
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

   

   

 

   

   

  
(％表示は、通期は対前期、四半期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25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 6,209 21.2 △297 ― △269 ― △208 ―
24年3月期第1四半期 5,122 △11.5 △707 ― △669 ― △442 ―

(注) 包括利益 25年3月期第1四半期 △200百万円( ― ％) 24年3月期第1四半期 △467百万円( ― ％)

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

25年3月期第1四半期 △2.63 ―
24年3月期第1四半期 △5.58 ―

(2)連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 57,070 42,348 74.2
24年3月期 59,452 42,946 72.2

(参考) 自己資本 25年3月期第1四半期 42,348百万円 24年3月期 42,946百万円

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

24年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
25年3月期 ―

25年3月期(予想) 5.00 ― 5.00 10.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

※ 注記事項

(1)当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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

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

(4)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) 25年3月期1Ｑ 79,453,250株 24年3月期 79,453,250株

② 期末自己株式数 25年3月期1Ｑ 22,974株 24年3月期 22,974株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Ｑ 79,430,276株 24年3月期1Ｑ 79,430,911株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
・本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連結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
・本四半期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。

・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」をご覧ください。
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興支援需要を背景に緩やかな

回復傾向にありますが、欧州の債務危機問題や中国経済の成長鈍化、円高の長期化などの懸念によ

り、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。 

このような環境の中で、当社グループの主な国内販売先につきましては、電力業界においては設備

投資の抑制により減少いたしましたが、レンタル業界では復興需要関連などによる需要増加から、前

年同期に比べ特装車販売が増加いたしました。また、海外につきましても、特装車販売は前年同期に

比べ増加いたしました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の連結経営成績は、売上高は前年同期を10億87百万円(21％)

上回る62億9百万円となりました。売上高の内訳を示しますと、特装車売上高は前年同期を10億94百

万円(38％)上回る39億78百万円、中古車売上高は前年同期を1億57百万円(44％)下回る2億3百万円、

部品・修理売上高は前年同期を1億54百万円(9％)上回る19億56百万円、その他売上高は前年同期を4

百万円(6％)下回る70百万円となりました。利益につきましては、営業損失は2億97百万円(前年同期

は7億7百万円の営業損失)となり、経常損失は2億69百万円(前年同期は6億69百万円の経常損失)とな

りました。また、四半期純損失は2億8百万円(前年同期は4億42百万円の四半期純損失)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22億53百万円減少し、369億43百万円となりました。これは

主に、仕掛品が7億83百万円、商品及び製品が3億17百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が34

億63百万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1億27百万円減少し、201億27百万円となりました。これは

主に、投資有価証券が1億79百万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23億81百万円減少し、570億70百万円となりまし

た。 

②負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて17億43百万円減少し、99億71百万円となりました。これは

主に、未払法人税等が9億17百万円、支払手形及び買掛金が6億74百万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39百万円減少し、47億50百万円となりました。 

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて17億83百万円減少し、147億22百万円となりまし

た。 

③純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて5億97百万円減少し、423億48百万円となりました。これ

は主に、利益剰余金が6億5百万円減少したことによります。 

  

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
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平成25年３月期第２四半期および通期の業績予想につきましては、平成24年４月26日に公表いたし

ました業績予想から変更はありません。 

  

 (3) 連結業績予想に関する定性的情報
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2. 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24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 736,021 951,047

預け金 23,063,462 22,770,916

受取手形及び売掛金 11,894,225 8,430,298

商品及び製品 411,110 728,724

仕掛品 884,066 1,667,990

原材料及び貯蔵品 1,245,740 1,298,299

繰延税金資産 608,572 687,884

その他 362,126 412,459

貸倒引当金 △7,925 △3,983

流動資産合計 39,197,399 36,943,637

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,169,194 4,131,361

機械装置及び運搬具（純額） 809,185 787,194

土地 8,752,562 8,752,562

その他（純額） 726,584 771,760

有形固定資産合計 14,457,526 14,442,879

無形固定資産 797,308 810,876

投資その他の資産

投資有価証券 2,926,053 2,746,682

繰延税金資産 964,126 996,204

その他 1,140,376 1,155,711

貸倒引当金 △30,782 △25,284

投資その他の資産合計 4,999,773 4,873,314

固定資産合計 20,254,608 20,127,069

資産合計 59,452,007 57,070,707
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,353,418 6,678,685

未払法人税等 944,690 26,916

役員賞与引当金 67,600 17,500

製品保証引当金 68,600 70,300

その他 3,281,516 3,178,539

流動負債合計 11,715,825 9,971,941

固定負債

再評価に係る繰延税金負債 716,366 716,366

退職給付引当金 3,066,336 3,045,565

役員退職慰労引当金 170,600 175,500

その他 836,856 813,210

固定負債合計 4,790,159 4,750,642

負債合計 16,505,984 14,722,584

純資産の部

株主資本

資本金 10,425,325 10,425,325

資本剰余金 9,923,342 9,923,342

利益剰余金 24,617,675 24,011,860

自己株式 △14,109 △14,109

株主資本合計 44,952,234 44,346,419

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 667,535 537,024

土地再評価差額金 △2,439,114 △2,439,114

為替換算調整勘定 △234,631 △96,205

その他の包括利益累計額合計 △2,006,210 △1,998,296

純資産合計 42,946,023 42,348,122

負債純資産合計 59,452,007 57,070,707
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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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

売上高 5,122,497 6,209,740

売上原価 4,648,177 5,248,745

売上総利益 474,320 960,995

販売費及び一般管理費 1,182,058 1,258,051

営業損失（△） △707,738 △297,056

営業外収益

受取利息 22,578 23,448

受取配当金 32,956 33,232

持分法による投資利益 13 13,382

その他 14,724 17,502

営業外収益合計 70,272 87,566

営業外費用

為替差損 28,795 59,401

その他 2,813 282

営業外費用合計 31,608 59,683

経常損失（△） △669,073 △269,173

特別利益

固定資産売却益 376 －

関係会社出資金譲渡益 34,792 －

特別利益合計 35,168 －

特別損失

固定資産除却損 2 862

投資有価証券評価損 15,164 3,401

特別損失合計 15,167 4,263

税金等調整前四半期純損失（△） △649,072 △273,437

法人税、住民税及び事業税 16,738 3,726

法人税等還付税額 － △2,569

法人税等調整額 △222,882 △65,931

法人税等合計 △206,144 △64,773

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △442,928 △208,663

四半期純損失（△） △442,928 △208,663
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   四半期連結包括利益計算書

    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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △442,928 △208,663

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △123,594 △130,511

為替換算調整勘定 73,474 88,936

持分法適用会社に対する持分相当額 25,520 49,489

その他の包括利益合計 △24,600 7,914

四半期包括利益 △467,528 △200,748

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △467,528 △200,748

少数株主に係る四半期包括利益 － －

株式会社アイチコーポレーション(6345)平成25年3月期 第1四半期決算短信

- 7 -



当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

 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

株式会社アイチコーポレーション(6345)平成25年3月期 第1四半期決算短信

- 8 -


	平成25年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）（サマリー）-20120725.pdf
	平成25年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）（サマリー以外）-20120726△1



