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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 31,401 ― 3,458 ― 3,610 ― 2,128 ―

20年3月期第2四半期 38,091 29.1 6,641 44.0 6,823 40.4 4,294 50.8

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 26.79 ―

20年3月期第2四半期 54.07 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第2四半期 70,795 45,490 63.1 562.37
20年3月期 71,213 44,284 61.1 547.87

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  44,671百万円 20年3月期  43,520百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
21年3月期 ― 10.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 10.00 20.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 63,000 △17.6 7,300 △43.5 7,500 △43.2 4,400 △45.3 55.39

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

[(注） 詳細は３ページ【定性的情報・財務諸表等】  ４．その他(２)をご覧下さい。]  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

[（注） 詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】  ４．その他(３)をご覧下さい。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１． 平成２０年７月２９日に公表いたしました連結業績予想は、本資料において修正しております。 
２． 業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は今後様々な要因により、予想数値と異なる結果となる
可能性があります。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第１２号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
１４号）を適用しております。また「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  79,453,250株 20年3月期  79,453,250株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  19,304株 20年3月期  18,790株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  79,434,470株 20年3月期第2四半期  79,436,159株
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当第２四半期におけるわが国経済は、原油・鋼材をはじめとする原材料価格の高騰及び米国の金融危機

の影響で株価の大幅な下落や円高の進行が企業収益を圧迫し、総じて景気は足踏み状態から後退局面とな

りました。 

当グループの主な国内販売先につきましては、景気の先行き不透明感から、レンタル業界をはじめ各業

界とも更に設備投資支出に慎重さが増しており、販売面において影響を受ける結果となりました。一方、

海外につきましては、米国の景気減速の影響があるものの、昨年度の後半に販売を開始した新機種の欧州

での販売が好調で、引き続き堅調に推移いたしました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間（６ヶ月）の業績は、売上高３１４億１百万円（前年同四半期比

１７.６％減）、営業利益３４億５千８百万円（同４７.９％減）、経常利益３６億１千万円（同４７.

１％減）、四半期純利益２１億２千８百万円（同５０.４％減）となり、前年同四半期比で減収減益とな

りました。 

なお、前年同四半期増減率は参考として記載しております。 

  

(1)資産 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて、１.３％減少し、４７５億３千８百万円となりました。こ

れは主に、預け金が１１億９千７百万円増加しましたものの、受取手形及び売掛金が２９億９千４百万

円減少したことなどによります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて、１.０％増加し、２３２億５千６百万円となりました。こ

れは主に、有形固定資産が２億３千３百万円増加したことなどによります。 

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて、０.６％減少し、７０７億９千５百万円となりま

した。 

(2)負債 

  流動負債は、前連結会計年度末に比べて、７.４％減少し、２１０億１千８百万円となりました。こ

れは主に、支払手形及び買掛金が１１億７千万円減少したことなどによります。 

  固定負債は、前連結会計年度末に比べて、１.４％増加し、４２億８千５百万円となりました。これ

は主に、退職給付引当金が３千５百万円増加したことなどによります。 

  この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて、６.０％減少し、２５３億４百万円となりまし

た。 

(3)純資産 

  純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、２.７％増加し、４５４億９千万円となりました。これ

は主に、当四半期純利益２１億２千８百万円などによります。 

  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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米国の金融危機の影響で国内における景気は後退局面となりました。このような状況下で、国内販売先

につきましては、レンタル業界をはじめ各業界とも設備投資に慎重な姿勢を見せており、また、海外につ

きましても、金融危機と円高の進行により、当社を取巻く市場環境が悪化することが予想されますので通

期業績を修正いたします。 

  
  

該当事項はありません。 

なお、下記連結の範囲の異動がありましたが、開示府令第１９条第７項に規定する特定子会社には該

当いたしません。 

新規  

①平成２０年４月２２日付けで、販売代理店に対する高所作業車の販売・サービス支援、顧客サポート

を目的にして、オランダ王国に１００％子会社Ａｉｃｈｉ Ｅｕｒｏｐｅ Ｂ.Ⅴ.を設立しておりま

す。 

②平成２０年４月２８日付けで、高所作業車の製造・販売及びサービス・部品販売を目的にして、中華

人民共和国に１００％子会社浙江愛知工程机械有限公司を設立しております。 

除外 

平成２０年４月１日をもって、株式会社ピー・エス・エムは愛知車輌工業株式会社に吸収合併されて

おります。 

  

①たな卸資産の評価方法   

たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法   

定率法を採用している資産については、当連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法に

よっております。  

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1)期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2)簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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(四半期連結財務諸表の作成)  

第１四半期連結会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成１９年

３月１４日 企業会計基準第１２号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基

準委員会 平成１９年３月１４日 企業会計基準適用指針第１４号)を適用しております。また、「四

半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

(たな卸資産の評価) 

第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成１８年

７月５日 企業会計基準第９号)を適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下によ

る簿価切下げの方法)に変更しております。  

この変更により損益に与える影響はありません。 

  

(連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い)  

第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」(企業会計基準委員会 平成１８年５月１７日 実務対応報告第１８号)を適用し、在外子会社の会

計基準を統一し、連結決算手続き上必要な修正を行っております。 

この変更により損益に与える影響は軽微であります。 

  

(減価償却の方法の変更)  

第１四半期連結会計期間より法人税法の改正に伴い、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更

しております。  

この変更により損益に与える影響は軽微であります。 

  

(リース取引に関する会計基準の適用） 

第１四半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月

１７日 終改正平成１９年３月３０日 企業会計基準第１３号）および「リース取引に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１月１８日 終改正平成１９年３月３０日 企業会

計基準適用指針第１６号）を早期適用しております。 

この変更により損益に与える影響は軽微であります。 

  

(3)四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

㈱アイチコーポレーション　(6345)  平成21年３月期第２四半期決算短信

4



5. 【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円） 

当第2四半期連結会計期間末 
(平成20年9月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年3月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,829,789 1,812,825 

預け金 16,449,271 15,251,676 

受取手形及び売掛金 21,479,735 24,474,123 

商品及び製品 1,499,695 1,023,437 

仕掛品 2,510,075 2,380,365 

原材料及び貯蔵品 2,221,360 1,982,587 

繰延税金資産 655,756 682,266 

その他 904,582 606,987 

貸倒引当金 △11,694 △33,057 

流動資産合計 47,538,571 48,181,212 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 5,171,391 5,043,077 

機械装置及び運搬具（純額） 3,194,266 3,003,457 

土地 8,772,657 8,761,090 

その他（純額） 512,676 610,064 

有形固定資産合計 17,650,992 17,417,690 

無形固定資産 325,984 179,820 

投資その他の資産 

投資有価証券 3,296,367 3,650,933 

繰延税金資産 1,634,861 1,424,637 

その他 407,625 416,686 

貸倒引当金 △58,913 △57,394 

投資その他の資産合計 5,279,941 5,434,863 

固定資産合計 23,256,918 23,032,373 

資産合計 70,795,490 71,213,586 
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（単位：千円） 

当第2四半期連結会計期間末 
(平成20年9月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年3月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 14,250,592 15,421,110 

未払法人税等 1,470,507 2,217,223 

役員賞与引当金 42,500 85,000 

製品保証引当金 136,600 132,300 

その他 5,118,789 4,844,650 

流動負債合計 21,018,989 22,700,284 

固定負債 

再評価に係る繰延税金負債 798,772 798,772 

退職給付引当金 2,977,828 2,942,749 

役員退職慰労引当金 192,400 182,200 

その他 316,877 304,999 

固定負債合計 4,285,878 4,228,721 

負債合計 25,304,867 26,929,006 

純資産の部 

株主資本 

資本金 10,425,325 10,425,325 

資本剰余金 9,923,460 9,923,463 

利益剰余金 25,774,164 24,440,322 

自己株式 △12,890 △12,611 

株主資本合計 46,110,059 44,776,499 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 973,587 1,137,072 

土地再評価差額金 △2,521,520 △2,521,520 

為替換算調整勘定 109,343 128,074 

評価・換算差額等合計 △1,438,589 △1,256,374 

少数株主持分 819,151 764,454 

純資産合計 45,490,622 44,284,580 

負債純資産合計 70,795,490 71,213,586 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 31,401,548 

売上原価 24,019,342 

売上総利益 7,382,206 

販売費及び一般管理費 3,923,451 

営業利益 3,458,755 

営業外収益 

受取利息 48,217 

受取配当金 41,979 

その他 92,953 

営業外収益合計 183,150 

営業外費用 

支払利息 642 

為替差損 23,178 

その他 7,926 

営業外費用合計 31,747 

経常利益 3,610,158 

特別利益 

投資有価証券売却益 16,023 

貸倒引当金戻入額 19,939 

特別利益合計 35,962 

特別損失 

固定資産除却損 21,409 

投資有価証券評価損 836 

特別損失合計 22,245 

税金等調整前四半期純利益 3,623,875 

法人税、住民税及び事業税 1,426,421 

法人税等調整額 4,376 

法人税等合計 1,430,797 

少数株主利益 64,890 

四半期純利益 2,128,187 
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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【参考資料】前第２四半期に係る財務諸表等 
（要約）四半期連結損益計算書 
 前第２四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日) 

売上高 38,091,147

売上原価 27,710,140

売上総利益 10,381,007

販売費及び一般管理費 3,739,794

営業利益 6,641,213

営業外収益 188,505

営業外費用 5,898

経常利益 6,823,819

特別利益 203,755

特別損失 236,795

税金等調整前四半期純利益 6,790,780

法人税、住民税及び事業税 2,406,163

法人税等調整額 △55,959

少数株主利益 145,702

四半期純利益 4,294,873
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６. その他の情報 

売上高の内訳 
                    （単位 千円） 

当第２四半期連結累計期間 

品   目 
(自 平成 20 年４月 １日 
至 平成 20 年９月 30 日) 

穴 掘 建 柱 車 1,029,830 

高 所 作 業 車 23,038,119 

そ の 他 922,576 

特 

装 

車 計 24,990,527 

中 古 車 732,291 

部 品 ・ 修 理 4,444,603 

そ の 他 1,234,126 

合   計 31,401,548 
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