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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 6,190 △54.5 △700 ― △624 ― △431 ―

21年3月期第1四半期 13,601 ― 1,192 ― 1,388 ― 828 ―

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

22年3月期第1四半期 △5.43 ―

21年3月期第1四半期 10.43 ―

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

22年3月期第1四半期 57,655 43,896 74.9 543.61
21年3月期 63,426 44,691 69.4 554.44

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  43,180百万円 21年3月期  44,040百万円

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  

   ２２年３月期の配当額は未定であります。 

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

21年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期 
連結累計期間

20,000 △36.3 1,000 △71.1 1,100 △69.5 700 △67.1 8.81

通期 44,000 △23.7 3,800 △28.4 4,000 △26.5 2,400 △20.3 30.21

1



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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。] 

(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） 

(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 

 上記の業績予想は、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。 
 
 その他特記事項 
当期の配当につきましては、今後の業績動向を勘案した上で、平成22年３月期第２四半期末までにご提案させて頂きたいと考えております。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 79,453,250株 21年3月期  79,453,250株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  20,508株 21年3月期  20,007株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 79,432,902株 21年3月期第1四半期 79,434,645株
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当第１四半期におけるわが国経済は、金融危機による世界的な景気の悪化により、民間設備投資の減

少、雇用環境の悪化、個人消費の低迷など、景気は厳しい状況で推移いたしました。 

当グループの主な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景気低迷を踏まえた設

備投資の抑制により、販売面において影響を受ける結果となりました。一方、海外につきましても、欧州

市場の低迷に加え、為替も引き続き円高で推移しており、非常に厳しい状況で推移いたしました。 

その結果、当第1四半期（４月～６月）の連結経営成績は、売上高６１億９千万円（前年同期比５４.

５％減）となりました。利益につきましては、営業損失は７億円（前年同期営業利益１１億９千２百万

円）となり、経常損失は６億２千４百万円（前年同期経常利益１３億８千８百万円）となりました。ま

た、四半期純損失は４億３千１百万円（前年同期四半期純利益８億２千８百万円）となり、前年同期比で

減収減益となりました。 

  

(１)資産 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて、１３.８％減少し、３５３億３千４百万円となりました。

これは主に、預け金が１０億７千１百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が６７億２千万円減少

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、０.６％減少し、２２３億２千１百万円となりました。 

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて、９.１％減少し、５７６億５千５百万円となりま

した。 

(２)負債 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて、３４.２％減少し、９５億円となりました。これは主に、支

払手形及び買掛金が３６億５千５百万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、１.１％減少し、４２億５千８百万円となりました。これは

主に、役員退職慰労引当金が７千６百万円減少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、２６.６％減少し、１３７億５千９百万円となり

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、１.８％減少し、４３８億９千６百万円となりました。

これは主に、四半期純損失４億３千１百万円などによります。 

  

金融危機による世界規模の経済情勢悪化の影響を受け、当面はより厳しい経営環境が続くものと予想

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

資の抑制が続き、また、海外につきましても、欧州向け販売が低迷しており、当社を取り巻く市場環境

にも影響が生じておりますが、第２四半期及び通期の業績予想につきましては、平成２１年４月２７日

に発表した業績予想どおりであります。 

  

【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

３.連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

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。  

  

該当事項はありません。 
  

  

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

(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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,697,949 1,895,900

預け金 16,779,232 15,708,214

受取手形及び売掛金 10,227,275 16,948,115

商品及び製品 845,409 651,315

仕掛品 1,762,324 1,867,544

原材料及び貯蔵品 2,585,610 2,514,472

繰延税金資産 777,678 548,321

その他 664,561 854,716

貸倒引当金 △5,453 △10,416

流動資産合計 35,334,587 40,978,185

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,851,240 4,938,379

機械装置及び運搬具（純額） 2,753,805 2,939,408

土地 8,772,657 8,772,657

その他（純額） 305,579 339,903

有形固定資産合計 16,683,283 16,990,349

無形固定資産 657,251 634,509

投資その他の資産   

投資有価証券 2,962,650 2,684,088

繰延税金資産 1,649,304 1,764,324

その他 427,153 433,242

貸倒引当金 △58,273 △57,770

投資その他の資産合計 4,980,835 4,823,885

固定資産合計 22,321,369 22,448,743

資産合計 57,655,957 63,426,928

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,397,148 10,052,195

未払法人税等 58,567 744,520

役員賞与引当金 15,000 78,000

製品保証引当金 59,500 82,900

その他 2,970,606 3,471,704

流動負債合計 9,500,822 14,429,320

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 3,007,466 2,979,797

役員退職慰労引当金 121,530 197,800

その他 330,634 330,233

固定負債合計 4,258,404 4,306,603

負債合計 13,759,226 18,735,923

㈱アイチコーポレーション　（6345）　平成22年３月期第１四半期決算短信

5



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,425,325 10,425,325

資本剰余金 9,923,379 9,923,380

利益剰余金 24,635,928 25,861,898

自己株式 △13,278 △13,071

株主資本合計 44,971,354 46,197,532

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 721,457 523,751

土地再評価差額金 △2,521,520 △2,521,520

為替換算調整勘定 9,249 △159,148

評価・換算差額等合計 △1,790,814 △2,156,917

少数株主持分 716,190 650,389

純資産合計 43,896,730 44,691,004

負債純資産合計 57,655,957 63,426,928
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（２）【四半期連結損益計算書】 
  【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 13,601,654 6,190,617

売上原価 10,559,719 5,437,613

売上総利益 3,041,934 753,004

販売費及び一般管理費 1,849,350 1,453,151

営業利益又は営業損失（△） 1,192,584 △700,146

営業外収益   

受取利息 22,740 27,145

受取配当金 38,487 31,596

為替差益 107,680 27,995

その他 34,916 19,373

営業外収益合計 203,824 106,109

営業外費用   

支払利息 45 73

開業費償却 － 22,654

その他 8,092 7,280

営業外費用合計 8,137 30,008

経常利益又は経常損失（△） 1,388,271 △624,045

特別利益   

投資有価証券売却益 16,023 －

貸倒引当金戻入額 20,619 4,663

特別利益合計 36,642 4,663

特別損失   

固定資産売却損 － 100

固定資産除却損 11,609 126

特別損失合計 11,609 226

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,413,304 △619,609

法人税、住民税及び事業税 275,489 14,029

法人税等還付税額 － △17,902

法人税等調整額 271,799 △195,109

法人税等合計 547,289 △198,982

少数株主利益 37,739 11,011

四半期純利益又は四半期純損失（△） 828,275 △431,638
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当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）  

 該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30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。 

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30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。 

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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。 

(３) 継続企業の前提に関する注記

(４) セグメント情報
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【海外売上高】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30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。 

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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 

          アジア・・・・中国、韓国 
     欧州・・・・・オランダ      
     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。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）  

 該当事項はありません。 

欧州 アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,755,166 911,034 216,308 2,882,509

Ⅱ 連結売上高（千円） 13,601,654

Ⅲ 連結売上高に占める 
12.9 6.7 1.6 21.2

  海外売上高の割合（％）

アジア 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 607,915 190,788 99,459 898,163

Ⅱ 連結売上高（千円） 6,190,617

Ⅲ 連結売上高に占める 
9.8 3.1 1.6 14.5

  海外売上高の割合（％）

(５) 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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                                        （単位 千円）

 
  

６.その他の情報

   売上高の内訳

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

品    目  (自 平成20年４月１日 (自 平成21年４月１日

 至 平成20年６月30日)  至 平成21年６月30日)

特 
装 
車

穴 掘 建 柱 車 497,199 291,308

高 所 作 業 車 9,587,242 3,200,615

そ   の   他 506,761 213,059

計 10,591,203 3,704,982

中     古     車 374,579 283,846

部  品  ・  修  理 2,041,379 1,733,344

そ     の     他 594,492 468,444

合    計 13,601,654 6,190,617
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