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

23年3月期第3四半期 23,543 △1.4 34 △89.5 59 △86.3 △341 ―

22年3月期第3四半期 23,874 △45.7 330 △92.3 431 △90.1 294 △87.8

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3四半期 △4.30 ―

22年3月期第3四半期 3.70 ―

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3四半期 57,457 42,938 73.6 532.29
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3四半期  42,280百万円 22年3月期  43,689百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

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



(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 

（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） 

※四半期レビュー手続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きを実施中です。 

※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２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」をご覧ください。）

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3Q 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3Q  22,140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3Q 79,431,762株 22年3月期3Q 79,432,706株
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当第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日～平成22年12月31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が続いているため、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３四半期連結累計期間の連結経営成績は、売上高２３５億４千３百万円（前年同四半

期比１.４％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１５６億１千２百万円

（前年同四半期比１.８％減）、中古車売上高は１５億６千２百万円（前年同四半期比７１.３％増）、

部品・修理売上高は５５億１千８百万円（前年同四半期比１.９％減）、その他売上高は８億５千万円

（前年同四半期比４０.８％減）となりました。利益につきましては、営業利益は３千４百万円（前年

同四半期比８９.５％減）となり、経常利益は５千９百万円（前年同四半期比８６.３％減）となりまし

た。また、四半期純損失は３億４千１百万円（前年同四半期四半期純利益２億９千４百万円）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、１.１％減少し、３６９億５千４百万円となりました。こ

れは主に、預け金が１０億３千１百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が１６億５千３百万円減

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、６.１％減少し、２０５億３百万円となりました。これは

主に、機械装置及び運搬具が７億８千４百万円、投資有価証券が２億６千８百万円、繰延税金資産が２

億２千５百万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、２.９％減少し、５７４億５千７百万円となりま

した。 

②負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、６.０％減少し、９８億２千万円となりました。これは主

に、未払法人税等が４億５百万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、６.８％増加し、４６億９千８百万円となりました。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて、２.２％減少し、１４５億１千９百万円となり

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、３.２％減少し、４２９億３千８百万円となりました。

これは主に、配当金が７億９千４百万円、四半期純損失が３億４千１百万円による利益剰余金の減少に

よります。 

平成23年３月期の通期の業績予想につきましては、平成22年10月28日に公表いたしました業績予想か

ら変更はございません。 

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

(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。  

  

①「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 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３四

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。 

  

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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,017,823 1,591,970

預け金 21,242,284 20,210,973

受取手形及び売掛金 8,732,601 10,386,049

商品及び製品 1,406,599 983,084

仕掛品 1,562,942 1,015,114

原材料及び貯蔵品 1,830,933 2,055,394

繰延税金資産 694,645 634,477

その他 474,670 500,802

貸倒引当金 △7,597 △7,658

流動資産合計 36,954,903 37,370,207

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,723,989 4,536,855

機械装置及び運搬具（純額） 1,330,095 2,114,219

土地 8,730,938 8,730,938

その他（純額） 722,834 883,139

有形固定資産合計 15,507,857 16,265,153

無形固定資産 561,446 611,821

投資その他の資産

投資有価証券 2,725,829 2,994,415

繰延税金資産 1,370,116 1,595,806

その他 381,443 412,579

貸倒引当金 △43,662 △52,052

投資その他の資産合計 4,433,726 4,950,749

固定資産合計 20,503,030 21,827,723

資産合計 57,457,934 59,197,931
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,709,248 6,807,474

未払法人税等 43,721 449,090

役員賞与引当金 45,000 60,000

製品保証引当金 9,300 25,900

その他 3,013,547 3,104,415

流動負債合計 9,820,817 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 3,066,369 3,067,799

役員退職慰労引当金 148,760 134,600

その他 684,404 396,555

固定負債合計 4,698,306 4,397,727

負債合計 14,519,124 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 24,136,108 25,271,796

自己株式 △13,860 △13,484

株主資本合計 44,470,940 45,607,004

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 548,216 730,408

土地再評価差額金 △2,521,520 △2,521,520

為替換算調整勘定 △217,069 △126,077

評価・換算差額等合計 △2,190,373 △1,917,189

少数株主持分 658,243 663,509

純資産合計 42,938,810 44,353,323

負債純資産合計 57,457,934 59,197,931
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(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）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年12月31日)

売上高 23,874,882 23,543,766

売上原価 19,316,826 19,512,032

売上総利益 4,558,056 4,031,734

販売費及び一般管理費 4,227,408 3,996,895

営業利益 330,647 34,838

営業外収益

受取利息 83,538 82,918

受取配当金 61,297 63,272

その他 62,221 35,979

営業外収益合計 207,057 182,170

営業外費用

支払利息 560 88

為替差損 21,501 135,067

開業費償却 68,916 －

その他 15,617 22,618

営業外費用合計 106,595 157,774

経常利益 431,110 59,234

特別利益

固定資産売却益 374 192

投資有価証券売却益 176 0

貸倒引当金戻入額 1,992 －

特別利益合計 2,544 192

特別損失

固定資産売却損 108 3,505

固定資産除却損 818 9,502

投資有価証券評価損 4,140 34,954

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 5,066 87,464

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（△）

428,587 △28,036

法人税、住民税及び事業税 86,068 60,380

法人税等還付税額 △17,902 －

法人税等調整額 31,997 217,491

法人税等合計 100,164 277,871

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △305,908

少数株主利益 34,339 35,459

四半期純利益又は四半期純損失（△） 294,083 △341,368

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

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
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