﾝｸﾞに
占める割合 シ ワリアイ

										米州（HEPUS） ベイシュウ		ダンプ		26		128%		68%

										豪亜（HEPAU） ゴウ ア		ダンプ		36		174%		93%

												計 ケイ		62		302%		161%









PPT(日) 年度決算

						マイニング決算発表用PPT ケッサン ハッピョウ ヨウ





																		（単位：億円）

										20年度 ネンド		21年度 ネンド		対前年同期 タイ ゼンネン ドウキ		22年度 ネンド		対前年同期 タイ ゼンネン ドウキ

										実績(A) ジッセキ		実績(B) ジッセキ		(B)-(A)		予想(C) ヨソウ		(C)-(B)

										売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益

		米州ショベル				米州 ベイシュウ		ショベル		106		94		△ 11		204		109

		米州ダンプ						トラック		21		26		5		51		25

								計 ケイ		127		120		△ 6		255		134

		欧阿中東ショベル				欧阿中東 オウ オモネ チュウトウ		ショベル		153		275		121		259		△ 15

		欧阿中東ダンプ						トラック		122		178		56		212		34

								計 ケイ		276		453		177		471		18

		豪亜ショベル				アジア・大洋州 タイヨウ シュウ		ショベル		496		756		260		787		31

		豪亜ダンプ						トラック		308		231		△ 78		297		66

								計 ケイ		805		987		182		1,084		97

		中国ショベル				中国 チュウゴク		ショベル		7		6		△ 1		7		1

		中国ダンプ						トラック		1		1		0		1		0

								計 ケイ		8		7		△ 1		8		2

		インドショベル				インド		ショベル

		インドダンプ				※アジアの内数 ウチ スウ		ダンプ

								計 ケイ

		日本ショベル				日本 ニホン		ショベル		16		13		△ 3		5		△ 8

		日本ダンプ						トラック		4		0		△ 4		0		△ 0

								計 ケイ		20		13		△ 7		5		△ 8

						合計 ゴウケイ		ショベル		779		1,144		365		1,262		119

								トラック		456		436		△ 20		561		125

								計 ケイ		1,235		1,579		345		1,823		244















		インドショベル				インド		ショベル		ショベル		5		7		12		9

		インドダンプ				※アジアの内数 ウチ スウ		ダンプ		ダンプ		0		△ 0		△ 0		0

								計 ケイ		計		5		6		12		9









PPT(英) 年度決算







																		(billions of yen)

										FY20		FY21		Change		FY22		Change

										Actual(A)		Actual(B)		(B)-(A)		Forecast(C)		(C)-(B)

										売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益

		米州ショベル				America		Excavator		10.6		9.4		-1.1		20.4		10.9

		米州ダンプ						Dump Truck		2.1		2.6		0.5		5.1		2.5

								Total		12.7		12.0		-0.6		25.5		13.4

		欧阿中東ショベル				Europe, Africa 		Excavator		15.3		27.5		12.1		25.9		-1.5

		欧阿中東ダンプ				and Middle East		Dump Truck		12.2		17.8		5.6		21.2		3.4

								Total		27.6		45.3		17.7		47.1		1.8

		豪亜ショベル				Asia & Oceania		Excavator		49.6		75.6		26.0		78.7		3.1

		豪亜ダンプ						Dump Truck		30.8		23.1		-7.8		29.7		6.6

								Total		80.5		98.7		18.2		108.4		9.7

		中国ショベル				China		Excavator		0.7		0.6		-0.1		0.7		0.1

		中国ダンプ						Dump Truck		0.1		0.1		0.0		0.1		0.0

								Total		0.8		0.7		-0.1		0.8		0.2

		インドショベル				インド		ショベル

		インドダンプ				※アジアの内数 ウチ スウ		ダンプ

								計 ケイ

		日本ショベル				Japan		Excavator		1.6		1.3		-0.3		0.5		-0.8

		日本ダンプ						Dump Truck		0.4		0.0		-0.4		0.0		-0.0

								Total		2.0		1.3		-0.7		0.5		-0.8

						Total		Excavator		77.9		114.4		36.5		126.2		11.9

								Dump Truck		45.6		43.6		-2.0		56.1		12.5

								Total		123.5		157.9		34.5		182.3		24.4















		インドショベル				インド		ショベル		ショベル		5		7		12		9

		インドダンプ				※アジアの内数 ウチ スウ		ダンプ		ダンプ		0		△ 0		△ 0		0

								計 ケイ		計		5		6		12		9









○ (中計)

								２０１９度見通し ミトオ																												２０１９年度中計 チュウケイ				２０１９年度中計 チュウケイ				差額 サガク				差額 サガク

								第1四半期(見） ミ				第2四半期(見） ミ				1～2Q累計 ルイケイ				第3四半期(見） ミ				第4四半期(見） ミ				3～4Q累計 ルイケイ				年度(見）（A） ミ				年度(見）（B）				年度(見）（C）				（B）－（A）				（C）－（B）

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		15,169		0		13,588		0		28,757		0		12,555		0		9,727		0		22,282		0		51,039		0		51,335				32,618		0		296		0		(18,717)		0		本体 ホンタイ

		売 ウ		ショベル		部品 ブヒン		12,081		0		13,244		0		25,324		0		14,586		0		14,355		0		28,941		0		54,266		0		46,481				78,795		0		(7,784)		0		32,313		0		部品 ブヒン

		上 ウエ				サ－ビス		4,808		0		5,181		0		9,989		0		5,356		0		5,579		0		10,934		0		20,923		0		18,238				50,179		0		(2,685)		0		31,941		0		サ－ビス

		収 シュウ				部・サ計 ブ ケイ		16,889		0		18,425		0		35,313		0		19,941		0		19,934		0		39,876		0		75,189		0		64,720				128,974		0		(10,469)		0		64,255		0		部・サ計 ブ ケイ

		益 エキ				計 ケイ		32,058		0		32,013		0		64,070		0		32,496		0		29,661		0		62,157		0		126,228		0		116,055				161,592		0		(10,173)		0		45,538		0		計 ケイ

				リジット		本体 ホンタイ		6,942		0		7,033		0		13,975		0		4,098		0		5,105		0		9,203		0		23,178		0		43,420				30,793		0		20,243		0		(12,628)		0		本体 ホンタイ

				ダンプ		部品 ブヒン		5,978		0		6,071		0		12,048		0		6,284		0		5,996		0		12,280		0		24,328		0		25,393				50,895		0		1,065		0		25,502		0		部品 ブヒン

						サ－ビス		2,069		0		2,141		0		4,210		0		2,160		0		2,223		0		4,384		0		8,594		0		5,481				9,807		0		(3,113)		0		4,326		0		サ－ビス

						部・サ計 ブ ケイ		8,047		0		8,212		0		16,259		0		8,444		0		8,220		0		16,664		0		32,923		0		30,874				60,702		0		(2,049)		0		29,828		0		部・サ計 ブ ケイ

						計 ケイ		14,989		0		15,244		0		30,234		0		12,542		0		13,324		0		25,867		0		56,100		0		74,294				91,495		0		18,194		0		17,200		0		計 ケイ

						合計 ゴウケイ		47,047		0		47,257		0		94,304		0		45,039		0		42,985		0		88,024		0		182,328		0		190,349				253,087		0		8,021		0		62,738		0		合計 ゴウケイ

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		5,613		37.0%		5,564		40.9%		11,176		38.9%		5,996		47.8%		116		1.2%		6,113		27.4%		17,289		33.9%		18,713		36.5%		10,708		32.8%		1,424		2.6%		(8,004)		-3.6%		本体 ホンタイ

		限 ゲン		ショベル		部品 ブヒン		8,074		66.8%		8,423		63.6%		16,497		65.1%		9,266		63.5%		9,226		64.3%		18,492		63.9%		34,989		64.5%		24,726		53.2%		33,680		42.7%		(10,263)		-11.3%		8,954		-10.5%		部品 ブヒン

		界 カイ				サ－ビス		1,901		39.5%		1,961		37.9%		3,862		38.7%		2,164		40.4%		2,193		39.3%		4,357		39.8%		8,218		39.3%		6,747		37.0%		20,292		40.4%		(1,471)		-2.3%		13,546		3.4%		サ－ビス

		利 リ				部・サ計 ブ ケイ		9,975		59.1%		10,384		56.4%		20,359		57.7%		11,430		57.3%		11,419		57.3%		22,849		57.3%		43,207		57.5%		31,473		48.6%		53,972		41.8%		(11,734)		-8.8%		22,499		-6.8%		部・サ計 ブ ケイ

		益 エキ				計 ケイ		15,587		48.6%		15,948		49.8%		31,535		49.2%		17,426		53.6%		11,535		38.9%		28,961		46.6%		60,496		47.9%		50,185		43.2%		64,680		40.0%		(10,311)		-4.7%		14,495		-3.2%		計 ケイ

				リジット		本体 ホンタイ		2,238		32.2%		1,922		27.3%		4,160		29.8%		238		5.8%		(477)		-9.4%		(239)		-2.6%		3,921		16.9%		9,815		22.6%		4,513		14.7%		5,894		5.7%		(5,301)		-7.9%		本体 ホンタイ

				ダンプ		部品 ブヒン		3,378		56.5%		3,422		56.4%		6,800		56.4%		3,487		55.5%		3,337		55.6%		6,823		55.6%		13,623		56.0%		11,607		45.7%		19,203		37.7%		(2,016)		-10.3%		7,596		-8.0%		部品 ブヒン

						サ－ビス		800		38.7%		819		38.3%		1,619		38.5%		813		37.7%		805		36.2%		1,618		36.9%		3,238		37.7%		1,896		34.6%		3,369		34.4%		(1,342)		-3.1%		1,473		-0.2%		サ－ビス

						部・サ計 ブ ケイ		4,178		51.9%		4,241		51.7%		8,419		51.8%		4,300		50.9%		4,141		50.4%		8,442		50.7%		16,861		51.2%		13,503		43.7%		22,572		37.2%		(3,358)		-7.5%		9,069		-6.6%		部・サ計 ブ ケイ

						計 ケイ		6,416		42.8%		6,164		40.4%		12,579		41.6%		4,538		36.2%		3,664		27.5%		8,202		31.7%		20,782		37.0%		23,318		31.4%		27,085		29.6%		2,536		-5.7%		3,768		-1.8%		計 ケイ

						合計 ゴウケイ		22,003		46.8%		22,111		46.8%		44,114		46.8%		21,964		48.8%		15,199		35.4%		37,164		42.2%		81,278		44.6%		73,503		38.6%		91,766		36.3%		(7,775)		-6.0%		18,263		-2.4%		合計 ゴウケイ

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		1,709		11.3%		1,697		12.5%		3,406		11.8%		2,474		19.7%		(3,946)		-40.6%		(1,472)		-6.6%		1,934		3.8%		5,188		10.1%		518		1.6%		3,254		6.3%		(4,670)		-8.5%		本体 ホンタイ

		調 チョウ		ショベル		部品 ブヒン		6,135		50.8%		6,388		48.2%		12,523		49.5%		7,227		49.5%		7,141		49.7%		14,368		49.6%		26,891		49.6%		17,294		37.2%		16,277		20.7%		(9,597)		-12.3%		(1,018)		-16.5%		部品 ブヒン

		整 ヒトシ				サ－ビス		1,393		29.0%		1,488		28.7%		2,881		28.8%		1,649		30.8%		1,619		29.0%		3,268		29.9%		6,149		29.4%		4,849		26.6%		7,322		14.6%		(1,300)		-2.8%		2,473		-12.0%		サ－ビス

		後 アト				部・サ計 ブ ケイ		7,528		44.6%		7,876		42.7%		15,404		43.6%		8,875		44.5%		8,760		43.9%		17,635		44.2%		33,040		43.9%		22,143		34.2%		23,598		18.3%		(10,897)		-9.7%		1,455		-15.9%		部・サ計 ブ ケイ

		営 エイ				計 ケイ		9,237		28.8%		9,573		29.9%		18,810		29.4%		11,349		34.9%		4,814		16.2%		16,163		26.0%		34,974		27.7%		27,331		23.6%		24,116		14.9%		(7,643)		-4.2%		(3,215)		-8.6%		計 ケイ

		業 ギョウ		リジット		本体 ホンタイ		589		8.5%		234		3.3%		822		5.9%		(1,206)		-29.4%		(2,468)		-48.4%		(3,675)		-39.9%		(2,852)		-12.3%		(5,928)		-13.7%		(15,016)		-48.8%		(3,075)		-1.3%		(9,089)		-35.1%		本体 ホンタイ

		利 リ		ダンプ		部品 ブヒン		2,310		38.6%		2,241		36.9%		4,551		37.8%		2,384		37.9%		2,191		36.5%		4,575		37.3%		9,126		37.5%		7,667		30.2%		9,953		19.6%		(1,458)		-7.3%		2,285		-10.6%		部品 ブヒン

		益 エキ				サ－ビス		590		28.5%		632		29.5%		1,222		29.0%		600		27.8%		567		25.5%		1,167		26.6%		2,389		27.8%		1,138		20.8%		2,074		21.1%		(1,251)		-7.0%		936		0.4%		サ－ビス

						部・サ計 ブ ケイ		2,900		36.0%		2,872		35.0%		5,772		35.5%		2,984		35.3%		2,758		33.5%		5,742		34.5%		11,514		35.0%		8,806		28.5%		12,027		19.8%		(2,709)		-6.5%		3,221		-8.7%		部・サ計 ブ ケイ

						計 ケイ		3,489		23.3%		3,106		20.4%		6,595		21.8%		1,778		14.2%		289		2.2%		2,067		8.0%		8,662		15.4%		2,878		3.9%		(2,989)		-3.3%		(5,784)		-11.6%		(5,868)		-7.1%		計 ケイ

						合計 ゴウケイ		12,726		27.0%		12,679		26.8%		25,405		26.9%		13,127		29.1%		5,103		11.9%		18,231		20.7%		43,635		23.9%		30,209		15.9%		21,127		8.3%		(13,426)		-8.1%		(9,082)		-7.5%		合計 ゴウケイ

								２０１５年度1月対外 ド ガツ タイガイ

								第1四半期(見） ミ				第2四半期(見）				1～2Q累計 ルイケイ				第3四半期(見）				第4四半期(見）				3～4Q累計 ルイケイ				年度(見）				年度(見）				年度(見）

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		5,488		0		4,708		0		10,196		0		8,076		0		10,210		0		18,286		0		28,482		0		28,482		0		28,482		0

		売 ウ		ショベル		部品 ブヒン		7,976		0		9,593		0		17,569		0		8,601		0		8,772		0		17,373		0		34,942		0		34,942		0		34,942		0

		上 ウエ				サ－ビス		4,793		0		4,856		0		9,649		0		4,291		0		4,727		0		9,018		0		18,667		0		18,667		0		18,667		0

		収 シュウ				部・サ計 ブ ケイ		12,769		0		14,449		0		27,218		0		12,892		0		13,499		0		26,391		0		53,609		0		53,609		0		53,609		0

		益 エキ				計 ケイ		18,257		0		19,157		0		37,414		0		20,968		0		23,709		0		44,677		0		82,091		0		82,091		0		82,091		0

				リジット		本体 ホンタイ		3,136		0		5,290		0		8,426		0		3,992		0		4,565		0		8,557		0		16,983		0		16,983		0		16,983		0

				ダンプ		部品 ブヒン		3,178		0		3,159		0		6,337		0		3,201		0		3,688		0		6,889		0		13,226		0		13,226		0		13,226		0

						サ－ビス		1,740		0		1,365		0		3,105		0		1,513		0		1,947		0		3,460		0		6,565		0		6,565		0		6,565		0

						部・サ計 ブ ケイ		4,918		0		4,524		0		9,442		0		4,714		0		5,635		0		10,349		0		19,791		0		19,791		0		19,791		0

						計 ケイ		8,054		0		9,814		0		17,868		0		8,706		0		10,200		0		18,906		0		36,774		0		36,774		0		36,774		0

						合計 ゴウケイ		26,311		0		28,971		0		55,282		0		29,674		0		33,909		0		63,583		0		118,865		0		118,865		0		118,865		0

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		1,697		30.9%		2,029		43.1%		3,726		36.5%		1,315		16.3%		3,299		32.3%		4,614		25.2%		8,340		29.3%		8,340		29.3%		8,340		29.3%

		限 ゲン		ショベル		部品 ブヒン		4,939		61.9%		5,334		55.6%		10,273		58.5%		3,078		35.8%		4,260		48.6%		7,338		42.2%		17,611		50.4%		17,611		50.4%		17,611		50.4%

		界 カイ				サ－ビス		1,751		36.5%		1,490		30.7%		3,241		33.6%		1,101		25.7%		1,539		32.6%		2,640		29.3%		5,881		31.5%		5,881		31.5%		5,881		31.5%

		利 リ				部・サ計 ブ ケイ		6,690		52.4%		6,824		47.2%		13,514		49.7%		4,179		32.4%		5,799		43.0%		9,978		37.8%		23,492		43.8%		23,492		43.8%		23,492		43.8%

		益 エキ				計 ケイ		8,387		45.9%		8,853		46.2%		17,240		46.1%		5,494		26.2%		9,098		38.4%		14,592		32.7%		31,832		38.8%		31,832		38.8%		31,832		38.8%

				リジット		本体 ホンタイ		343		10.9%		50		0.9%		393		4.7%		87		2.2%		(2,476)		-54.2%		(2,389)		-27.9%		(1,996)		-11.8%		(1,996)		-11.8%		(1,996)		-11.8%

				ダンプ		部品 ブヒン		1,779		56.0%		1,519		48.1%		3,298		52.0%		1,009		31.5%		2,046		55.5%		3,055		44.3%		6,353		48.0%		6,353		48.0%		6,353		48.0%

						サ－ビス		610		35.1%		508		37.2%		1,118		36.0%		558		36.9%		601		30.9%		1,159		33.5%		2,277		34.7%		2,277		34.7%		2,277		34.7%

						部・サ計 ブ ケイ		2,389		48.6%		2,027		44.8%		4,416		46.8%		1,567		33.2%		2,647		47.0%		4,214		40.7%		8,630		43.6%		8,630		43.6%		8,630		43.6%

						計 ケイ		2,732		33.9%		2,077		21.2%		4,809		26.9%		1,654		19.0%		171		1.7%		1,825		9.7%		6,634		18.0%		6,634		18.0%		6,634		18.0%

						合計 ゴウケイ		11,119		42.3%		10,930		37.7%		22,049		39.9%		7,148		24.1%		9,269		27.3%		16,417		25.8%		38,466		32.4%		38,466		32.4%		38,466		32.4%

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		(572)		-10.4%		(1,116)		-23.7%		(1,688)		-16.6%		(1,927)		-23.9%		410		4.0%		(1,517)		-8.3%		(3,205)		-11.3%		(3,205)		-11.3%		(3,205)		-11.3%

		営 エイ		ショベル		部品 ブヒン		2,331		29.2%		3,261		34.0%		5,592		31.8%		729		8.5%		3,110		35.5%		3,839		22.1%		9,431		27.0%		9,431		27.0%		9,431		27.0%

		業 ギョウ				サ－ビス		947		19.8%		795		16.4%		1,742		18.1%		519		12.1%		849		18.0%		1,368		15.2%		3,110		16.7%		3,110		16.7%		3,110		16.7%

		利 リ				部・サ計 ブ ケイ		3,278		49.0%		4,056		59.4%		7,334		54.3%		1,248		29.9%		3,959		68.3%		5,207		52.2%		12,541		53.4%		12,541		53.4%		12,541		53.4%

		益 エキ				計 ケイ		2,706		14.8%		2,940		15.3%		5,646		15.1%		(679)		-3.2%		4,369		18.4%		3,690		8.3%		9,336		11.4%		9,336		11.4%		9,336		11.4%

				リジット		本体 ホンタイ		(1,974)		-62.9%		(4,873)		-92.1%		(6,847)		-81.3%		(2,742)		-68.7%		(4,405)		-96.5%		(7,147)		-83.5%		(13,994)		-82.4%		(13,994)		-82.4%		(13,994)		-82.4%

				ダンプ		部品 ブヒン		979		30.8%		814		25.8%		1,793		28.3%		393		12.3%		1,612		43.7%		2,005		29.1%		3,798		28.7%		3,798		28.7%		3,798		28.7%

						サ－ビス		395		22.7%		313		22.9%		708		22.8%		373		24.7%		357		18.3%		730		21.1%		1,438		21.9%		1,438		21.9%		1,438		21.9%

						部・サ計 ブ ケイ		1,374		57.5%		1,127		55.6%		2,501		56.6%		766		48.9%		1,969		74.4%		2,735		64.9%		5,236		60.7%		5,236		60.7%		5,236		60.7%

						計 ケイ		(600)		-7.4%		(3,746)		-38.2%		(4,346)		-24.3%		(1,976)		-22.7%		(2,436)		-23.9%		(4,412)		-23.3%		(8,758)		-23.8%		(8,758)		-23.8%		(8,758)		-23.8%

						合計 ゴウケイ		2,106		8.0%		(806)		-2.8%		1,300		2.4%		(2,655)		-8.9%		1,933		5.7%		(722)		-1.1%		578		0.5%		578		0.5%		578		0.5%

								差額 サガク

								第1四半期				第2四半期				1～2Q累計 ルイケイ				第3四半期				第4四半期				3～4Q累計 ルイケイ				年度				年度				年度

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		9,681		0		8,880		0		18,561		0		4,479		0		(483)		0		3,996		0		22,557		0		22,853		0		4,136		0

		売 ウ		ショベル		部品 ブヒン		4,105		0		3,651		0		7,755		0		5,985		0		5,583		0		11,568		0		19,324		0		11,539		0		43,853		0

		上 ウエ				サ－ビス		15		0		325		0		340		0		1,065		0		852		0		1,916		0		2,256		0		(429)		0		31,512		0

		収 シュウ				部・サ計 ブ ケイ		4,120		0		3,976		0		8,095		0		7,049		0		6,435		0		13,485		0		21,580		0		11,111		0		75,365		0

		益 エキ				計 ケイ		13,801		0		12,856		0		26,656		0		11,528		0		5,952		0		17,480		0		44,137		0		33,964		0		79,501		0

				リジット		本体 ホンタイ		3,806		0		1,743		0		5,549		0		106		0		540		0		646		0		6,195		0		26,437		0		13,810		0

				ダンプ		部品 ブヒン		2,800		0		2,912		0		5,711		0		3,083		0		2,308		0		5,391		0		11,102		0		12,167		0		37,669		0

						サ－ビス		329		0		776		0		1,105		0		647		0		276		0		924		0		2,029		0		(1,084)		0		3,242		0

						部・サ計 ブ ケイ		3,129		0		3,688		0		6,817		0		3,730		0		2,585		0		6,315		0		13,132		0		11,083		0		40,911		0

						計 ケイ		6,935		0		5,430		0		12,366		0		3,836		0		3,124		0		6,961		0		19,326		0		37,520		0		54,721		0

						合計 ゴウケイ		20,736		0		18,286		0		39,022		0		15,365		0		9,076		0		24,441		0		63,463		0		71,484		0		134,222		0

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		3,916		6.1%		3,535		-2.2%		7,450		2.3%		4,681		31.5%		(3,183)		-31.1%		1,499		2.2%		8,949		4.6%		10,373		7.2%		2,368		3.5%

		限 ゲン		ショベル		部品 ブヒン		3,135		4.9%		3,089		8.0%		6,224		6.7%		6,188		27.7%		4,966		15.7%		11,154		21.7%		17,378		14.1%		7,115		2.8%		16,069		-7.7%

		界 カイ				サ－ビス		150		3.0%		471		7.2%		621		5.1%		1,063		14.7%		654		6.7%		1,717		10.6%		2,337		7.8%		866		5.5%		14,411		8.9%

		利 リ				部・サ計 ブ ケイ		3,285		6.7%		3,560		9.1%		6,845		8.0%		7,251		24.9%		5,620		14.3%		12,871		19.5%		19,715		13.6%		7,981		4.8%		30,480		-2.0%

		益 エキ				計 ケイ		7,200		2.7%		7,095		3.6%		14,295		3.1%		11,932		27.4%		2,437		0.5%		14,369		13.9%		28,664		9.1%		18,353		4.5%		32,848		1.3%

				リジット		本体 ホンタイ		1,895		21.3%		1,872		26.4%		3,767		25.1%		151		3.6%		1,999		44.9%		2,150		25.3%		5,917		28.7%		11,811		34.4%		6,509		26.4%

				ダンプ		部品 ブヒン		1,599		0.5%		1,903		8.3%		3,502		4.4%		2,478		24.0%		1,291		0.2%		3,768		11.2%		7,270		8.0%		5,254		-2.3%		12,850		-10.3%

						サ－ビス		190		3.6%		311		1.1%		501		2.5%		255		0.8%		204		5.3%		459		3.4%		961		3.0%		(381)		-0.1%		1,092		-0.3%

						部・サ計 ブ ケイ		1,789		3.3%		2,214		6.8%		4,003		5.0%		2,733		17.7%		1,494		3.4%		4,228		9.9%		8,231		7.6%		4,873		0.1%		13,942		-6.4%

						計 ケイ		3,684		8.9%		4,087		19.3%		7,770		14.7%		2,884		17.2%		3,493		25.8%		6,377		22.1%		14,148		19.0%		16,684		13.3%		20,451		11.6%

						合計 ゴウケイ		10,884		4.5%		11,181		9.1%		22,065		6.9%		14,816		24.7%		5,930		8.0%		20,747		16.4%		42,812		12.2%		35,037		6.3%		53,300		3.9%

				超大型 チョウ オオガタ		本体 ホンタイ		2,281		21.7%		2,813		36.2%		5,094		28.4%		4,401		43.6%		(4,356)		-44.6%		45		1.7%		5,139		15.0%		8,393		21.4%		3,723		12.8%

		営 エイ		ショベル		部品 ブヒン		3,804		21.6%		3,127		14.2%		6,931		17.6%		6,498		41.1%		4,031		14.3%		10,529		27.5%		17,460		22.6%		7,863		10.2%		6,846		-6.3%

		業 ギョウ				サ－ビス		446		9.2%		693		12.4%		1,139		10.8%		1,130		18.7%		770		11.1%		1,900		14.7%		3,039		12.7%		1,739		9.9%		4,212		-2.1%

		利 リ				部・サ計 ブ ケイ		4,250		-4.4%		3,820		-16.7%		8,070		-10.6%		7,627		14.6%		4,801		-24.3%		12,428		-8.0%		20,499		-9.4%		9,602		-19.2%		11,057		-35.1%

		益 エキ				計 ケイ		6,531		14.0%		6,633		14.6%		13,164		14.3%		12,028		38.2%		445		-2.2%		12,473		17.7%		25,638		16.3%		17,995		12.2%		14,780		3.6%

				リジット		本体 ホンタイ		2,563		71.4%		5,107		95.4%		7,669		87.1%		1,536		39.3%		1,937		48.1%		3,472		43.6%		11,142		70.1%		8,066		68.7%		(1,022)		33.6%

				ダンプ		部品 ブヒン		1,331		7.8%		1,427		11.1%		2,758		9.5%		1,991		25.7%		579		-7.2%		2,570		8.1%		5,328		8.8%		3,869		1.5%		6,155		-9.2%

						サ－ビス		195		5.8%		319		6.6%		514		6.2%		227		3.1%		210		7.2%		437		5.5%		951		5.9%		(300)		-1.1%		636		-0.8%

						部・サ計 ブ ケイ		1,526		-21.5%		1,745		-20.6%		3,271		-21.1%		2,218		-13.5%		789		-40.8%		3,007		-30.4%		6,278		-25.7%		3,570		-32.2%		6,791		-40.9%

						計 ケイ		4,089		30.7%		6,852		58.5%		10,941		46.1%		3,754		36.9%		2,725		26.1%		6,479		31.3%		17,420		39.3%		11,636		27.7%		5,769		20.5%

						合計 ゴウケイ		10,620		19.0%		13,485		29.6%		24,105		24.6%		15,782		38.1%		3,170		6.2%		18,953		21.8%		43,057		23.4%		29,631		15.4%		20,549		7.9%

																																				↑該当年度で呼び出して、P列Q列のデータを値貼り付けのこと ガイトウ ネンド ヨ ダ レツ レツ アタイ ハ ツ



&20 2018年度予算　マイニング比較	




→補足





仕向地（対予算）

						17年度　マイニング売上収益内訳　対対外 ネンド ウチワケ タイ タイガイ





						（金額：億円） キンガク オク エン

										17年度予算 ネン ド ヨサン																		17年度今回予想 ネンド コンカイ ヨソウ																		差額 サガク

										1Q		2Q		1-2Q累 ルイ		3Q		1-3Q累 ルイ		4Q		2-4Q累 ルイ		2-4Q累 ルイ		年度 ネンド		1Q		2Q		1-2Q累 ルイ		3Q		1-3Q累 ルイ		4Q		2-4Q累 ルイ		2-4Q累 ルイ		年度 ネンド		1Q		2Q		1-2Q累 ルイ		3Q		1-3Q累 ルイ		4Q		2-4Q累 ルイ		2-4Q累 ルイ		年度 ネンド

										売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益

		米州ショベル				米州 ベイシュウ		ショベル		30		41		71		28		100		28		56		97		128		55		48		103		43		146		58		101		148		204		25		7		32		14		46		30		44		51		76

		米州ダンプ						トラック		18		23		41		32		72		19		50		73		91		6		6		12		5		17		34		39		45		51		△ 12		△ 17		△ 29		△ 26		△ 55		15		△ 11		△ 28		△ 40

								計 ケイ		48		64		112		60		172		47		107		170		219		61		54		115		48		163		92		140		193		255		13		△ 10		3		△ 12		△ 9		45		33		23		36

		欧阿中東ショベル				欧阿中東 オウ オモネ チュウトウ		ショベル		34		50		84		39		123		42		81		131		165		75		66		140		66		206		53		119		185		259		41		16		56		27		83		11		38		54		94

		欧阿中東ダンプ						トラック		30		41		70		28		98		53		80		121		151		54		52		106		58		163		48		106		158		212		24		11		35		30		65		△ 4		26		37		61

								計 ケイ		64		91		155		67		221		94		161		252		316		128		118		246		123		370		102		225		343		471		64		27		92		57		148		7		64		91		156

		豪亜ショベル				アジア・大洋州 タイヨウ シュウ		ショベル		114		146		260		144		404		145		289		435		548		186		204		390		213		603		183		397		601		787		73		58		130		69		200		39		108		166		238

		豪亜ダンプ						トラック		39		36		76		60		136		51		111		148		187		90		94		184		62		246		51		113		207		297		51		58		108		2		110		△ 0		2		59		110

								計 ケイ		153		182		335		204		540		196		400		582		735		276		298		574		275		849		234		510		807		1,084		123		116		239		71		310		38		110		225		348

		中国ショベル				中国 チュウゴク		ショベル		3		4		8		2		10		10		12		16		19		2		3		4		1		6		1		3		6		7		△ 1		△ 2		△ 3		△ 1		△ 4		△ 8		△ 9		△ 10		△ 12

		中国ダンプ						トラック		0		0		1		0		1		1		1		1		1		0		0		1		0		1		0		0		1		1		0		0		0		0		0		△ 0		△ 0		△ 0		△ 0

								計 ケイ		3		5		8		2		10		10		12		17		20		2		3		5		2		7		2		3		6		8		△ 1		△ 2		△ 3		△ 0		△ 3		△ 9		△ 9		△ 11		△ 12

		インドショベル				インド		ショベル		6		10		16		10		27		12		22		32		39		14		19		32		23		55		14		37		56		69		7		9		16		12		28		2		15		23		30

		インドダンプ				※アジアの内数 ウチ スウ		ダンプ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		△ 0		△ 0		△ 0		△ 0		△ 0		△ 0		△ 0		△ 0		△ 0

								計 ケイ		6		10		16		10		27		12		22		33		39		14		19		32		23		55		14		37		56		69		7		8		16		12		28		2		15		23		30

		日本ショベル				日本 ニホン		ショベル		3		1		4		0		4		2		2		3		6		3		0		3		2		4		1		3		3		5		△ 1		△ 1		△ 2		2		0		△ 1		1		△ 0		△ 1

		日本ダンプ						トラック		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		△ 0		△ 0		△ 0		0		△ 0		0		0		△ 0		△ 0

								計 ケイ		3		1		4		0		4		2		2		3		6		3		0		3		2		4		1		3		3		5		△ 1		△ 1		△ 2		2		0		△ 1		1		△ 0		△ 1

						合計 ゴウケイ		ショベル		185		243		427		213		641		226		439		682		866		321		320		641		325		966		297		622		942		1,262		136		78		214		111		325		71		182		260		396

								トラック		87		100		187		119		307		123		242		342		430		150		152		302		125		428		133		259		411		561		63		52		115		6		121		10		16		69		131

								計 ケイ		272		343		614		333		947		349		682		1,024		1,296		470		473		943		450		1,393		430		880		1,353		1,823		199		130		329		118		446		81		199		329		527



		インドショベル				インド		ショベル		6		10		16		10		27		12		22		32		39		14		19		32		23		55		14		37		56		69		7		9		16		12		28		2		15		23		30

		インドダンプ				※アジアの内数 ウチ スウ		ダンプ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		△ 0		0		△ 0		△ 0		△ 0		△ 0		△ 0		△ 0		△ 0

								計 ケイ		6		10		16		10		27		12		22		32		39		14		19		32		23		55		14		37		56		69		7		9		16		12		28		2		15		23		30







○ｼｮﾍﾞﾙ、ﾀﾞﾝﾌﾟ内訳(仕向地) (広報用)

						16年度　マイニング売上収益内訳　対前年 ネンド ウチワケ タイ ゼンネン





						（金額：億円） キンガク オク エン

										15年度実績 ネンド ジッセキ																16年度見通し ネンド ミトオ																				14年度実績 ネンド ジッセキ				差額 サガク

										Ｑ1		Ｑ2		上期 カミキ		Ｑ3		Q3累 ルイ		Ｑ4		下期 シモキ		年度 ネンド		Ｑ1(実) ジツ		Ｑ2		上期 カミキ		Ｑ3		Q3累計 ルイケイ		Ｑ4		下期 シモキ		年度 ネンド						年度 ネンド				Q3累計 ルイケイ		Q4		年度 ネンド

										売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		売上収益		売上収益		売上収益		１３年度 ネンド		差額 サガク		売上収益		差額 サガク		Q1				年度 ネンド

		米州ショベル				米州 ベイシュウ		ショベル		13		15		28		15		43		16		32		60		55		48		103		43		146		58		101		204		90		114						102		42		144

		米州ダンプ						ダンプ		18		3		21		18		39		28		46		66		6		6		12		5		17		34		39		51		69		(18)						(22)		6		(15)

								計 ケイ		31		18		49		34		82		44		78		126		61		54		115		48		163		92		140		255		159		96		0		0		81		48		129

		欧阿中東ショベル				欧阿中東 オウ オモネ チュウトウ		ショベル		24		36		60		47		107		40		86		146		75		66		140		66		206		53		119		259		90		169						100		13		113

		欧阿中東ダンプ						ダンプ		43		40		83		27		110		36		63		146		54		52		106		58		163		49		106		212		69		143						53		13		66

								計 ケイ		67		76		143		74		217		75		149		292		128		118		246		123		370		102		225		471		159		312		0		0		153		26		179

		豪亜ショベル				アジア・大洋州 タイヨウ シュウ		ショベル		145		141		286		147		433		157		304		590		186		204		390		213		603		183		397		787		90		697						171		27		197

		豪亜ダンプ						ダンプ		19		55		75		42		116		22		64		139		90		94		184		62		246		51		113		297		69		228						130		28		158

								計 ケイ		165		196		361		188		549		179		368		729		276		298		574		276		849		234		510		1,084		159		925		0		0		300		55		355

		中国ショベル				中国 チュウゴク		ショベル		0		0		0		1		1		1		2		2		2		3		4		2		6		1		3		7		90		(83)						5		0		5

		中国ダンプ						ダンプ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		69		(68)						1		(0)		1

								計 ケイ		0		0		0		1		1		2		3		3		2		3		5		2		7		2		3		8		159		(151)		0		0		6		(0)		6

		インドショベル				インド		ショベル																		14		19		32		23		55		14		37		69		90		(21)						55		14		69

		インドダンプ				※アジアの内数 ウチ スウ		ダンプ																		0		0		0		0		0		0		0		0		69		(69)						0		0		0

								計 ケイ																		14		19		32		23		55		14		37		69		159		(90)		0		0		55		14		69

		日本ショベル				日本 ニホン		ショベル		0		0		0		0		0		5		5		5		3		0		3		2		4		1		3		5		90		(85)						4		(4)		(0)

		日本ダンプ						ダンプ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		69		(69)						0		0		0

								計 ケイ		0		0		0		0		0		5		5		5		3		0		3		2		4		1		3		5		159		(154)		0		0		4		(4)		(0)

						合計 ゴウケイ		ショベル		183		192		374		210		584		220		429		803		321		320		641		325		966		297		622		1,262		908		354						382		77		459

								ダンプ		81		98		179		87		266		86		173		352		150		153		302		125		428		133		259		561		360		201						162		47		209

								計 ケイ		263		290		553		297		849		306		602		1,155		471		473		943		450		1,393		430		880		1,823		1,268		555						544		124		668





						調整額 チョウセイ ガク

						調整額 チョウセイ ガク





○ｼｮﾍﾞﾙ、ﾀﾞﾝﾌﾟ内訳(仕向地) (広報用英語)

						Detail of mining revenue (FY15 VS FY16)





						（100 Million Yen）

										FY15　Result																FY16 Forecast																				14年度実績 ネンド ジッセキ				Difference 

										Ｑ1		Ｑ2		1Q-2Q		Ｑ3		Q3累 ルイ		Ｑ4		3Q-4Q		Year		Q1		Ｑ2		1Q-2Q		Ｑ3		Q3累計 ルイケイ		Ｑ4		3Q-4Q		Year						年度 ネンド				1Q-2Q		3Q-4Q		Year

										Revenue		売上収益		Revenue		売上収益		売上収益 ウリアゲ シュウエキ		売上収益		Revenue		Revenue		Revenue		Revenue		Revenue		Revenue		Revenue		Revenue		Revenue		Revenue		１３年度 ネンド		差額 サガク		売上収益		差額 サガク		Q1				Year

		米州ショベル				America		Excavator		13		15		28		15		43		16		32		60		55		48		103		43		146		58		101		204		90		114						42				144

		米州ダンプ						Dump Truck		18		3		21		18		39		28		46		66		6		6		12		5		17		34		39		51		69		(18)						(12)				(15)

								TTL		31		18		49		34		82		44		78		126		61		54		115		48		163		92		140		255		159		96		0		0		30				129

		欧阿中東ショベル				Europe, Africa 		Excavator		24		36		60		47		107		40		86		146		75		66		140		66		206		53		119		259		90		169						51				113

		欧阿中東ダンプ				and Middle East		Dump Truck		43		40		83		27		110		36		63		146		54		52		106		58		163		49		106		212		69		143						10				66

								TTL		67		76		143		74		217		75		149		292		128		118		246		123		370		102		225		471		159		312		0		0		61				179

		豪亜ショベル				Asia & Oceania		Excavator		145		141		286		147		433		157		304		590		186		204		390		213		603		183		397		787		90		697						41				197

		豪亜ダンプ						Dump Truck		19		55		75		42		116		22		64		139		90		94		184		62		246		51		113		297		69		228						71				158

								TTL		165		196		361		188		549		179		368		729		276		298		574		276		849		234		510		1,084		159		925		0		0		112				355

		中国ショベル				China		Excavator		0		0		0		1		1		1		2		2		2		3		4		2		6		1		3		7		90		(83)						2				5

		中国ダンプ						Dump Truck		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1		0		0		1		69		(68)						0				1

								TTL		0		0		0		1		1		2		3		3		2		3		5		2		7		2		3		8		159		(151)		0		0		2				6

		インドショベル				India		ショベル																		14		19		32		23		55		14		37		69		90		(21)						14				69

		インドダンプ				※アジアの内数 ウチ スウ		ダンプ																		0		0		0		0		0		0		0		0		69		(69)						0				0

								計 ケイ																		14		19		32		23		55		14		37		69		159		(90)		0		0		14				69

		日本ショベル				Japan		Excavator		0		0		0		0		0		5		5		5		3		0		3		2		4		1		3		5		90		(85)						3				(0)

		日本ダンプ						Dump Truck		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		69		(69)						0				0

								TTL		0		0		0		0		0		5		5		5		3		0		3		2		4		1		3		5		159		(154)		0		0		3				(0)

						TTL		Excavator		183		192		374		210		584		220		429		803		321		320		641		325		966		297		622		1,262		908		354						138				459

								Dump Truck		81		98		179		87		266		86		173		352		150		153		302		125		428		133		259		561		360		201						69				209

								TTL		263		290		553		297		849		306		602		1,155		471		473		943		450		1,393		430		880		1,823		1,268		555						208				668





						調整額 チョウセイ ガク

						調整額 チョウセイ ガク





マニュアル

		ﾏｲﾆﾝｸﾞ取り纏め（営業利益）資料：作成の意図 ト マト エイギョウ リエキ シリョウ サクセイ イト

		ﾏｲﾆﾝｸﾞ売上収益合計については、GOISを閲覧することで合計額を把握することは容易である（各社の内販が正しく入力されているのが前提）が ゴウケイ エツラン ゴウケイ ガク ハアク ヨウイ カクシャ ウチ ガ タダシク サレテイルノガ ゼンテイ ）

		GOISでは、地域別、製品別の情報を同時に管理することが出来ない。 チイキ ベツ セイヒン ベツ ジョウホウ ドウジ カンリ デキ

		本資料は、製品-会社の情報をベースに会社の所在地域+補足情報を用いてﾏｲﾆﾝｸﾞ製品×地域の情報を作成するものである。 ホン シリョウ セイヒン カイシャ ジョウホウ カイシャ ショザイ チイキ ホソク ジョウホウ モチ セイヒン チイキ ジョウホウ サクセイ

		また、もう一つの趣旨として、連結ﾏｲﾆﾝｸﾞ売上収益、営業利益の年度ごとの数値を管理することである（”ｼｮﾍﾞﾙ、ﾀﾞﾝﾌﾟ内訳”資料参照）。 ヒト シュシ レンケツ エイギョウ リエキ ネンド スウチ カンリ シリョウ サンショウ

		ベースとなるシートは”2012Q1-2012Q4”シートである。

		ここに全ての基本情報が記載されている。上述の通り、各製品の合計額は既にGOISで計算されいてるが、 スベ キホン ジョウホウ キサイ ジョウジュツ トオ カクセイヒン ゴウケイ ガク スデ ケイサン

		本シートに会社別の製品情報　ex.HCAF⇒ﾘｼﾞｯﾄダンプ等　を会社の所在地別に入力することで ホン カイシャ ベツ セイヒン ジョウホウ トウ カイシャ ショザイチ ベツ ニュウリョク

		地域ごとの売上収益、営業利益を比例按分により算出している。 チイキ エイギョウ リエキ ヒレイ アンブン サンシュツ

		算出方法がラフであるため、地域別データは参考情報となる。 サンシュツ ホウホウ チイキ ベツ サンコウ ジョウホウ

		作成方法： サクセイ ホウホウ

		元来、上記”2012Q1-2012Q4”シートに各社データを全て手打ちで入力していたが、現在では※補足情報を除き全てVLOOKUPを使用しているため ガンライ ジョウキ カクシャ スベ テウ ニュウリョク ゲンザイ ホソク ジョウホウ ノゾ スベ シヨウ

		ハンドによる入力はほとんど必要ない。 ニュウリョク ヒツヨウ

		※補足情報：HCM単体直売（中国、中東、北米等）、粗利、DHCM向け部品（部品企画）より入手 ホソク ジョウホウ タンタイ チョクバイ チュウゴク チュウトウ ホクベイ トウ アラ リ ム ブヒン ブヒン キカク ニュウシュ

		VLOOKUPの元となるデータについては"Chart"資料を使用している。 モト シリョウ シヨウ

		データの入手元は、GOISトップページ⇒Hyperion Reports の起動⇒00.未公開　・・・　経理及び管理者のみ ⇒マイニング連結_利益Ⅱ  ニュウシュ モト

		本画面でシナリオ（ほとんどの場合FC_DIF、予算時はBO_DIF、中計時はMP_DIF）、年度を選択する ホン ガメン バアイ ヨサン トキ チュウ ケイ ジ ネンド センタク

		その後、ページ下部にあるスプレッドシートにエクスポートを選択することでデータを取得できる。 ゴ カブ センタク シュトク

		データ取得後、初めにしなくてはならないのが会社の変動の有無を確認すること。 シュトク ゴ ハジ カイシャ ヘンドウ ウム カクニン

		スプレッドシートの（A３）から、一番下まで選択し、それをコピー⇒Chartの（C,４）に貼り付ける イチバン シタ センタク ハ ツ

		貼り付けたデータとB列の会社名が一致しているかを確認 ハ ツ レツ カイシャメイ イッチ カクニン

		異なっている場合はB列の会社名を修正し、適宜色も塗りなおす。 コト バアイ レツ カイシャ メイ シュウセイ テキギ イロ ヌ

		なお、このシートは製品ごとに色分けがされていて、ｼｮﾍﾞﾙ本体（水色）、ダンプ本体（緑）、ｼｮﾍﾞﾙサービス（茶色）、ダンプサービス（肌色）、ｼｮﾍﾞﾙ部品（橙）、ダンプ部品（紫） セイヒン イロワ ホンタイ ミズイロ ホンタイ ミドリ チャイロ ハダイロ ブヒン ダイダイ ブヒン ムラサキ

		持分法適用会社については黄色になっている。なお、持分会社については、データが入っていても計算してはならないので逐一データを削除することを忘れないようにする。 モチブン ホウ テキヨウ カイシャ キイロ モチブン カイシャ ハイ ケイサン チクイチ サクジョ ワス

		色を塗りなおした後はVLOOKUP情報の修正をする。 イロ ヌ アト ジョウホウ シュウセイ

		”2012Q1-2012Q4”シートを纏めて選択し、製品区分通りの選択範囲になっているかを確認。 マト センタク セイヒン クブン ドオ センタク ハンイ カクニン

		ずれている場合は置換を利用し、修正する。 バアイ チカン リヨウ シュウセイ

		数値が常に０なら問題ないが、新たにデータが入っている会社等については”2012Q1-2012Q4”シートに会社を追加する。 スウチ ツネ モンダイ アラ ハイ カイシャ トウ カイシャ ツイカ

		追加する行は、当該会社の所在する地域に合わせる。 ツイカ ギョウ トウガイ カイシャ ショザイ チイキ ア

		会社追加の際の注意は必ず”Chart”シートのB列にあるVLOOKUP参照用の会社名と”2012Q1-2012Q4”B列の会社名を一致させること カイシャ ツイカ サイ チュウイ カナラ レツ サンショウ ヨウ カイシャメイ レツ カイシャメイ イッチ

		以上でメンテナンスは終了である。 イジョウ シュウリョウ

		以上について問題が無いことが確認されれば イジョウ モンダイ ナ カクニン

		スプレッドシートの（B,3)から右を全て選択肢、Chartに値貼り付けする。メンテナンスがすんでいるため、会社名は一致しているはずである。 ミギ スベ センタクシ アタイ ハ ツ カイシャメイ イッチ

		次に”2012Q1-2012Q4”シートの131-138行目がChartの製品ごとの合計値を正しく引用しているかを確認する。 ツギ ギョウメ セイヒン ゴウケイ アタイ タダ インヨウ カクニン

		この数値が、製品合計＝比例按分の元となる数値である スウチ セイヒン ゴウケイ ヒレイ アンブン モト スウチ

		その後、下記データを手入力する。 ゴ カキ テ ニュウリョク

		①HCM直売データ’調査G単体より） チョウ サ

		②部品（JD）向けのデータを（部品企画）より

		③HTMダンプについて、中南米向け売上収益比率を最新の見通しを利用し算出後、HTMのデータにその率を掛ける チュウナンベイ ム ヒリツ サイシン ミトオ リヨウ サンシュツ ゴ リツ カ

		以上の作業を必要とするのは、HTMは中南米向け（正確にはコロンビア向け）はJDではなく直売しているので、 イジョウ サギョウ ヒツヨウ チュウナンベイ ム セイカク ム チョクバイ

		その数値の概数を計算するために行っている。 スウチ ガイスウ ケイサン オコナ

		以上で入力は終了である。 イジョウ ニュウリョク シュウリョウ

		最後に、取纏表にて製品別売上収益資料でも算出されている超大型ｼｮﾍﾞﾙ及びダンプ（ﾏｲﾆﾝｸﾞ）売上収益及び営業利益が一致しているかを確認する。 サイゴ ト マト ヒョウ セイヒン ベツ シリョウ サンシュツ チョウオオガタ オヨ オヨ エイギョウ リエキ イッチ カクニン

		また、その四半期の実績の売上収益が固まったら、”ショベルダンプ内訳”シートの右のほうの売上収益の欄に全体売上収益を記入し、パーセンテージを算出 シハンキ ジッセキ カタ ウチワケ ミギ ラン ゼンタイ キニュウ サンシュツ





改版履歴

		バージョン		更新日 コウシンビ		更新概要 コウシン ガイヨウ		改編者 カイヘン シャ

		1.0

		1.1		2015/10/26		GOIS3対応 タイオウ		GOIS田崎 タサキ

		1.2		2015/02/15		下記不具合対応：シート"取纏表"
①サービスの数値が０になっている
⇒(｢Chartｼｰﾄ｣F列の"サ－ビス"を"サービス"に修正)
②｢Chartｼｰﾄ｣売上収益の5100000を5110000に修正 ト マト ヒョウ スウチ ウリアゲ シュウエキ シュウセイ		GOIS田村 タムラ

		1.3		2015/02/15		インドの数値を豪亜に集約。（ただし、インドは非表示で残す） スウチ ゴウ ア シュウヤク ヒヒョウジ ノコ		高野 タカノ		※この結果、合計値にインドの数値がダブルカウントされてしまうが、合計値の数式も修正済み ケッカ ゴウケイチ スウチ ゴウケイチ スウシキ シュウセイ ズ

		1.4		2015/02/16		下記不具合対応：シート"○ｼｮﾍﾞﾙ、ﾀﾞﾝﾌﾟ内訳(仕向地)"
①アジア・大洋州に、Chartシートの豪亜からの数値が飛んできていない
⇒(｢Chartｼｰﾄ｣E列" 豪亜"を"豪亜"に修正)
②M円単位を億単位に修正 カキ フグアイ タイオウ シュウセイ		GOIS田村 タムラ
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[billions of yen]

FY2021
Actual

Reportable segment
Adjustments

*1    TotalConstruction 
Machinery
Business

Solution
Business

Revenue 933.9 94.8 -3.7 1,025.0 

Adjusted operating income 9.2% 85.9 8.0% 7.6 - 9.1% 93.5 

[billions of yen]

FY2022
Forecast

Reportable segment
Adjustments

*1 TotalConstruction 
Machinery
Business

Solution
Business

Revenue 860.2 99.8 - 960.0 

Adjusted operating income 8.1% 70.0 10.0% 10.0 - 8.3% 80.0 

Appendix 3: Segment information

The amortizations of PPA are included in the adjusted operating income of the solution 
business. The amounts of 1.1 billion yen are included in FY2021, and another 1.1 billion yen 
are included in the forecast for FY2022. 

*1: Adjustments represent eliminations of intersegment transactions and amounts of companies that do not belong to any operation segment.
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[billion of yen]

Actual Actual Actual Actual Forecast
30.4 47.2 34.7 45.3 78.6
27.2 36.9 38.6 44.3 56.2
57.6 84.1 73.4 89.6 134.8

[billion of yen]

Actual Actual Actual Actual Forecast
26.8 34.2 35.3 37.6 40.6
10.1 12.0 14.9 17.9 22.2
37.0 46.1 50.2 55.5 62.8

[billion of yen]

Actual Actual Actual Actual Forecast
24.8 23.7 24.8 25.5 30.6Total of consolidation

FY2022FY2018 FY2019 FY2020 FY2021

Total
3. R&D expenses

Capital Expenditure
Assets held for operating lease

FY2022FY2018 FY2019 FY2020 FY2021

Total
2. Depreciation (tangible and intangible fixed assets)

Capital Expenditure
Assets held for operating lease

FY2021FY2018 FY2019 FY2020

1. Capital Expenditure　（Based on completion）

FY2022

Appendix4 : Actual and forecast of consolidated
capital expenditures, depreciation, and R&D expenses

Capital investment in FY2022 is specialized in recognizing new buildings in domestic factories 
and expanding the rental business.
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3.  Progress of Medium-term Management Plan
“Realizing Tomorrow‘s Opportunities 2022”

Kotaro Hirano
President and Executive Officer & CEO

(FY 2020-2022)
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Medium-term Management Plan

Core of Corporate 
Strategy 

Strengthen value chain 
business*2

Provide enhanced 
solutions at every 

contact with customers 

Form highly flexible 
corporate structure 

Enhance solutions 

Means to resolve customer issues 
Digital/Value chain

Finance

Parts 
rem

anufacturing

U
sed equipm

ent

Rental

Parts and service

N
ew

 m
achinery

Social value Environmental 
value 

Economic 
value 

Customers
Safety 

improvement
Productivity 

improvement
Reduction of
lifecycle cost

Expand value chain 

*1:Other products: Backhoe loader, Crawler crane, Bulldozer, Skid-steer loader

*2:value chain businesses: parts and service, rental, used equipment,
remanufactured parts, financing, etc.

Realize throughout 
North, Central and 

South America



© Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 2022. All rights reserved. 35

Continuing to promote efforts to improve our enterprise value centered 
on the "Core of Corporate Strategy "

Core of Corporate 
Strategy 

Strengthen value chain 
business

Provide enhanced 
solutions at every 

contact with customers 

Form highly flexible 
corporate structure 

Realize throughout 
North, Central and 

South America

Key Strategies

 Strengthening rental/used equipment and remanufacturing 
businesses and expanding ConSite

 Expansion of environmentally friendly products
- Electric excavators, fully electric dump trucks, etc.

 Investment in advanced development areas
- Advancement and safety improvement of construction machinery 
(autonomy and driving support)

 Full-scale launch to further penetrate the market while reorganizing
the supervising system and establishing a distributor network

 Expanding value chain businesses and providing solutions through
the introduction of ConSite in North America

 Strengthen mining business in Latin America

 Restructuring bases to improve production efficiency
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Summary of KPI for this three-year plan

KPI

Previous
medium-term plan Current medium-term plan

FY2019 FY2020* FY2021 FY2022

Result Target Outlook

Growth
• Revenue
• Value chain 

ratio

931.3 billion yen

41%

813.3 billion yen

43%

1.025 trillion yen

40%

1 trillion yen

50%

960 billion yen

47%

Profitability
Adjusted 
operating 
income ratio

8.2％
（7.8%）

4.0％
（3.5%）

9.1％
（10.4%）

More than 10%
（-）

8.3％
（7.9％）

Safety Net D/E ratio 0.58 0.49 0.42 Less than 0.5 Less than 0.5

Efficiency ROE 8.6% 2.1% 13.5% More than 10％ More than 7％

Shareholder
return

Dividend 
payout ratio 31％ 41.1％ 30.8％ 30％ or more 30％ or more

Management decisions and new challenges

 COVID-19 impact and geopolitical risks
 Soaring material prices and supply chain disruptions
 Yen depreciation (¥109 (20/3) ⇒ ¥125 (22/3))

 Dissolution of the joint venture with Deere
 Start of full-scale proprietary development in North, 

Central, and South America
 Change in the shareholder composition

The business environment has changed compared with the time of planning. 
It is now planned to take on new challenges with management decisions.

Changes in the business environment

*KPI of FY2020 is recalculated using retrospectively adjusted figures for 
consolidated financial statements due to changes in accounting policies.
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Initiatives to Realize the Circular Economy

KPI

Previous 
medium-
term plan

Current medium-term plan

FY2019 FY2020 FY2021 FY2022

Result Target Outlook

ESG
*Compared 
to FY2010

• ConSite adoption rate
• Parts remanufacturing 

businesses sales revenue
• Reducing CO2 emissions

from products 

73％
296％*

-15.9％*

75％
308％*

-16.5％*

72％
402％*

-21.4％*

90％
420％*
-20％*

90％
420％*
-20％*

Before After

Contribution to reducing the environmental load due to a global business 
model that remanufactures entire machines.
Remanufacture of ultra-large hydraulic excavators (EX1200) by Hitachi Construction 
Machinery Zambia

Our business growth related to realizing a sustainable society improves our enterprise value.
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SDGs

We have chosen to align our activities with 10 of the 17 SDG’s. 
Topics in this explanatory material are shown together with their 
corresponding SDG icon.
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Corporate Brand & Communications Group

END

［Cautionary Statement］
This material contains forward-looking statements that reflect management’s views and assumptions in 
the light of information currently available with respect to certain future events, including expected 
financial position, operating results, and business strategies. Actual results may differ materially from 
those projected, and the events and results of such forward-looking assumptions cannot be assured.

Factors that may cause actual results to differ materially from those predicted by such forward-looking 
statements include, but are not limited to, changes in the economic conditions in the Company’s principal 
markets; changes in demand for the Company’s products, changes in exchange rates, and the impact of 
regulatory changes and accounting principles and practices.
［Trademark notes］
“Lumada”is registered trademarks of Hitachi,Ltd. “AERIAL ANGLE”“ConSite”“Solution Linkage”is
registered trademarks of Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.


