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(百万円未満切捨て)

1．2021年3月期第2四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年9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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年3月期第2四半期 27,111 △11.3 3,063 △4.6 3,336 △3.6 2,836 17.1

2020年3月期第2四半期 30,560 13.9 3,211 46.0 3,461 45.5 2,422 42.1
(注) 包括利益 2021年3月期第2四半期 3,730百万円( 62.5％) 2020年3月期第2四半期 2,295百万円(△15.3％)
　

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

2021年3月期第2四半期 36.73 －

2020年3月期第2四半期 31.20 －
　

　

(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 ％

2021年3月期第2四半期 85,122 70,014 82.3

2020年3月期 82,763 67,944 82.1
(参考) 自己資本 2021年3月期第2四半期 70,014百万円 2020年3月期 67,944百万円
　

　

　

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

2020年3月期 － 11.00 － 13.00 24.00

2021年3月期 － 14.00

2021年3月期(予想) － 15.00 29.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有
　　

　

3．2021年3月期の連結業績予想（2020年4月1日～2021年3月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 58,500 0.3 6,200 5.9 6,600 6.1 5,100 3.6 66.21
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　



※ 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) 2021年3月期2Ｑ 79,453,250株 2020年3月期 79,453,250株

② 期末自己株式数 2021年3月期2Ｑ 2,677,880株 2020年3月期 1,828,669株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期2Ｑ 77,237,278株 2020年3月期2Ｑ 77,624,924株
　

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です。
※ 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「(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧くださ

い。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米中貿易摩擦の影響や新型コロナウイルス感染症の拡大を

機に大幅に悪化いたしました。緊急事態宣言の解除後、行動制限措置の緩和、政府の様々な景気刺激対策および

各国の経済活動の再開を受けて、日本では持ち直しの動きは見えるものの、依然として先行きの不透明な状況が

続いております。同様に企業収益につきましても緊急事態宣言の解除後、感染拡大を防止しつつ経済活動の活性

化に向けた世界的な潮流の中で、最悪期を脱しつつあるものの、民間建設投資を中心に、都市再開発関連やイン

バウンド関連への投資に対する姿勢はいまだ慎重に推移しております。

先行きにつきましては、経済活動の正常化に向けて引き続き緩やかなペースで回復することが期待されていま

すが、感染再拡大への警戒感などもあり、不安が払拭されない状況が継続しております。

このような環境の中、特装車の販売につきまして、当第２四半期連結累計期間では、電力業界をはじめ各業界

は前年同期に比べ売上が堅調に推移したものの、レンタル業界などにつきましては設備投資に対する慎重な姿勢

がみられました。

この状況のもと、当第２四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34億48百万円(11％)下回

る271億11百万円となりました。セグメント別には、特装車売上高は前年同期を34億16百万円(14％)下回る214億

46百万円、部品・修理売上高は前年同期並みの52億98百万円となりました。利益につきましては、営業利益は前

年同期を1億47百万円(5％)下回る30億63百万円、経常利益は前年同期を1億25百万円(4％)下回る33億36百万円と

なりました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期を4億14百万円(17％)上回る28億36百万円とな

りました。

（２）財政状態に関する説明

①資産

流動資産は、前連結会計年度末に比べて19億67百万円増加し、564億44百万円となりました。これは主に、受取

手形及び売掛金が14億88百万円、商品及び製品が1億86百万円減少したものの、預け金が25億8百万円、流動資産

のその他の立替金が5億95百万円、流動資産のその他の未収入金が5億40百万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3億91百万円増加し、286億77百万円となりました。これは主に、繰延

税金資産が3億72百万円、建物及び構築物（純額）が2億63百万円、無形固定資産が81百万円減少したものの、投

資有価証券が11億73百万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23億58百万円増加し、851億22百万円となりました。

②負債

流動負債は、前連結会計年度末に比べて2億85百万円増加し、128億円となりました。これは主に、支払手形及

び買掛金が61百万円、製品保証引当金が35百万円減少したものの、未払法人税等が3億96百万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3百万円増加し、23億6百万円となりました。

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて2億88百万円増加し、151億7百万円となりました。

③純資産

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて20億69百万円増加し、700億14百万円となりました。これは主に、自

己株式の取得により6億51百万円減少したものの、利益剰余金が18億27百万円、その他有価証券評価差額金が8億

16百万円増加したことなどによります。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年３月期通期連結業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間までの状況および今後の見通し等

を勘案した結果、2020年７月30日付の「2021年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」において公表い

たしました業績予想および中間配当ならびに期末配当予想を修正しております。

詳細につきましては、2020年10月28日公表の「第２四半期連結累計期間の業績予想値と実績値との差異、通期

連結業績予想の修正および剰余金の配当（中間配当）ならびに配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧くださ

い。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,364,112 1,241,505

預け金 29,293,978 31,802,002

受取手形及び売掛金 19,045,242 17,556,626

商品及び製品 1,540,793 1,354,792

仕掛品 1,357,019 1,439,309

原材料及び貯蔵品 1,273,767 1,284,763

その他 603,867 1,765,431

貸倒引当金 △1,963 △61

流動資産合計 54,476,818 56,444,369

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,842,154 7,578,513

機械装置及び運搬具（純額） 2,656,961 2,395,617

土地 8,524,839 8,524,839

その他（純額） 725,068 711,381

有形固定資産合計 19,749,024 19,210,351

無形固定資産 839,521 758,284

投資その他の資産

投資有価証券 5,641,595 6,815,379

繰延税金資産 372,397 －

その他 1,691,355 1,900,689

貸倒引当金 △7,051 △6,734

投資その他の資産合計 7,698,297 8,709,334

固定資産合計 28,286,842 28,677,970

資産合計 82,763,661 85,122,340
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,547,921 8,486,916

未払法人税等 949,564 1,345,977

役員賞与引当金 32,000 19,000

製品保証引当金 138,409 102,504

その他 2,847,419 2,846,479

流動負債合計 12,515,315 12,800,878

固定負債

再評価に係る繰延税金負債 616,302 616,302

役員退職慰労引当金 43,600 －

退職給付に係る負債 1,221,468 1,211,531

繰延税金負債 － 32,061

その他 422,019 446,841

固定負債合計 2,303,391 2,306,737

負債合計 14,818,706 15,107,615

純資産の部

株主資本

資本金 10,425,325 10,425,325

資本剰余金 9,923,356 9,923,356

利益剰余金 47,334,222 49,161,772

自己株式 △918,004 △1,569,924

株主資本合計 66,764,898 67,940,529

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,886,803 3,703,130

土地再評価差額金 △1,624,044 △1,624,044

為替換算調整勘定 △311,330 △241,472

退職給付に係る調整累計額 228,626 236,581

その他の包括利益累計額合計 1,180,055 2,074,195

純資産合計 67,944,954 70,014,724

負債純資産合計 82,763,661 85,122,340



株式会社アイチコーポレーション(6345) 2021年３月期 第２四半期決算短信

6

（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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 30,560,611 27,111,918

売上原価 24,108,824 21,281,058

売上総利益 6,451,786 5,830,859

販売費及び一般管理費 3,240,762 2,767,612

営業利益 3,211,023 3,063,246

営業外収益

受取利息 5,887 5,751

受取配当金 61,512 63,235

持分法による投資利益 175,339 174,519

為替差益 － 3,316

その他 45,809 31,856

営業外収益合計 288,549 278,679

営業外費用

為替差損 37,544 －

その他 250 5,804

営業外費用合計 37,794 5,804

経常利益 3,461,778 3,336,121

特別利益

固定資産売却益 － 1,586

投資有価証券売却益 13,271 －

受取保険金 － 767,844

特別利益合計 13,271 769,430

特別損失

固定資産売却損 1,035 －

固定資産除却損 306 1,443

投資有価証券評価損 － 146

保険解約損 3,340 －

特別損失合計 4,682 1,589

税金等調整前四半期純利益 3,470,366 4,103,962

法人税、住民税及び事業税 996,662 1,223,921

法人税等調整額 51,586 43,371

法人税等合計 1,048,248 1,267,292

四半期純利益 2,422,117 2,836,669

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,422,117 2,836,669
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 2,422,117 2,836,669

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 20,995 816,326

為替換算調整勘定 △165,347 42,484

退職給付に係る調整額 5,487 7,955

持分法適用会社に対する持分相当額 12,734 27,373

その他の包括利益合計 △126,130 894,140

四半期包括利益 2,295,987 3,730,809

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,295,987 3,730,809

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

該当事項はありません。

（追加情報）

（役員退職慰労金制度の廃止）

当社は、2020年６月18日開催の第72回定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴う退職慰労金の

打ち切り支給を決議いたしました。これに伴い、「役員退職慰労引当金」を全額取り崩し、「役員退職慰労引当

金」に計上しておりました36,800千円を、「長期未払金」として固定負債の「その他」に含めて表示しておりま

す。


