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１．平成26年３月期第３四半期の連結業績（平成25年３月21日～平成25年12月20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 ％

26年３月期第３四半期 29,607 10.0 2,723 8.7 3,431 29.1 2,105 36.0
25年３月期第３四半期 26,912 7.8 2,505 25.6 2,658 36.1 1,548 50.8

 

(注) 包括利益 26年３月期第３四半期 2,254百万円( 46.6％) 25年３月期第３四半期 1,538百万円( 49.3％)
 

 
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

26年３月期第３四半期 117 96 117 52

25年３月期第３四半期 87 09 86 79
 

（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 ％

26年３月期第３四半期 33,695 17,137 50.7
25年３月期 29,277 15,276 52.0

 

(参考) 自己資本 26年３月期第３四半期 17,074百万円  25年３月期 15,238百万円
 

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

25年３月期 ― 11 00 ― 14 00 25 00

26年３月期 ― 13 00 ―    

26年３月期(予想)       13 00 26 00
 

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年３月21日～平成26年３月20日）
  (％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
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 37,000 5.7 2,830 3.8 3,460 13.6 2,150 31.6 120 65
 



  

  

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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しております。 

  

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理

的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性

があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四

半期決算短信【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。 

  

※ 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 (社名)          、除外 ― 社 (社名)

（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 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

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） 26年３月期３Ｑ 19,509,326 株 25年３月期 19,509,326 株

② 期末自己株式数 26年３月期３Ｑ 1,577,831 株 25年３月期 1,727,131 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期３Ｑ 17,850,445 株 25年３月期３Ｑ 17,782,196 株
 

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項



  

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………２ 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………３ 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………３ 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ………………………………………………４ 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ……………………………４ 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ……………………………４ 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………４ 

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………５ 

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………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 …………………………７ 

（３）継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………９ 

（４）セグメント情報等 ……………………………………………………………………９ 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………９ 

  

 

○添付資料の目次

アルインコ㈱　（5933）　平成26年３月期　第３四半期決算短信

―1―



  

当第３四半期連結累計期間（以下、当第３四半期という。）のわが国経済は、円安・株高や世界経済

の緩やかな回復を背景に企業収益の改善や個人消費の増加が継続しており、緩やかな回復傾向が続いて

おります。 

 当社グループの主な関連業界である建設及び住宅関連業界においては、経年によって老朽化が進む社

会インフラの改修整備や住宅・マンションのリフォーム需要及び被災地の復旧・復興需要により、建設

投資は引き続き緩やかな回復基調を維持しております。 

 このような状況のなかで当社グループにおいては、全てのセグメントの売上高が前年同期を上回って

好調に推移した結果、売上高は前年同期比10.0％増の296億７百万円となりました。 

 利益面では、円安の影響で住宅機器セグメントの海外仕入コストが上昇しましたが、売上高の増加な

どによって営業利益は前年同期比8.7％増の27億23百万円となりました。経常利益は為替予約のヘッジ

効果もあり前年同期比29.1％増の34億31百万円、四半期純利益につきましては前年同期比36.0％増の21

億５百万円となりました。 

  

 各セグメントの状況は次のとおりであります。なお、セグメント区分の売上高はセグメント間の内部

売上高を含んでおりません。  

  

  

建設機材関連事業  

当事業の売上高は、前年同期比22.4％増の83億53百万円となりました。社会インフラ等についての耐

震・リフォーム工事などの需要増加を背景に、レンタル会社の購買意欲が前期から引き続き底堅く推移

したことから、新型システム足場のほか多くの製品ジャンルにおいて販売が好調に推移しました。 

 利益面では、売上高の増加により営業利益が前年同期比46.6％増の９億81百万円となりました。 

  

レンタル関連事業  

当事業の売上高は、前年同期比1.9％増の109億１百万円となりました。建設業界の人手不足による影

響もみられましたが、新設住宅着工戸数の伸びによる新築工事の増加やリフォーム工事の堅調な推移に

より、レンタル資産の稼働率も上昇しました。 

利益面では、売上高の増加などにより営業利益が前年同期比8.2％増の14億13百万円となりました。 

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

各セグメントの名称
連結売上高 連結営業利益（セグメント利益）

金額（百万円） 前年同期比（％） 金額（百万円） 前年同期比（％）

建設機材関連事業 8,353 22.4 981 46.6

レンタル関連事業 10,901 1.9 1,413 8.2

住宅機器関連事業 7,838 10.8 95 △77.3

電子機器関連事業 2,513 8.7 233 112.2

報告セグメント計 29,607 10.0 2,723 8.7
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  住宅機器関連事業 

当事業の売上高は、前年同期比10.8％増の78億38百万円となりました。アルミ製品は企業の設備投資

意欲の改善により、金物・工具ルート向けの売上高が好調に推移しました。また、フィットネス部門は

マッサージ器関係の新製品販売や通販ルートでの販売企画が好調に推移しました。 

 利益面では、円安によって海外からの仕入コストが上昇したため、営業利益は前年同期比77.3％減の

95百万円となりました。 

  

電子機器関連事業 

当事業の売上高は、前年同期比8.7％増の25億13百万円となりました。主力の特定小電力無線機の販

売が堅調に推移したことに加え、デジタル消防無線機の販売により、売上高が増加しました。 

 利益面では、売上高の増加と売上総利益率の改善により、営業利益は前年同期比112.2％増の２億33

百万円となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末（以下、当第３四半期末という。）の総資産は336億95百万円となり、

前連結会計年度末（以下、前期末という。）に比べ44億18百万円増加しました。総資産の内訳は、流動

資産が229億90百万円（前期末比34億73百万円増）、固定資産が107億４百万円（前期末比９億44百万円

増）であります。流動資産の主な増加要因は、受取手形及び売掛金やたな卸資産の増加であります。 

負債の部は、当第３四半期末は165億58百万円となり、前期末に比べ25億56百万円増加しました。そ

の内訳は、流動負債が118億76百万円（前期末比22億38百万円増）、固定負債が46億82百万円（前期末

比３億18百万円増）であります。流動負債の主な増加要因は支払手形及び買掛金や短期借入金の増加で

あります。 

純資産の部は、四半期利益が21億５百万円となったことや、配当を４億81百万円実施したことなどに

より、171億37百万円（前期末比18億61百万円増）となりました。 

  

当第３四半期連結累計期間における売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益は、平成25年10月21

日に公表しました通期業績予想の各数値に対して以下のような進捗率となっております。 

 現在、第４四半期連結会計期間における経営環境を勘案した通期業績予想の精査を行っており、通期

業績予想の修正が必要と判断した場合には、速やかに公表する予定であります。 

（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

        （単位：百万円）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

通期予想   （Ａ） 37,000 2,830 3,460 2,150

第3四半期業績（Ｂ） 29,607 2,723 3,431 2,105

進捗率（Ｂ÷Ａ）（％） 80.0 96.2 99.2 97.9
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該当事項はありません。  

  

（特定子会社以外の子会社の異動） 

平成25年５月20日付けでアルインコ オクト(タイランド)㈱を設立し、第２四半期連結会計期間よ

り連結の範囲に含めております。 

  

該当事項はありません。  

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結累計期間より、平成25年３月21

日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。 

これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整

前四半期純利益はそれぞれ50,620千円増加しております。 

  
  
  
  

２．サマリー情報(注記事項)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25年３月20日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,844,854 4,434,037

受取手形及び売掛金 9,337,346 11,526,191

商品及び製品 3,969,412 4,431,125

仕掛品 512,936 624,371

原材料 1,016,414 1,317,057

その他 855,467 667,418

貸倒引当金 △19,683 △9,806

流動資産合計 19,516,746 22,990,395

固定資産   

有形固定資産   

レンタル資産 16,911,867 17,546,971

減価償却累計額 △14,864,935 △15,117,917

レンタル資産（純額） 2,046,931 2,429,053

建物及び構築物 5,058,240 5,203,934

減価償却累計額 △3,435,781 △3,566,609

建物及び構築物（純額） 1,622,458 1,637,325

土地 1,977,858 2,183,655

その他 3,447,995 3,717,545

減価償却累計額 △2,796,561 △2,945,174

減損損失累計額 △56,062 △56,062

その他（純額） 595,371 716,308

有形固定資産合計 6,242,620 6,966,343

無形固定資産 57,407 50,118

投資その他の資産   

投資有価証券 2,326,847 2,546,216

長期貸付金 9,557 8,467

繰延税金資産 92,878 22,049

その他 1,040,676 1,114,645

貸倒引当金 △9,595 △3,051

投資その他の資産合計 3,460,364 3,688,327

固定資産合計 9,760,392 10,704,789

資産合計 29,277,139 33,695,185
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月20日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,102,781 7,198,255

短期借入金 2,079,324 2,778,660

未払法人税等 876,046 466,471

賞与引当金 529,769 292,936

リコール損失引当金 180,000 118,148

その他 869,926 1,021,538

流動負債合計 9,637,847 11,876,009

固定負債   

長期借入金 3,607,025 3,948,364

退職給付引当金 85,718 89,190

役員退職慰労引当金 212,159 212,159

関係会社事業損失引当金 137,210 137,210

その他 321,117 295,111

固定負債合計 4,363,230 4,682,035

負債合計 14,001,077 16,558,045

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,571,558 5,571,558

資本剰余金 3,306,759 3,313,227

利益剰余金 6,541,478 8,165,381

自己株式 △562,496 △513,872

株主資本合計 14,857,299 16,536,294

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 115,612 178,015

繰延ヘッジ損益 174,971 122,664

為替換算調整勘定 90,834 237,212

その他の包括利益累計額合計 381,418 537,892

新株予約権 820 222

少数株主持分 36,523 62,729

純資産合計 15,276,061 17,137,139

負債純資産合計 29,277,139 33,695,185
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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24年３月21日 
 至 平成24年12月20日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月21日 
 至 平成25年12月20日) 

売上高 26,912,646 29,607,044

売上原価 18,179,934 20,401,292

売上総利益 8,732,711 9,205,751

販売費及び一般管理費 6,227,438 6,481,965

営業利益 2,505,273 2,723,786

営業外収益   

受取利息 2,487 6,906

受取地代家賃 44,861 44,711

為替差益 40,580 521,925

作業屑等売却益 32,752 49,475

持分法による投資利益 65,002 88,579

その他 53,033 71,825

営業外収益合計 238,716 783,423

営業外費用   

支払利息 50,975 46,313

支払地代家賃 18,345 18,345

その他 16,498 10,892

営業外費用合計 85,819 75,551

経常利益 2,658,171 3,431,658

特別利益   

有形固定資産売却益 64 1,484

持分変動利益 3,570 －

特別利益合計 3,635 1,484

特別損失   

有形固定資産除売却損 3,508 4,505

無形固定資産除売却損 200 －

減損損失 13,668 －

その他 － 145

特別損失合計 17,377 4,650

税金等調整前四半期純利益 2,644,429 3,428,492

法人税、住民税及び事業税 1,028,139 1,130,084

法人税等調整額 69,211 203,944

法人税等合計 1,097,350 1,334,028

少数株主損益調整前四半期純利益 1,547,078 2,094,464

少数株主損失（△） △1,617 △11,193

四半期純利益 1,548,696 2,105,657
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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24年３月21日 
 至 平成24年12月20日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月21日 
 至 平成25年12月20日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,547,078 2,094,464

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △25,391 62,031

繰延ヘッジ損益 5,551 △52,306

為替換算調整勘定 10,759 150,096

持分法適用会社に対する持分相当額 211 370

その他の包括利益合計 △8,869 160,193

四半期包括利益 1,538,209 2,254,657

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,540,229 2,262,131

少数株主に係る四半期包括利益 △2,020 △7,474
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該当事項はありません。  

  

【セグメント情報】  

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成24年３月21日 至 平成24年12月20日) 

１. 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)セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。  

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 （固定資産に係る重要な減損損失） 

報告セグメントに帰属しない全社資産である売却予定の岩手県岩手郡雫石町の土地において、回収可

能価額が帳簿価額を下回ったため、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、

減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては13,668千円であります。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成25年３月21日 至 平成25年12月20日) 

１. 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)セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。  

  
 ２. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

   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）セグメント情報等

            (単位：千円)

 
報告セグメント

調整額
四半期連結
損益計算書
計上額建設機材 

関連事業
レンタル 
関連事業

住宅機器 
関連事業

電子機器 
関連事業

計

売上高            

  外部顧客への売上高 6,826,403 10,696,048 7,077,352 2,312,842 26,912,646 ― 26,912,646

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

910,039 904 249,920 34,651 1,195,515 △1,195,515 ―

計 7,736,442 10,696,952 7,327,273 2,347,493 28,108,162 △1,195,515 26,912,646

セグメント利益 669,654 1,305,842 419,711 110,065 2,505,273 ― 2,505,273
 

            (単位：千円)

 
報告セグメント

調整額
四半期連結
損益計算書
計上額建設機材 

関連事業
レンタル 
関連事業

住宅機器 
関連事業

電子機器 
関連事業

計

売上高            

  外部顧客への売上高 8,353,802 10,901,643 7,838,420 2,513,177 29,607,044 ― 29,607,044

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

1,129,354 100,932 468,818 31,105 1,730,210 △1,730,210 ―

計 9,483,156 11,002,575 8,307,239 2,544,283 31,337,255 △1,730,210 29,607,044

セグメント利益 981,482 1,413,308 95,447 233,548 2,723,786 ― 2,723,786
 

（５）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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