
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

   

   

 

   

   

   

     

   

   

 

 
(％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

1. 平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日）
(1)連結経営成績 (％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 36,737 7.4 1,715 173.2 1,965 171.0 883 ―
23年3月期 34,216 △0.5 628 △37.5 725 △35.2 51 △91.5

(注) 包括利益 24年3月期 1,053百万円( ― ％) 23年3月期 △213百万円( ― ％)

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産 
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年3月期 11.12 ― 2.1 3.3 4.7
23年3月期 0.64 ― 0.1 1.2 1.8

(参考) 持分法投資損益 24年3月期 42百万円 23年3月期 ― 百万円

(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

24年3月期 59,452 42,946 72.2 540.68
23年3月期 58,821 43,301 72.6 537.41

(参考) 自己資本 24年3月期 42,946百万円 23年3月期 42,687百万円

(3)連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による 

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

24年3月期 1,963 △2,227 △890 4,299
23年3月期 3,520 △2,899 △977 5,430

2. 配当の状況

年間配当金 配当金総額 
(合計)

配当性向 
(連結)

純資産
配当率 
(連結)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 百万円 ％ ％

23年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 794 1,562.5 1.8
24年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 794 89.9 1.9

25年3月期(予想) ― 5.00 ― 5.00 10.00 49.7

3. 平成25年3月期の連結業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

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(累計) 19,000 8.4 1,000 34.9 1,100 47.7 600 56.0 7.55
通 期 40,000 8.9 2,600 51.5 2,800 42.5 1,600 81.1 20.14



  

 

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

(2)個別財政状態 

 

     

   

 

   

 

※ 注記事項

(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

  新規 ― 社 ( ― ) 、除外 ― 社 ( ― )

(2)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

（注）「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載される連結財務諸表作成に係る会計方針の
変更・会計上の見積りの変更・修正再表示の有無となります。

(3)発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年3月期 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 22,974株 23年3月期 22,278株

③ 期中平均株式数 24年3月期 79,430,603株 23年3月期 79,431,576株

(参考) 個別業績の概要
1. 平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日）
(1)個別経営成績 (％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 36,306 16.0 1,842 244.6 2,051 185.0 1,013 △3.9
23年3月期 31,304 2.7 534 △49.0 719 △47.1 1,054 44.5

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

24年3月期 12.76 ―
23年3月期 13.28 ―

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

24年3月期 59,454 43,027 72.4 541.70
23年3月期 57,289 42,685 74.5 537.39

(参考) 自己資本 24年3月期 43,027百万円 23年3月期 42,685百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示

・本決算短信の発表日現在において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続を実施中です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
・本決算短信に記載されている将来に関する事項は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一

定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績は、経済情勢・
為替相場の変動等の不確実性により、変更される可能性があります。

・詳細は、添付資料 2ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。
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当期におけるわが国経済は、東日本大震災後の停滞を脱し、緩やかな回復基調にありますが、欧州の

金融危機や急激な為替の変動、原油価格の高騰、原子力発電所の停止などにより景気の先行きは引き続

き不透明な状況が続いております。 

このような環境の中で、当社グループは東日本大震災の影響による生産部品の一部供給遅延により生

産活動に影響を受けましたが、夏場の電力抑制にも対応しつつ、生産・販売の遅れを挽回してまいりま

した。 

当社グループの主な国内販売先につきましては、レンタル業界および通信工事業界におきまして前期

に比べ特装車販売が増加いたしました。更に、部品・修理販売につきましても前期に比べ増加いたしま

した。また、海外につきましては、為替の変動の影響により依然として厳しい状況が続いております。

このような中で、当社グループはお客さまの急激に変化する課題解決をより効率的で迅速に解決する

ためのご提案や、導入された商品の使用効果が 大限発揮されるよう「工事用機械の生涯価値 大化活

動」を積極的に展開してまいりました。 

この結果、当期の連結経営成績は、売上高は前期を25億21百万円(7％)上回る367億37百万円となりま

した。売上高の内訳を示しますと、特装車売上高は前期を30億48百万円(13％)上回る262億86百万円、

中古車売上高は前期を8億60百万円(38％)下回る14億29百万円、部品・修理売上高は前期を9億92百万円

(13％)上回る87億36百万円、その他売上高は前期を6億58百万円(70％)下回る2億85百万円となりまし

た。利益につきましては、営業利益は前期を10億87百万円(173％)上回る17億15百万円となり、経常利

益は前期を12億39百万円(171％)上回る19億65百万円となりました。また、当期純利益は8億83百万円

(前期は51百万円の利益)となりました。 

次期の経済見通しにつきましては、わが国経済は震災復興や設備投資の増加等により緩やかな回復傾

向にあるものの、原油価格の高騰などの懸念もあり先行き不透明な状況で推移すると思われます。大変

厳しい状況下ではありますが、次期業績予想といたしましては、連結売上高400億円、連結営業利益26

億円、連結経常利益28億円、連結当期純利益16億円を見込んでおります。 

  

1. 経営成績

 (1) 経営成績に関する分析
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①資産、負債及び純資産の状況 

ⅰ) 資産  

流動資産は前期末に比べて10億28百万円増加し、391億97百万円となりました。これは主に、受取

手形及び売掛金が22億24百万円、預け金が4億23百万円増加したものの、原材料及び貯蔵品が5億40百

万円、現金及び預金が4億53百万円、商品及び製品が3億88百万円減少したことなどによります。 

固定資産は前期末に比べて3億98百万円減少し、202億54百万円となりました。これは主に、投資そ

の他の資産の出資金が7億87百万円増加したものの、建物及び構築物が4億84百万円、機械装置及び運

搬具が4億円、建設仮勘定が2億31百万円減少したことなどによります。 

この結果、総資産合計は前期末に比べて6億30百万円増加し、594億52百万円となりました。 

ⅱ) 負債 

流動負債は前期末に比べて9億20百万円増加し、117億15百万円となりました。これは主に、未払法

人税等が8億63百万円、支払手形及び買掛金が2億52百万円増加したことなどによります。 

固定負債は前期末に比べて64百万円増加し、47億90百万円となりました。 

この結果、負債合計は前期末に比べて9億85百万円増加し、165億5百万円となりました。 

ⅲ) 純資産 

純資産合計は前期末に比べて3億55百万円減少し、429億46百万円となりました。これは主に、利益

剰余金が89百万円、土地再評価差額金が82百万円増加したものの、少数株主持分が6億14百万円減少

したことなどによります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は42億99百万円となり、前期末に比べ

て11億30百万円(21％)減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおり

であります。 

ⅰ) 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果増加した資金は、19億63百万円となりました。これは主に、売上債権の増加27億52

百万円などによる資金の減少要因と税金等調整前当期純利益19億74百万円、減価償却費9億4百万円、

仕入債務の増加8億67百万円、たな卸資産の減少4億78百万円などによる資金の増加要因によるもので

あります。この結果、営業活動によるキャッシュ・フローは前期に比べて15億56百万円の収入の減少

となりました。 

ⅱ) 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果減少した資金は、22億27百万円となりました。これは主に、預け金の増加による支

出11億円、有形及び無形固定資産の取得による支出8億10百万円などによる資金の減少要因によるも

のであります。この結果、投資活動によるキャッシュ・フローは前期に比べて、6億71百万円の支出

の減少となりました。 

ⅲ) 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果減少した資金は、8億90百万円となりました。これは主に、7億94百万円の配当金の

支払を行ったためであります。その結果、財務活動によるキャッシュ・フローは前期に比べて86百万

円の支出の減少となりました。 

  

 (2) 財政状態に関する分析
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利益配分に関する基本方針につきましては、５ページ「会社の利益配分に関する基本方針」をご覧く

ださい。 

当期の配当につきましては、昨年11月に中間配当金を１株につき5円とさせていただきましたが、期

末配当金につきましても、１株につき5円とし、年間としては前期と同じく１株につき10円とさせてい

ただく予定であります。 

なお、次期の配当につきましては、１株につき5円の中間配当、同じく5円の期末配当とし年間10円を

予定しております。 

  

 (3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループは、あらゆる工事作業現場の問題解決を通じ、お客さまの業績向上に貢献することで

「作業環境創造企業」の実現を目指しております。 

  

当社の配当政策は、経営体質強化および今後の事業展開等を勘案した上で、株主の皆様へ長期的な視

点に立った配当を行うことを基本方針としております。 

当社の剰余金の配当は、中間配当および期末配当の年２回を基本的な方針としております。これらの

配当の決定機関は、中間配当につきましては取締役会、期末配当につきましては株主総会であります。

なお、当社は、取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる

旨を定款に定めております。 

また、内部留保金につきましては、新商品の開発、営業力の強化、新市場の開拓等に活用し、今後の

収益構造の改善および財務基盤の一層の強化・拡充を図ってまいります。 

  

当社グループは、当面、東日本大震災の復興に 大限貢献することで社会的責任を果たします。更

に、今後ともさまざまな環境の変化を見極め、特装車事業はもとより、アフターサービス事業の拡大

により経営体質の強化を図るとともに、品質の向上、商品開発力・営業力の強化、そして、コスト削

減と原価の改善により、業績拡大と収益の確保に努めてまいります。 

中長期的な経営戦略としましては、主力商品である高所作業車の国内市場が買替え需要主体の成熟

市場であり、国内における競争もさらに激化しておりますので、まず足元の経営基盤固めとしまし

て、バリューチェーンの一層の確保をいたします。また、ニッチトップの商品展開とグローカルな商

品開発を行い、時代の変化に適応した新商品の開発および新市場を開拓してまいります。 

また、法令の改正等により、内部統制システムの整備・運用が求められております。当社グループ

は内部統制機能の充実に取り組むとともにコーポレート・ガバナンスの充実・強化に努めてまいりま

す。 

  

2. 経営方針

 (1) 会社の経営の基本方針

 (2) 会社の利益配分に関する基本方針

 (3) 中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題
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3. 連結財務諸表

(1) 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)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,189,985 736,021

預け金 22,640,174 23,063,462

受取手形及び売掛金 9,669,767 11,894,225

商品及び製品 799,345 411,110

仕掛品 1,063,284 884,066

原材料及び貯蔵品 1,786,698 1,245,740

繰延税金資産 599,197 608,572

その他 429,273 362,126

貸倒引当金 △9,191 △7,925

流動資産合計 38,168,534 39,197,399

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,654,106 4,169,194

機械装置及び運搬具（純額） 1,209,749 809,185

工具、器具及び備品（純額） 104,569 107,451

土地 8,727,100 8,752,562

建設仮勘定 278,748 47,373

その他（純額） 401,737 571,759

有形固定資産合計 15,376,012 14,457,526

無形固定資産 946,709 797,308

投資その他の資産

投資有価証券 2,863,263 2,926,053

長期貸付金 534 －

繰延税金資産 1,124,995 964,126

その他 395,014 1,140,376

貸倒引当金 △53,176 △30,782

投資その他の資産合計 4,330,631 4,999,773

固定資産合計 20,653,353 20,254,608

資産合計 58,821,887 59,452,007
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,100,887 7,353,418

未払法人税等 80,878 944,690

役員賞与引当金 59,000 67,600

製品保証引当金 20,800 68,600

その他 3,533,356 3,281,516

流動負債合計 10,794,922 11,715,825

固定負債

再評価に係る繰延税金負債 798,772 716,366

退職給付引当金 3,074,279 3,066,336

役員退職慰労引当金 154,500 170,600

その他 697,995 836,856

固定負債合計 4,725,547 4,790,159

負債合計 15,520,470 16,505,984

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 24,617,675

自己株式 △13,890 △14,109

株主資本合計 44,863,431 44,952,234

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 626,398 667,535

土地再評価差額金 △2,521,520 △2,439,114

為替換算調整勘定 △281,194 △234,631

その他の包括利益累計額合計 △2,176,317 △2,006,210

少数株主持分 614,302 －

純資産合計 43,301,417 42,946,023

負債純資産合計 58,821,887 59,452,007
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(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

 連結損益計算書

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

売上高 34,216,025 36,737,657

売上原価 28,188,976 30,004,241

売上総利益 6,027,048 6,733,416

販売費及び一般管理費 5,398,885 5,017,522

営業利益 628,163 1,715,894

営業外収益

受取利息 104,889 91,203

受取配当金 66,291 67,575

持分法による投資利益 － 42,133

その他 52,634 70,343

営業外収益合計 223,815 271,255

営業外費用

支払利息 153 97

為替差損 97,463 9,041

その他 29,121 12,855

営業外費用合計 126,738 21,994

経常利益 725,240 1,965,155

特別利益

固定資産売却益 816 388

投資有価証券売却益 0 －

会員権償還差益 － 4,443

国庫補助金 34,499 －

関係会社出資金譲渡益 － 34,792

特別利益合計 35,316 39,624

特別損失

固定資産売却損 5,286 745

固定資産除却損 11,893 16,639

投資有価証券評価損 35,632 5,443

減損損失 3,837 3,837

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 96,151 30,161

税金等調整前当期純利益 664,404 1,974,618

法人税、住民税及び事業税 68,572 935,754

法人税等調整額 498,322 155,503

法人税等合計 566,894 1,091,257

少数株主損益調整前当期純利益 97,510 883,360

少数株主利益 46,338 －

当期純利益 51,171 883,360
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 連結包括利益計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 97,510 883,360

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △104,009 41,136

土地再評価差額金 － 82,405

為替換算調整勘定 △206,786 44,191

持分法適用会社に対する持分相当額 － 2,372

その他の包括利益合計 △310,796 170,106

包括利益 △213,286 1,053,466

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △207,955 1,053,466

少数株主に係る包括利益 △5,330 －
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(3) 連結株主資本等変動計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 10,425,325 10,425,325

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,425,325 10,425,325

資本剰余金

当期首残高 9,923,366 9,923,348

当期変動額

自己株式の処分 △17 △6

当期変動額合計 △17 △6

当期末残高 9,923,348 9,923,342

利益剰余金

当期首残高 25,271,796 24,528,648

当期変動額

剰余金の配当 △794,319 △794,307

当期純利益 51,171 883,360

自己株式の処分 － △26

当期変動額合計 △743,147 89,027

当期末残高 24,528,648 24,617,675

自己株式

当期首残高 △13,484 △13,890

当期変動額

自己株式の取得 △449 △283

自己株式の処分 43 65

当期変動額合計 △406 △218

当期末残高 △13,890 △14,109

株主資本合計

当期首残高 45,607,004 44,863,431

当期変動額

剰余金の配当 △794,319 △794,307

当期純利益 51,171 883,360

自己株式の取得 △449 △283

自己株式の処分 25 32

当期変動額合計 △743,572 88,802

当期末残高 44,863,431 44,952,234

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 730,408 626,398

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△104,009 41,136

当期変動額合計 △104,009 41,136

当期末残高 626,398 667,535

土地再評価差額金

当期首残高 △2,521,520 △2,521,520

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

－ 82,405

当期変動額合計 － 82,405

当期末残高 △2,521,520 △2,439,114

株式会社アイチコーポレーション(6345)平成24年３月期 決算短信

- 10 -



  

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

為替換算調整勘定

当期首残高 △126,077 △281,194

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△155,117 46,563

当期変動額合計 △155,117 46,563

当期末残高 △281,194 △234,631

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △1,917,189 △2,176,317

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△259,127 170,106

当期変動額合計 △259,127 170,106

当期末残高 △2,176,317 △2,006,210

少数株主持分

当期首残高 663,509 614,302

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △49,207 △614,302

当期変動額合計 △49,207 △614,302

当期末残高 614,302 －

純資産合計

当期首残高 44,353,323 43,301,417

当期変動額

剰余金の配当 △794,319 △794,307

当期純利益 51,171 883,360

自己株式の取得 △449 △283

自己株式の処分 25 32

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △308,334 △444,196

当期変動額合計 △1,051,906 △355,394

当期末残高 43,301,417 42,946,023
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 664,404 1,974,618

減価償却費 1,242,659 904,939

のれん償却額 － 50,875

減損損失 3,837 3,837

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,015 △20,605

製品保証引当金の増減額（△は減少） △5,100 47,800

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,480 △7,943

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 19,900 16,100

受取利息及び受取配当金 △171,180 △158,778

支払利息 153 97

持分法による投資損益（△は益） － △42,133

投資有価証券売却損益（△は益） △0 －

投資有価証券評価損益（△は益） 35,632 5,443

為替差損益（△は益） △3,661 11,690

固定資産除売却損益（△は益） 16,363 16,997

関係会社出資金譲渡益 － △34,792

売上債権の増減額（△は増加） 647,072 △2,752,398

たな卸資産の増減額（△は増加） 791,271 478,486

仕入債務の増減額（△は減少） 378,531 867,998

その他 166,776 450,902

小計 3,796,155 1,813,135

利息及び配当金の受取額 150,036 213,418

法人税等の支払額 △426,089 △63,108

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,520,102 1,963,446

投資活動によるキャッシュ・フロー

預け金の純増減額（△は増加） △2,400,000 △1,100,000

投資有価証券の取得による支出 － △33,600

投資有価証券の売却による収入 0 －

有形及び無形固定資産の取得による支出 △489,023 △810,853

有形及び無形固定資産の売却による収入 3,639 674

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却に
よる支出

－ △275,085

その他 △13,625 △8,665

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,899,008 △2,227,529

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △794,319 △794,307

少数株主への配当金の支払額 △130,611 －

その他 △52,700 △96,398

財務活動によるキャッシュ・フロー △977,630 △890,706

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16,248 24,114

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △372,784 △1,130,675

現金及び現金同等物の期首残高 5,802,944 5,430,159

現金及び現金同等物の期末残高 5,430,159 4,299,483
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該当事項はありません。 

  

 (連結の範囲に関する事項) 

前連結会計年度において連結子会社でありました杭州愛知工程車輌有限公司は、当社が所有する出

資金の一部を譲渡したことにより関連会社となったため、当連結会計年度より連結の範囲から除外し

ております。 

  

 (持分法の適用に関する事項) 

前連結会計年度において連結子会社でありました杭州愛知工程車輌有限公司は、当社が所有する出

資金の一部を譲渡したことにより関連会社となったため、当連結会計年度より持分法適用の範囲に含

めております。 

  

 (追加情報) 

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日)を適用

しております。 

(5) 継続企業の前提に関する注記

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更
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前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役

会が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている

ものであります。 

当社グループは、高所作業車等の製造・販売およびアフターサービスなどに関連する事業を行っ

ており、当社グループの報告セグメントは、高所作業車等の製造・販売およびアフターサービスな

どの売上を基礎とした特装車、中古車および部品・修理であります。 

特装車セグメントは、高所作業車等の新車販売事業であります。中古車セグメントは、高所作業

車等の中古販売事業であります。部品・修理セグメントは、高所作業車等のアフターサービス事業

であります。 
  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、高所作業車等の教育事業およびレ

ンタル事業であります。 

２ セグメント利益は、連結損益計算書の売上総利益から内部取引消去を調整して算出しております。 

  

３．報告セグメント合計額と連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に

関する事項) 

 
(注) 全社費用は、報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。 

  

(7) セグメント情報

(単位：千円)

報告セグメント
その他 
(注)１

合計
特装車 中古車 部品・修理 計

売上高

 外部顧客への売上高 23,238,009 2,289,906 7,744,314 33,272,230 943,794 34,216,025

 内部売上高又は振替高 26,040 16,337 425,483 467,861 92,227 560,089

計 23,264,050 2,306,244 8,169,797 33,740,092 1,036,021 34,776,114

セグメント利益(注)２ 3,135,095 795,867 2,001,058 5,932,020 12,269 5,944,290

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 5,932,020

「その他」の区分の利益 12,269

内部売上相殺消去 △560,089

内部売上原価相殺消去 642,847

全社費用（注） △5,398,885

連結損益計算書の営業利益 628,163
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当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役

会が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている

ものであります。 

当社グループは、高所作業車等の製造・販売およびアフターサービスなどに関連する事業を行っ

ており、当社グループの報告セグメントは、高所作業車等の製造・販売およびアフターサービスな

どの売上を基礎とした特装車、中古車および部品・修理であります。 

特装車セグメントは、高所作業車等の新車販売事業であります。中古車セグメントは、高所作業

車等の中古販売事業であります。部品・修理セグメントは、高所作業車等のアフターサービス事業

であります。 
  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、高所作業車等の教育事業およびレ

ンタル事業であります。 

２ セグメント利益は、連結損益計算書の売上総利益から内部取引消去を調整して算出しております。 

  

３．報告セグメント合計額と連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に

関する事項) 

 
(注) 全社費用は、報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。 

  

(単位：千円)

報告セグメント
その他 
(注)１

合計
特装車 中古車 部品・修理 計

売上高

 外部顧客への売上高 26,286,988 1,429,048 8,736,360 36,452,397 285,260 36,737,657

 内部売上高又は振替高 151,585 ― 184,742 336,327 93,296 429,624

計 26,438,573 1,429,048 8,921,102 36,788,725 378,556 37,167,281

セグメント利益(注)２ 4,272,018 331,342 2,141,316 6,744,677 27,895 6,772,573

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 6,744,677

「その他」の区分の利益 27,895

内部売上相殺消去 △429,624

内部売上原価相殺消去 390,467

全社費用（注） △5,017,522

連結損益計算書の営業利益 1,715,894
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(注) １ １株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 
  

(注) ２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 
  

該当事項はありません。 

(8) １株当たり情報

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日)

 
１株当たり純資産額 537円41銭 １株当たり純資産額 540円68銭

 
１株当たり当期純利益金額 0円64銭

 
１株当たり当期純利益金額 11円12銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につきまし
ては、潜在株式が存在しないため記載をしておりませ
ん。

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につきまし
ては、潜在株式が存在しないため記載をしておりませ
ん。

項目
前連結会計年度

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益 

(千円)
51,171 883,360

普通株式に係る当期純利益(千円) 51,171 883,360

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 79,431 79,430

項目
前連結会計年度

(平成23年３月31日現在)

当連結会計年度

(平成24年３月31日現在)

連結貸借対照表の純資産の部の合

計額(千円)
43,301,417 42,946,023

普通株式に係る純資産額(千円) 42,687,114 42,946,023

差額の主な内訳(千円)

 少数株主持分 614,302 ―

普通株式の発行済株式数(千株) 79,453 79,453

普通株式の自己株式数(千株) 22 22

１株当たり純資産額の算定に用い

られた普通株式の数(千株)
79,430 79,430

(9) 重要な後発事象
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該当事項はありません。 

  

(単位：千円）  

 
  

4. その他

(1) 役員の異動

(2) 売上高の内訳

品目
前連結会計年度

(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

増減金額

特装車

穴掘建柱車 1,397,573 2,183,362 785,789

高所作業車 19,892,596 21,168,206 1,275,609

その他 1,947,839 2,935,420 987,580

計 23,238,009 26,286,988 3,048,978

中古車 2,289,906 1,429,048 △860,858

部品・修理 7,744,314 8,736,360 992,046

その他 943,794 285,260 △658,534

合計 34,216,025 36,737,657 2,521,632
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