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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第68期

第２四半期
連結累計期間

第69期
第２四半期
連結累計期間

第68期

会計期間
自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日

自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日

自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日

売上高 (千円) 25,798,220 29,334,016 57,107,866

経常利益 (千円) 2,999,396 3,874,405 6,694,013

親会社株主に帰属する四半期
(当期)純利益

(千円) 2,050,332 2,526,740 4,600,999

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 1,391,269 2,202,136 3,444,601

純資産額 (千円) 50,156,874 53,247,184 51,743,954

総資産額 (千円) 73,640,345 79,347,122 80,452,131

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 26.41 32.55 59.27

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) － － －

自己資本比率 (％) 68.1 67.1 64.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 2,855,063 3,690,269 5,294,485

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △3,011,173 △4,879,560 △3,401,944

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △502,251 △800,384 △1,079,443

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 5,662,653 5,209,740 7,216,628
 

 

回次
第68期

第２四半期
連結会計期間

第69期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成27年７月１日
至 平成27年９月30日

自 平成28年７月１日
至 平成28年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 19.75 24.22
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移につきましては記

載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期(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してお

りません。

 

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間におきまして、当社グループ(当社および当社の関係会社)において営まれている事業の

内容につきまして、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社につきましても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間におきまして、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のう

ち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事

業等のリスク」につきまして重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間におきまして、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善に減速感がみられ、設備投資や雇用・所得

は堅調であるものの、景気回復は足踏み状況にあります。また、海外におきましても、米国経済が回復傾向を維

持しているものの、中国等の新興国経済の混迷、英国のＥＵ離脱問題からの不安など、景気の先行きは依然とし

て不透明な状況にあります。

このような環境の中、特装車の販売につきまして、電力業界では、設備の老朽化更新需要の回復により、レン

タル業界では、建築需要や社会インフラ工事需要の継続により、前年同期に比べ増加いたしました。また、鉄道

業界においても、車両の老朽化更新をはじめとする機械化需要の継続により、同様に前年同期に比べ増加いたし

ました。一方、通信業界では、設備投資の抑制が継続しており、前年同期に比べ減少いたしました。

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35億35百万円(14％)上回

る293億34百万円となりました。

利益につきましては、特装車の国内販売の増加などにより、営業利益は前年同期を11億33百万円(41％)上回る

38億72百万円、経常利益は前年同期を8億75百万円(29％)上回る38億74百万円となりました。また、親会社株主に

帰属する四半期純利益は前年同期を4億76百万円(23％)上回る25億26百万円となりました。
　

セグメントの業績は次のとおりであります。

（特装車）

特装車売上高は前年同期を29億33百万円(14％)上回る237億81百万円となり、売上総利益は前年同期を10億50百

万円(23％)上回る55億63百万円となりました。これは主に、レンタル業界向けの売上が増加したことによるもの

であります。

（中古車）

中古車売上高は前年同期を1億21百万円(62％)上回る3億17百万円となり、売上総利益は前年同期を70百万円

(127％)上回る1億25百万円となりました。これは主に、下取り・買取りの増加により売上が増加したことによる

ものであります。

（部品・修理）

部品・修理売上高は前年同期を4億79百万円(10％)上回る50億70百万円となり、売上総利益は前年同期を1億48

百万円(12％)上回る13億65百万円となりました。これは主に、部品売上が増加したことによるものであります。

（その他）

その他売上高は前年同期を1百万円(1％)上回る1億64百万円となり、売上総利益は前年同期を7百万円(23％)上

回る37百万円となりました。
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(2) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、52億9百万円となり、前年

同期に比べて4億52百万円減少いたしました。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。

(営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、36億90百万円となり、前年同期に比べて、8

億35百万円の増加となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の増加7億28百万円、減価償却費の増加

5億90百万円による資金の増加要因とたな卸資産の増加6億61百万円による資金の減少要因などによるものであり

ます。

(投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、48億79百万円となり、前年同期に比べて、

18億68百万円の支出の増加となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出の増加13億56百

万円による資金の減少要因などによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、8億円となり、前年同期に比べて、2億98百

万円の支出の増加となりました。これは主に、配当金の支払額の増加3億10百万円による資金の減少要因などによ

るものであります。

 

(3) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間における研究開発費に要した額は、研究材料費、人件費等総額2億9百万円でありま

す。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 235,000,000

計 235,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成28年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成28年11月７日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 79,453,250 同左

東京証券取引所
市場第一部

名古屋証券取引所
市場第一部

単元株式数
100株

計 79,453,250 同左 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

 

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

 

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成28年７月１日～
平成28年９月30日

― 79,453 ― 10,425,325 ― 9,941,842
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(6) 【大株主の状況】

平成28年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社豊田自動織機 愛知県刈谷市豊田町2丁目1番地 40,521 51.00

日本トラスティ・サービス

信託銀行株式会社（信託口）
東京都中央区晴海1丁目8番11号 3,777 4.75

ＣＧＭＬ　ＰＢ　ＣＬＩＥＮＴ

ＡＣＣＯＵＮＴ／

ＣＯＬＬＡＴＥＲＡＬ

（常任代理人シティバンク

銀行株式会社）

ＣＩＴＩＧＲＯＵＰ　ＣＥＮＴＲＥ，ＣＡＮ
ＡＤＡ　ＳＱＵＡＲＥ，ＣＡＮＡＲＹ　ＷＨ
ＡＲＦ，ＬＯＮＤＯＮ　Ｅ14　5ＬＢ
（東京都新宿区新宿6丁目27番30号）

2,088 2.63

ＮＤＳ株式会社 愛知県名古屋市中区千代田2丁目15番18号 2,072 2.61

愛鈴興産株式会社 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷2丁目12番2号 1,705 2.15

日本マスタートラスト
信託銀行株式会社（信託口）

東京都港区浜松町2丁目11番3号 1,439 1.81

いすゞ自動車株式会社 東京都品川区南大井6丁目26番1号 1,274 1.60

アイチコーポレーション
従業員持株会

埼玉県上尾市大字領家字山下1152番地の10 1,103 1.39

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目2番1号 867 1.09

愛協会 埼玉県上尾市大字領家字山下1152番地の10 790 1.00

計 ― 55,639 70.03
 

(注) １．上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 3,777千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,439千株
 

２．上記のほか当社所有の自己株式1,826千株（2.30％）があります。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成28年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式

1,826,100
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

77,582,800
775,828 ―

単元未満株式
普通株式

44,350
― ―

発行済株式総数 79,453,250 ― ―

総株主の議決権 ― 775,828 ―
 

(注) １.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が100株(議決権１個)含まれて

おります。

２.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式28株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成28年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社アイチコーポ
レーション

埼玉県上尾市大字領家字
山下1152番地の10

1,826,100 ― 1,826,100 2.30

計 ― 1,826,100 ― 1,826,100 2.30
 

(注)　株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が100株(議決権１個)あります。　　

なお、当該株式は上記「①発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含めております。

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

(1) 退任役員

役名 職名 氏名 退任年月日

取締役 営業部門管掌 土　屋　啓　一 平成28年９月30日
 

 

(2) 異動後の役員の男女別人数および女性の比率

男性16名　女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成28年７月１日から平成

28年９月30日まで)および第２四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28年９月30日まで)に係る四半期連結財

務諸表につきまして、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

　なお、従来、当社が監査証明を受けているＰｗＣあらた監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成28年７月

１日をもってＰｗＣあらた有限責任監査法人となりました。
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１ 【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28年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,790,474 1,104,274

  預け金 22,426,153 22,005,465

  受取手形及び売掛金 21,841,882 20,873,141

  商品及び製品 830,483 1,219,351

  仕掛品 1,448,296 1,817,682

  原材料及び貯蔵品 1,091,497 1,408,420

  繰延税金資産 660,928 664,174

  その他 789,329 602,169

  貸倒引当金 △26,998 △187

  流動資産合計 50,852,048 49,694,492

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 7,042,754 8,004,903

   機械装置及び運搬具（純額） 4,274,268 4,189,792

   土地 8,714,481 8,714,481

   その他（純額） 1,680,795 1,205,831

   有形固定資産合計 21,712,299 22,115,008

  無形固定資産 1,183,395 1,084,813

  投資その他の資産   

   投資有価証券 4,858,595 4,899,815

   繰延税金資産 535,856 434,986

   その他 1,315,331 1,123,117

   貸倒引当金 △5,394 △5,111

   投資その他の資産合計 6,704,388 6,452,808

  固定資産合計 29,600,083 29,652,630

 資産合計 80,452,131 79,347,122
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 14,379,241 14,777,681

  未払法人税等 1,211,780 1,235,021

  役員賞与引当金 78,000 48,000

  製品保証引当金 114,506 110,924

  その他 7,266,420 4,391,706

  流動負債合計 23,049,950 20,563,333

 固定負債   

  再評価に係る繰延税金負債 616,398 616,398

  役員退職慰労引当金 75,400 66,618

  退職給付に係る負債 4,034,768 3,974,583

  その他 931,658 879,004

  固定負債合計 5,658,226 5,536,605

 負債合計 28,708,176 26,099,938

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 33,062,277 34,890,370

  自己株式 △915,770 △916,030

  株主資本合計 52,495,173 54,323,007

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 2,120,101 2,108,181

  土地再評価差額金 △2,338,847 △2,338,847

  為替換算調整勘定 172,660 △230,778

  退職給付に係る調整累計額 △705,133 △614,379

  その他の包括利益累計額合計 △751,218 △1,075,823

 純資産合計 51,743,954 53,247,184

負債純資産合計 80,452,131 79,347,122
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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 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

売上高 25,798,220 29,334,016

売上原価 19,999,661 22,212,165

売上総利益 5,798,558 7,121,850

販売費及び一般管理費 ※１  3,059,807 ※１  3,249,157

営業利益 2,738,750 3,872,693

営業外収益   

 受取利息 35,790 15,001

 受取配当金 55,483 55,758

 持分法による投資利益 132,041 19,584

 その他 40,364 24,700

 営業外収益合計 263,680 115,044

営業外費用   

 支払利息 21 13

 為替差損 664 111,761

 その他 2,347 1,557

 営業外費用合計 3,034 113,332

経常利益 2,999,396 3,874,405

特別利益   

 固定資産売却益 7,588 819

 特別利益合計 7,588 819

特別損失   

 固定資産売却損 4,266 5,751

 固定資産除却損 98,091 232,665

 投資有価証券評価損 2,450 2,301

 保険解約損 － 3,689

 特別損失合計 104,807 244,407

税金等調整前四半期純利益 2,902,177 3,630,816

法人税、住民税及び事業税 781,266 1,116,282

法人税等調整額 70,578 △12,206

法人税等合計 851,844 1,104,076

四半期純利益 2,050,332 2,526,740

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,050,332 2,526,740
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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 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

四半期純利益 2,050,332 2,526,740

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △509,967 △11,919

 繰延ヘッジ損益 17,935 －

 為替換算調整勘定 △29,551 △228,535

 退職給付に係る調整額 3,800 90,754

 持分法適用会社に対する持分相当額 △141,279 △174,904

 その他の包括利益合計 △659,062 △324,604

四半期包括利益 1,391,269 2,202,136

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,391,269 2,202,136

 非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前四半期純利益 2,902,177 3,630,816

 減価償却費 584,429 1,174,513

 のれん償却額 25,437 25,437

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △45,127 △25,919

 製品保証引当金の増減額（△は減少） △41,949 △3,582

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △12,140 △60,185

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △157,913 △8,782

 受取利息及び受取配当金 △91,274 △70,760

 支払利息 21 13

 持分法による投資損益（△は益） △132,041 △19,584

 為替差損益（△は益） 3,457 13,106

 固定資産除売却損益（△は益） 94,769 237,597

 売上債権の増減額（△は増加） 836,950 902,062

 たな卸資産の増減額（△は増加） △454,058 △1,116,026

 仕入債務の増減額（△は減少） 222,986 402,186

 投資有価証券評価損益（△は益） 2,450 2,301

 その他 △219,214 △361,636

 小計 3,518,958 4,721,557

 利息及び配当金の受取額 182,960 104,527

 法人税等の支払額 △846,856 △1,135,815

 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,855,063 3,690,269

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 投資有価証券の取得による支出 △4,450 －

 預け金の純増減額（△は増加） △400,000 △900,000

 有形及び無形固定資産の取得による支出 △2,568,021 △3,924,622

 有形及び無形固定資産の売却による収入 10,655 4,292

 その他 △49,357 △59,229

 投資活動によるキャッシュ・フロー △3,011,173 △4,879,560

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 配当金の支払額 △388,142 △698,647

 その他 △114,108 △101,737

 財務活動によるキャッシュ・フロー △502,251 △800,384

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,407 △17,213

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △655,953 △2,006,888

現金及び現金同等物の期首残高 6,318,607 7,216,628

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  5,662,653 ※1  5,209,740
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第32号　平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物

附属設備および構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。
 

 
(追加情報)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を第１四

半期連結会計期間から適用しております。
 

 

(四半期連結損益計算書関係)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は、次のとおりであります。

 

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

荷造及び発送費 247,161千円 266,569千円

広告宣伝費 22,226千円 26,420千円

販売手数料 13,928千円 5,298千円

役員報酬 85,521千円 92,497千円

給料手当及び賞与 1,119,254千円 1,086,460千円

役員賞与引当金繰入額 43,170千円 51,520千円

役員退職慰労引当金繰入額 3,487千円 10,718千円

退職給付費用 125,859千円 148,174千円

貸倒引当金繰入額 △42,000千円 △23,919千円

福利厚生費 242,503千円 251,666千円

通信交通費 138,905千円 147,075千円

減価償却費 207,583千円 235,653千円

賃借料 29,688千円 39,746千円

研究開発費 125,838千円 209,586千円
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のと

おりであります。

 

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

現金及び預金 1,579,338千円 1,104,274千円

預け金 23,483,315千円 22,005,465千円

　　計 25,062,653千円 23,109,740千円

預入期間が３ケ月超の預け金 △19,400,000千円 △17,900,000千円

現金及び現金同等物 5,662,653千円 5,209,740千円
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(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月26日
定時株主総会

普通株式 388,142 5.00 平成27年３月31日 平成27年６月29日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年10月29日
取締役会

普通株式 465,768 6.00 平成27年９月30日 平成27年11月26日 利益剰余金
 

　

当第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月23日
定時株主総会

普通株式 698,647 9.00 平成28年３月31日 平成28年６月24日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

 

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年10月27日
取締役会

普通株式 698,644 9.00 平成28年９月30日 平成28年11月28日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30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

(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 20,848,504 195,759 4,590,943 25,635,208 163,012 25,798,220

 内部売上高又は振替高 1,026,918 － 216,201 1,243,120 20,732 1,263,852

計 21,875,422 195,759 4,807,145 26,878,328 183,745 27,062,073

セグメント利益(注)２ 4,512,687 55,163 1,216,457 5,784,308 30,756 5,815,064
 

(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等であり

ます。

２．セグメント利益は、四半期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。

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期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)

 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 5,784,308

「その他」の区分の利益 30,756

内部売上相殺消去 △1,263,852

内部売上原価相殺消去 1,247,346

全社費用（注） △3,059,807

四半期連結損益計算書の営業利益 2,738,750
 

(注) 全社費用は、主に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。
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当第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30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

(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 23,781,710 317,634 5,070,459 29,169,805 164,211 29,334,016

 内部売上高又は振替高 1,184,187 90 638,632 1,822,909 19,700 1,842,609

計 24,965,898 317,724 5,709,091 30,992,714 183,911 31,176,625

セグメント利益(注)２ 5,563,414 125,164 1,365,171 7,053,749 37,810 7,091,560
 

(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等であり

ます。

２．セグメント利益は、四半期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。

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期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)

 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 7,053,749

「その他」の区分の利益 37,810

内部売上相殺消去 △1,842,609

内部売上原価相殺消去 1,872,899

全社費用（注） △3,249,157

四半期連結損益計算書の営業利益 3,872,693
 

(注) 全社費用は、主に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。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 26円41銭 32円55銭

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 2,050,332 2,526,740

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金
額(千円)

2,050,332 2,526,740

普通株式の期中平均株式数(千株) 77,628 77,627
 

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半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しておりませ

ん。

 

２ 【その他】

第69期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）中間配当につきましては、平成28年10月27日開催の取締役

会におきまして、平成28年９月30日最終の株主名簿に記録された株主に対して、次のとおり中間配当を行うことを決

議いたしました。

① 配当金の総額 698,644千円

② １株当たりの金額 9円00銭

③ 支払請求権の効力発生日および支払開始日 平成28年11月28日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成28年11月７日

株式会社 アイチコーポレーション

　取 締 役 会　御 中

 

Ｐ　ｗ　Ｃ　あ　ら　た　有　限　責　任　監　査　法　人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　戸　田　　栄

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　市　原　順　二

 

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アイチ

コーポレーションの平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成28年７

月１日から平成28年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28年９月30日まで)に係る四

半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連

結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アイチコーポレーション及び連結子会社の平成28年９月

30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を

適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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