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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第２四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年９月30日）

 (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 ％

23年３月期第２四半期 16,093 △1.8 82 △72.6 83 △74.5 △271 ―

22年３月期第２四半期 16,382 △47.8 302 △91.2 326 △90.9 281 △86.8

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

23年３月期第２四半期 △3.42 ―

22年３月期第２四半期 3.55 ―

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第２四半期 57,678 43,436 74.2 538.56

22年３月期 59,197 44,353 73.8 550.03

(参考) 自己資本 23年３月期第２四半期 42,778百万円 22年３月期 43,689百万円

2. 配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年３月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00

23年３月期 ― 5.00

23年３月期(予想) ― 5.00 10.00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％表示は、対前期増減率)

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 35,600 3.5 1,600 59.2 1,700 51.9 600 △0.2 7.55

A94607
FASF会員マーク



  

 

 
(注)「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

(注意事項) 

(※四半期レビュー手続きの実施状況に関する表示) 

・この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続を実

施中です。 

(※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、実際の業

績は、経済情勢・為替変動等に関わるリスクや不確実性により、予想と大きく異なる可能性がありま

す。 

・業績予想に関する事項は、添付資料３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

  

4. その他（詳細は、添付資料３ページ「その他の情報」をご覧下さい）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

(注)当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(注)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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期２Ｑ 79,453,250株 22年３月期 79,453,250株

② 期末自己株式数 23年３月期２Ｑ 21,641株 22年３月期 21,046株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期２Ｑ 79,431,942株 22年３月期２Ｑ 79,432,789株
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当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日～平成22年９月30日）におけるわが国経済は、アジア

新興国向け輸出の増加や政府の経済対策の効果により、企業の設備投資の下げ止まり感もみられ、企業

収益は改善してまいりましたが、雇用環境は依然として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、民間設備投資の抑制傾向により、レンタル業界をはじ

め各業界とも引き続き厳しい状況が続いており、販売面において影響を受ける結果となりました。ま

た、海外につきましても、中国国内での販売は回復しつつありますが、全体として依然厳しい状況が続

いております。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の連結経営成績は、売上高１６０億９千３百万円（前年同四半

期比１.８％減）となりました。売上高の内訳を示しますと、特装車売上高は１０４億９千９百万円

（前年同四半期比４.０％減）、中古車売上高は１１億３千５百万円（前年同四半期比５０.２％増）、

部品・修理売上高は３７億２千２百万円（前年同四半期比２.３％減）、その他売上高は７億３千６百

万円（前年同四半期比１６.６％減）となりました。利益につきましては、営業利益は８千２百万円

（前年同四半期比７２.６％減）となり、経常利益は８千３百万円（前年同四半期比７４.５％減）とな

りました。また、四半期純損失は２億７千１百万円（前年同四半期四半期純利益２億８千１百万円）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、１.９％減少し、３６６億５千１百万円となりました。

これは主に、預け金が１０億３千８百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が１２億７千４百万

円、現金及び預金が４億２千３百万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、３.７％減少し、２１０億２千７百万円となりました。

これは主に、機械装置及び運搬具が４億２千１百万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、２.６％減少し、５７６億７千８百万円となり

ました。 

②負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、８.７％減少し、９５億３千９百万円となりました。こ

れは主に、支払手形及び買掛金が５億９千８百万円、未払法人税等が３億５千６百万円減少したこと

などによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて、６.９％増加し、４７億２百万円となりました。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて、４.１％減少し、１４２億４千１百万円とな

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、２.１％減少し、４３４億３千６百万円となりまし

た。これは主に、配当金が３億９千７百万円、四半期純損失が２億７千１百万円による利益剰余金の

減少によります。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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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平成23年３月期通期の連結・個別業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日平成22年

10月28日公表の「平成23年３月期第２四半期（累計）業績予想数値と実績値との差異及び通期業績予想

の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
    

 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。  

  

①「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成

20年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号

平成20年３月31日)を適用しております。 

②「連結財務諸表に関する会計基準」の適用 

 「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づき財務諸表

等規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日 内閣府令第５号)の適用に伴い、当第２四

半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目を表示しております。 

  

  

  

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,168,895 1,591,970

預け金 21,249,855 20,210,973

受取手形及び売掛金 9,111,988 10,386,049

商品及び製品 878,988 983,084

仕掛品 1,135,627 1,015,114

原材料及び貯蔵品 1,919,469 2,055,394

繰延税金資産 653,687 634,477

その他 542,699 500,802

貸倒引当金 △10,041 △7,658

流動資産合計 36,651,170 37,370,207

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,851,689 4,536,855

機械装置及び運搬具（純額） 1,693,111 2,114,219

土地 8,730,938 8,730,938

その他（純額） 708,383 883,139

有形固定資産合計 15,984,122 16,265,153

無形固定資産 581,683 611,821

投資その他の資産

投資有価証券 2,690,196 2,994,415

繰延税金資産 1,429,894 1,595,806

その他 384,440 412,579

貸倒引当金 △42,605 △52,052

投資その他の資産合計 4,461,926 4,950,749

固定資産合計 21,027,732 21,827,723

資産合計 57,678,902 59,197,931
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,209,166 6,807,474

未払法人税等 92,865 449,090

役員賞与引当金 30,000 60,000

製品保証引当金 10,800 25,900

その他 3,196,905 3,104,415

流動負債合計 9,539,738 10,446,880

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 3,058,894 3,067,799

役員退職慰労引当金 143,920 134,600

その他 700,664 396,555

固定負債合計 4,702,251 4,397,727

負債合計 14,241,989 14,844,607

純資産の部

株主資本

資本金 10,425,325 10,425,325

資本剰余金 9,923,366 9,923,366

利益剰余金 24,602,725 25,271,796

自己株式 △13,694 △13,484

株主資本合計 44,937,722 45,607,004

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 522,102 730,408

土地再評価差額金 △2,521,520 △2,521,520

為替換算調整勘定 △159,801 △126,077

評価・換算差額等合計 △2,159,220 △1,917,189

少数株主持分 658,410 663,509

純資産合計 43,436,912 44,353,323

負債純資産合計 57,678,902 59,197,931
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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）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 16,382,860 16,093,282

売上原価 13,264,245 13,314,279

売上総利益 3,118,615 2,779,003

販売費及び一般管理費 2,815,883 2,696,185

営業利益 302,731 82,817

営業外収益

受取利息 46,920 58,590

受取配当金 32,811 32,820

その他 34,103 24,009

営業外収益合計 113,835 115,419

営業外費用

支払利息 385 88

為替差損 35,270 100,134

開業費償却 40,451 －

その他 13,511 14,679

営業外費用合計 89,618 114,902

経常利益 326,948 83,334

特別利益

固定資産売却益 376 191

投資有価証券売却益 176 －

貸倒引当金戻入額 2,591 －

特別利益合計 3,144 191

特別損失

固定資産売却損 100 3,505

固定資産除却損 648 9,169

投資有価証券評価損 － 29,173

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,296

厚生年金基金脱退損失 － 29,205

特別損失合計 749 81,350

税金等調整前四半期純利益 329,344 2,176

法人税、住民税及び事業税 42,333 42,784

法人税等還付税額 △17,902 －

法人税等調整額 12,391 214,059

法人税等合計 36,823 256,844

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △254,668

少数株主利益 10,559 17,241

四半期純利益又は四半期純損失（△） 281,961 △271,910

㈱ｱｲﾁｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　（6345）　平成23年３月期第２四半期決算短信

6



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

㈱ｱｲﾁｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　（6345）　平成23年３月期第２四半期決算短信

7


	ｻﾏﾘｰ101026⑥ up.pdf
	目次以下101026⑧up
	目次定性101026⑧up.pdf
	四半期連結財務諸表101015①up
	その他101015①up.




