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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 17,522 8.9 741 795.3 744 793.9 384 ―

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

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 290百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △519百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 4.84 ―

23年3月期第2四半期 △3.42 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 58,880 42,579 72.3
23年3月期 58,821 43,301 72.6

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  42,579百万円 23年3月期  42,687百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
24年3月期 ― 5.00

24年3月期（予想） ― 5.00 10.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

通期 35,000 2.3 1,750 178.6 2,000 175.8 1,100 ― 13.85



(1) 当四半期連結累計期間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  
新規 ― 社 （            ―            ）、 除外 ― 社（            ―            ） 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、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２ページ「（３）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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 79,453,250 株 23年3月期 79,453,250 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 22,710 株 23年3月期 22,278 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 79,430,766 株 23年3月期2Q 79,431,942 株
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当第２四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年９月30日）におけるわが国経済は、東日

本大震災後の停滞を脱し、復調の途上にありますが、欧州での債務・金融問題、米国経済の減速、円

高の長期化が懸念され、景気の先行きは不透明な状況が続いております。 

このような環境の中で、当グループは東日本大震災の影響により、前半は生産部品の一部供給遅れ

を受けて、生産活動が低下しましたが、後半は夏場の電力抑制にも対応しつつ、生産・販売の遅れを

挽回いたしました。なお、海外につきましては、為替が円高で推移したため、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１７５億２千２百万円（前年同四

半期比８.９％増）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１２４億８千２百万

円（前年同四半期比１８.９％増）、中古車売上高は８億４千８百万円（前年同四半期比２５.２％

減）、部品・修理売上高は４０億３千５百万円（前年同四半期比８.４％増）、その他売上高は１億

５千６百万円（前年同四半期比７８.８％減）となりました。利益につきましては、営業利益は７億

４千１百万円（前年同四半期比７９５.３％増）となり、経常利益は７億４千４百万円（前年同四半

期比７９３.９％増）となりました。また、四半期純利益は３億８千４百万円（前年同四半期四半期

純損失２億７千１百万円）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、０.８％増加し、３８４億６千４百万円となりました。

これは主に、現金及び預金が５億４千７百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が９億８千４百

万円増加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、１.１％減少し、２０４億１千５百万円となりました。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて、０.１％増加し、５８８億８千万円となりまし

た。 

②負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、５.８％増加し、１１４億１千７百万円となりました。

これは主に、支払手形及び買掛金が５億６千万円、未払法人税等が３億４百万円増加したことなどに

よります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて、３.４％増加し、４８億８千３百万円となりました。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて、５.０％増加し、１６３億１百万円となりま

した。 

③純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、１.７％減少し、４２５億７千９百万円となりまし

た。これは主に、少数株主持分が６億１千４百万円減少したことなどによります。 

  

平成24年３月期通期の業績予想につきましては、平成23年６月13日に公表いたしました業績予想か

ら変更はありません。 

１．当四半期決算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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,189,985 642,034

預け金 22,640,174 22,730,746

受取手形及び売掛金 9,669,767 10,654,541

商品及び製品 799,345 659,629

仕掛品 1,063,284 1,142,899

原材料及び貯蔵品 1,786,698 1,469,307

繰延税金資産 599,197 612,595

その他 429,273 561,410

貸倒引当金 △9,191 △8,198

流動資産合計 38,168,534 38,464,965

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,654,106 4,321,315

機械装置及び運搬具（純額） 1,209,749 938,431

土地 8,727,100 8,727,100

その他（純額） 785,055 741,922

有形固定資産合計 15,376,012 14,728,769

無形固定資産 946,709 815,911

投資その他の資産

投資有価証券 2,863,263 2,594,735

繰延税金資産 1,124,995 1,197,175

その他 395,549 1,113,535

貸倒引当金 △53,176 △34,175

投資その他の資産合計 4,330,631 4,871,269

固定資産合計 20,653,353 20,415,950

資産合計 58,821,887 58,880,915
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,100,887 7,661,184

未払法人税等 80,878 385,780

役員賞与引当金 59,000 30,000

製品保証引当金 20,800 48,900

その他 3,533,356 3,291,390

流動負債合計 10,794,922 11,417,255

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 3,074,279 3,055,827

役員退職慰労引当金 154,500 160,540

その他 697,995 868,716

固定負債合計 4,725,547 4,883,856

負債合計 15,520,470 16,301,111

純資産の部

株主資本

資本金 10,425,325 10,425,325

資本剰余金 9,923,348 9,923,342

利益剰余金 24,528,648 24,516,205

自己株式 △13,890 △14,043

株主資本合計 44,863,431 44,850,829

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 626,398 430,201

土地再評価差額金 △2,521,520 △2,521,520

為替換算調整勘定 △281,194 △179,705

その他の包括利益累計額合計 △2,176,317 △2,271,024

少数株主持分 614,302 －

純資産合計 43,301,417 42,579,804

負債純資産合計 58,821,887 58,880,915
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日)

売上高 16,093,282 17,522,696

売上原価 13,314,279 14,352,848

売上総利益 2,779,003 3,169,847

販売費及び一般管理費 2,696,185 2,428,392

営業利益 82,817 741,454

営業外収益

受取利息 58,590 44,760

受取配当金 32,820 36,434

持分法による投資利益 － 825

その他 24,009 27,029

営業外収益合計 115,419 109,050

営業外費用

支払利息 88 33

為替差損 100,134 79,986

その他 14,679 25,583

営業外費用合計 114,902 105,604

経常利益 83,334 744,901

特別利益

固定資産売却益 191 376

関係会社出資金譲渡益 － 34,792

特別利益合計 191 35,168

特別損失

固定資産売却損 3,505 －

固定資産除却損 9,169 4,124

投資有価証券評価損 29,173 13,595

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 －

保険解約損 － 3,494

特別損失合計 81,350 21,214

税金等調整前四半期純利益 2,176 758,855

法人税、住民税及び事業税 42,784 369,875

法人税等調整額 214,059 4,263

法人税等合計 256,844 374,138

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△254,668 384,716

少数株主利益 17,241 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △271,910 384,716

㈱ｱｲﾁｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　（6345）　平成24年３月期第２四半期決算短信

- 6 -



四半期連結包括利益計算書
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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△254,668 384,716

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △208,306 △196,197

為替換算調整勘定 △56,066 89,107

持分法適用会社に対する持分相当額 － 12,382

その他の包括利益合計 △264,372 △94,707

四半期包括利益 △519,040 290,008

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △513,940 290,008

少数株主に係る四半期包括利益 △5,099 －
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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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