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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第3四半期 43,987 ― 4,300 ― 4,339 ― 2,409 ―

20年3月期第3四半期 55,125 17.1 9,547 24.5 9,816 22.4 6,074 28.7

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3四半期 30.34 ―

20年3月期第3四半期 76.47 ―

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3四半期 65,983 44,618 66.3 550.95
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3四半期  43,764百万円 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 59,500 △22.2 6,100 △52.8 6,100 △53.8 3,600 △55.2 45.32

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）  有  

[(注） 詳細は３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他（１）をご覧下さい。  

(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１０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。 

新規 1 社 （社名 浙江愛知工程机械有限公司 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  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3四半期  19,532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3四半期  79,434,282株 20年3月期第3四半期  79,435,777株
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当第３四半期におけるわが国経済は、米国に端を発した金融危機の影響で、円高の進行や株価の大幅な

下落が企業収益を圧迫し民間設備投資も減少するなど、景気の先行きが見えない経済環境となりました。

当グループの主な国内販売先につきましては、景気低迷を踏まえた設備投資の抑制による工事物件の中

断・延期等が発生し、販売面において影響を受ける結果となりました。一方、海外につきましても、上半

期まで比較的好調に推移しておりました欧州向けの販売が急激な需要の減少により、非常に厳しい状況で

推移いたしました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間（９ヶ月）の連結業績は、売上高４３９億８千７百万円（前年同

四半期比 ２０.２％減）、営業利益４３億円（同５５.０％減）、経常利益４３億３千９百万円（同５５.

８％減）、四半期純利益２４億９百万円（同６０.３％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、９.８％減少し、４３４億４千万円となりました。これは

主に、受取手形及び売掛金が４３億２千９百万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、２.１％減少し、２２５億４千２百万円となりました。こ

れは主に、投資有価証券が９億９百万円減少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、７.３％減少し、６５９億８千３百万円となりま

した。 

(2)負債 

  流動負債は、前連結会計年度末に比べて、２４.９％減少し、１７０億４千６百万円となりました。

これは主に、支払手形及び買掛金が２８億３千６百万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、２.１％増加し、４３億１千８百万円となりました。これ

は主に、退職給付引当金が５千万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、２０.７％減少し、２１３億６千４百万円とな

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、０.８％増加し、４４６億１千８百万円となりました。

これは主に、四半期純利益２４億９百万円などによります。 

               

【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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米国に端を発した金融危機による世界経済の急減速の影響を受け、当面はより厳しい状況が続くもの

と予想されます。このような状況下で、国内販売先につきましては、企業収益の悪化に伴い各業界とも

設備投資の抑制が顕著となり、また、海外につきましても、予想を上回る円高の進行により、当社を取

巻く市場環境にも影響が生じておりますので通期業績を修正いたします。 

  
  

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。 

  なお、当第３四半期連結会計期間において、当社の追加出資により、同社は資本金の額が当社資本金

の額の１００分の１０以上に相当することになりましたので、同社は当社の特定子会社に該当すること

になりました。 

また、下記連結の範囲の異動がありましたが、開示府令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  

 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。 

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きましては、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 最終改正平成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 最終改正平成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
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年3月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,919,893 1,812,825

預け金 12,544,590 15,251,676

受取手形及び売掛金 20,144,259 24,474,123

商品及び製品 1,407,216 1,023,437

仕掛品 3,140,240 2,380,365

原材料及び貯蔵品 2,613,707 1,982,587

繰延税金資産 380,264 682,266

その他 1,299,379 606,987

貸倒引当金 △9,265 △33,057

流動資産合計 43,440,285 48,181,212

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,061,173 5,043,077

機械装置及び運搬具（純額） 3,168,621 3,003,457

土地 8,772,657 8,761,090

その他（純額） 365,037 610,064

有形固定資産合計 17,367,489 17,417,690

無形固定資産 321,154 179,820

投資その他の資産   

投資有価証券 2,741,377 3,650,933

繰延税金資産 1,755,167 1,424,637

その他 414,110 416,686

貸倒引当金 △56,319 △57,394

投資その他の資産合計 4,854,336 5,434,863

固定資産合計 22,542,980 23,032,373

資産合計 65,983,265 71,213,586
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年3月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,584,527 15,421,110

未払法人税等 148,854 2,217,223

役員賞与引当金 63,750 85,000

製品保証引当金 118,600 132,300

その他 4,130,307 4,844,650

流動負債合計 17,046,039 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 2,993,448 2,942,749

役員退職慰労引当金 197,425 182,200

その他 328,639 304,999

固定負債合計 4,318,285 4,228,721

負債合計 21,364,325 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 9,923,380 9,923,463

利益剰余金 25,261,319 24,440,322

自己株式 △12,889 △12,611

株主資本合計 45,597,134 44,776,499

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 587,425 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 101,243 128,074

評価・換算差額等合計 △1,832,851 △1,256,374

少数株主持分 854,656 764,454

純資産合計 44,618,939 44,284,580

負債純資産合計 65,983,265 71,213,586

㈱アイチコーポレーション　（6345）　平成21年3月期第3四半期決算短信

6



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 43,987,656

売上原価 34,032,412

売上総利益 9,955,243

販売費及び一般管理費 5,655,064

営業利益 4,300,178

営業外収益  

受取利息 75,294

受取配当金 74,362

その他 124,610

営業外収益合計 274,267

営業外費用  

支払利息 639

為替差損 218,446

その他 15,657

営業外費用合計 234,743

経常利益 4,339,702

特別利益  

投資有価証券売却益 16,023

貸倒引当金戻入額 24,897

特別利益合計 40,920

特別損失  

固定資産除却損 24,399

投資有価証券評価損 35,831

特別損失合計 60,230

税金等調整前四半期純利益 4,320,392

法人税、住民税及び事業税 1,501,255

法人税等調整額 293,498

法人税等合計 1,794,754

少数株主利益 115,957

四半期純利益 2,409,680
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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。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 当社及び連結子会社が営んでいる事業内容は、その大部分が高所作業車等の製造・販売及びアフタ

ーサービスなどに関連する事業を行っており、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に

占める割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりま

す。 

  

【所在地別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、所在地

別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によって区分しております。    
   ２ 各区分に属する主な国又は地域 

     欧州・・・・・オランダ 
     アジア・・・・中国、韓国 
     その他・・・・米国、ニュージーランド 
    ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   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) セグメント情報

欧州 アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 5,173,196 3,713,786 801,296 9,688,279

Ⅱ 連結売上高（千円） ― ― ― 43,987,656

Ⅲ 連結売上高に占める 
11.8 8.4 1.8 22.0

  海外売上高の割合（％）
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【参考資料】前第３四半期に係る財務諸表等 
（要約）四半期連結損益計算書 
 前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年12月31日) 

売上高 55,125,324

売上原価 39,984,367

売上総利益 15,140,956

販売費及び一般管理費 5,593,758

営業利益 9,547,198

営業外収益 281,940

営業外費用 13,107

経常利益 9,816,030

特別利益 210,250

特別損失 253,337

税金等調整前四半期純利益 9,772,943

法人税、住民税及び事業税 3,332,843

法人税等調整額 178,728

少数株主利益 186,759

四半期純利益 6,074,611
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                                         （単位 千円） 

６．その他情報 

   売上高の内訳

当第３四半期連結累計期間

品    目    (自 平成20年４月 1日

    至 平成20年12月31日)

特 
装 
車

穴 掘 建 柱 車 1,442,738

高 所 作 業 車 31,724,209

そ   の   他 1,462,712

計 34,629,660

中     古     車 979,085

部  品  ・  修  理 6,534,016

そ     の     他 1,844,893

合    計 43,987,656
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