
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

   

     

 

     

   

 

 
(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

1. 平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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3四半期 27,714 11.1 1,391 87.7 1,672 103.1 891 292.5
24年3月期第3四半期 24,942 5.9 741 ― 823 ― 227 ―

(注) 包括利益 25年3月期第3四半期 808百万円( 589.7％) 24年3月期第3四半期 117百万円( ― ％)

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3四半期 11.22 ―
24年3月期第3四半期 2.86 ―

(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3四半期 60,283 42,960 71.3
24年3月期 59,452 42,946 72.2

(参考) 自己資本 25年3月期第3四半期 42,960百万円 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 ― 5.00 ―

25年3月期(予想) 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

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3Ｑ 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3Ｑ 23,202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3Ｑ 79,430,163株 24年3月期3Ｑ 79,430,686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３四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支えとして緩や

かな回復傾向にありますが、長期化する円高や欧州の債務危機問題、中国経済の成長鈍化などによ

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、レンタル業界では復興関

連需要での設備投資により、また、鉄道業界では設備更新などにより需要が増加したことから、前年

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

この結果、当第３四半期連結累計期間の連結経営成績は、売上高は前年同期を27億72百万円(11％)

上回る277億14百万円となりました。売上高の内訳を示しますと、特装車売上高は前年同期を30億58

百万円(18％)上回る204億18百万円、中古車売上高は前年同期を2億39百万円(22％)下回る8億29百万

円、部品・修理売上高は前年同期並みの62億69百万円、その他売上高は前年同期を34百万円(15％)下

回る1億97百万円となりました。利益につきましては、営業利益は前年同期を6億50百万円(88％)上回

る13億91百万円となり、経常利益は前年同期を8億48百万円(103％)上回る16億72百万円となりまし

た。また、四半期純利益は前年同期を6億64百万円(293％)上回る8億91百万円となりました。 

  

①資産 

流動資産は前連結会計年度末に比べて6億6百万円増加し、398億3百万円となりました。これは主

に、預け金が18億17百万円減少したものの、仕掛品が10億98百万円、受取手形及び売掛金が9億73百

万円、商品及び製品が4億96百万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2億25百万円増加し、204億79百万円となりました。これは

主に、有形固定資産のその他(純額)のリース資産が2億27百万円増加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8億31百万円増加し、602億83百万円となりました。

②負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて5億50百万円増加し、122億66百万円となりました。これは

主に、未払法人税等が8億22百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が11億41百万円、流動負債

のその他の未払金が2億65百万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2億67百万円増加し、50億57百万円となりました。これは

主に、固定負債のその他のリース債務が2億97百万円増加したことなどによります。 

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて8億17百万円増加し、173億23百万円となりまし

た。 

③純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて14百万円増加し、429億60百万円となりました。 

  

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３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 736,021 729,062

預け金 23,063,462 21,245,749

受取手形及び売掛金 11,894,225 12,867,680

商品及び製品 411,110 907,960

仕掛品 884,066 1,982,399

原材料及び貯蔵品 1,245,740 1,252,942

繰延税金資産 608,572 421,840

その他 362,126 402,308

貸倒引当金 △7,925 △6,077

流動資産合計 39,197,399 39,803,867

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,169,194 4,123,287

機械装置及び運搬具（純額） 809,185 792,960

土地 8,752,562 8,752,562

その他（純額） 726,584 947,139

有形固定資産合計 14,457,526 14,615,950

無形固定資産 797,308 884,894

投資その他の資産

投資有価証券 2,926,053 3,051,426

繰延税金資産 964,126 914,269

その他 1,140,376 1,040,570

貸倒引当金 △30,782 △27,204

投資その他の資産合計 4,999,773 4,979,063

固定資産合計 20,254,608 20,479,908

資産合計 59,452,007 60,283,775
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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３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,353,418 8,494,879

未払法人税等 944,690 122,168

役員賞与引当金 67,600 52,500

製品保証引当金 68,600 87,700

その他 3,281,516 3,508,771

流動負債合計 11,715,825 12,266,019

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 2,985,495

役員退職慰労引当金 170,600 186,700

その他 836,856 1,168,750

固定負債合計 4,790,159 5,057,311

負債合計 16,505,984 17,323,331

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 24,714,540

自己株式 △14,109 △14,164

株主資本合計 44,952,234 45,049,043

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 667,535 744,571

土地再評価差額金 △2,439,114 △2,439,114

為替換算調整勘定 △234,631 △394,055

その他の包括利益累計額合計 △2,006,210 △2,088,599

純資産合計 42,946,023 42,960,444

負債純資産合計 59,452,007 60,283,775

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

- 5 -



 (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23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

売上高 24,942,066 27,714,235

売上原価 20,570,441 22,432,186

売上総利益 4,371,625 5,282,049

販売費及び一般管理費 3,630,132 3,890,394

営業利益 741,492 1,391,654

営業外収益

受取利息 67,919 67,527

受取配当金 65,027 69,040

持分法による投資利益 9,014 －

為替差益 － 104,096

その他 46,506 52,862

営業外収益合計 188,468 293,527

営業外費用

支払利息 33 32

持分法による投資損失 － 5,378

為替差損 77,877 －

その他 28,645 7,708

営業外費用合計 106,556 13,119

経常利益 823,404 1,672,063

特別利益

固定資産売却益 376 1,774

関係会社出資金譲渡益 34,792 －

特別利益合計 35,168 1,774

特別損失

固定資産売却損 683 －

固定資産除却損 13,065 9,493

投資有価証券評価損 16,220 2,481

保険解約損 3,494 1,361

転貸損失 － 38,500

特別損失合計 33,465 51,836

税金等調整前四半期純利益 825,107 1,622,001

法人税、住民税及び事業税 282,447 545,039

法人税等調整額 315,628 185,769

法人税等合計 598,075 730,809

少数株主損益調整前四半期純利益 227,032 891,192

四半期純利益 227,032 891,192
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   四半期連結包括利益計算書

    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23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 227,032 891,192

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △230,709 77,036

土地再評価差額金 98,857 －

為替換算調整勘定 36,604 △122,206

持分法適用会社に対する持分相当額 △14,520 △37,218

その他の包括利益合計 △109,767 △82,388

四半期包括利益 117,264 808,804

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 117,264 808,804

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31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
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