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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69期

第１四半期
連結累計期間

第70期
第１四半期
連結累計期間

第69期

会計期間
自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日

自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日

自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日

売上高 (千円) 11,555,483 11,798,488 62,608,009

経常利益 (千円) 1,016,396 1,138,285 8,038,211

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 646,919 773,029 5,118,663

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △23,202 1,113,457 6,273,121

純資産額 (千円) 51,022,055 56,318,874 55,904,069

総資産額 (千円) 77,637,705 80,393,868 83,831,966

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 8.33 9.96 65.94

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 (％) 65.7 70.1 66.7
 

(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１四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１四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１四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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、堅調な企業収益による、設備投資の増加、雇用・所得環境の

改善などにより、景気は緩やかながら回復傾向にあります。一方、海外におきましては、米国新政権の経済政策や

欧州諸国の政治情勢の影響、中国等の新興国経済の混迷など、景気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継続により、通信業

界では、経年車両の更改需要により、前年同期に比べ増加いたしました。更に鉄道業界においても、車両の老朽化

更新や機械化需要の継続により、前年同期に比べ増加いたしました。一方、レンタル業界では、建築工事需要向け

投資の抑制傾向は変わらず、社会インフラ工事需要の増加はあるものの、前年同期に比べ減少いたしました。

この状況のもと、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2億43百万円(2％)上回る117

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8百万円(1％)上回る10億29百万円、経常利益は前年同期を1億21百万

円(12％)上回る11億38百万円となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期を1億26百万円

(20％)上回る7億73百万円となりました。

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1億98百万円(2％)上回る92億71百万円となり、売上総利益は前年同期を1億57百万円

(9％)上回る19億31百万円となりました。これは主に、電力業界および通信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25百万円(16％)下回る1億36百万円となり、売上総利益は前年同期を18百万円(28％)

下回る46百万円となりました。これは主に、市場性のある中古車の仕入が減少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57百万円(3％)上回る22億95百万円となり、売上総利益は前年同期を44百万円

(8％)上回る6億18百万円となりました。これは主に、検査・修理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13百万円(16％)上回る95百万円となり、売上総利益は前年同期を5百万円(24％)上回

る27百万円となりました。

 

(2) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間における研究開発に要した額は、研究材料費、人件費等総額1億15百万円であります。
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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１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成29年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年８月９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29年４月１日～
平成29年６月30日

― 79,453 ― 10,425,325 ― 9,941,842
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成29年６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

1,826,800
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

77,583,000
775,830 ―

単元未満株式
普通株式

43,450
― ―

発行済株式総数 79,453,250 ― ―

総株主の議決権 ― 775,830 ―
 

(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77株が含まれております。

３　当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」につきましては、株主名簿の記載内容が確認できないた

め、記載することができないことから、直前の基準日（平成29年３月31日）に基づく株主名簿による記載

をしております。

 

② 【自己株式等】

平成29年６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

1,826,800 ― 1,826,800 2.30

計 ― 1,826,800 ― 1,826,800 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「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】

該当事項はありません。
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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１四半期連結会計期間（平成29年４月１日から平成

29年６月30日まで）および第１四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年６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。
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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29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,328,396 1,166,239

  預け金 25,841,811 26,640,015

  受取手形及び売掛金 20,972,356 15,626,504

  商品及び製品 1,178,283 2,147,746

  仕掛品 1,403,547 1,926,286

  原材料及び貯蔵品 1,263,009 1,150,258

  繰延税金資産 542,241 306,693

  その他 628,291 577,985

  貸倒引当金 △296 △98

  流動資産合計 53,157,641 49,541,632

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 8,483,509 8,357,388

   機械装置及び運搬具（純額） 3,866,914 3,674,826

   土地 8,526,734 8,526,734

   その他（純額） 1,580,345 1,546,397

   有形固定資産合計 22,457,504 22,105,347

  無形固定資産 1,112,670 1,350,463

  投資その他の資産   

   投資有価証券 5,632,105 6,007,321

   繰延税金資産 280,341 132,135

   その他 1,196,832 1,262,318

   貸倒引当金 △5,129 △5,350

   投資その他の資産合計 7,104,149 7,396,425

  固定資産合計 30,674,324 30,852,235

 資産合計 83,831,966 80,393,868
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 15,614,807 14,716,943

  未払法人税等 1,503,288 133,103

  役員賞与引当金 94,000 11,000

  製品保証引当金 147,573 130,726

  その他 4,949,908 3,571,388

  流動負債合計 22,309,577 18,563,161

 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 78,700 40,725

  退職給付に係る負債 4,058,582 4,020,252

  その他 864,733 834,552

  固定負債合計 5,618,318 5,511,832

 負債合計 27,927,896 24,074,994

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 36,068,845 36,143,237

  自己株式 △916,683 △916,698

  株主資本合計 55,500,829 55,575,206

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 2,649,809 2,923,465

  土地再評価差額金 △1,624,044 △1,624,044

  為替換算調整勘定 △13,242 29,119

  退職給付に係る調整累計額 △609,282 △584,871

  その他の包括利益累計額合計 403,239 743,668

 純資産合計 55,904,069 56,318,874

負債純資産合計 83,831,966 80,393,868
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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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 11,555,483 11,798,488

売上原価 9,068,203 9,201,616

売上総利益 2,487,279 2,596,871

販売費及び一般管理費 1,466,509 1,567,675

営業利益 1,020,769 1,029,196

営業外収益   

 受取利息 10,827 2,270

 受取配当金 45,746 54,038

 持分法による投資利益 2,424 41,501

 その他 17,825 13,002

 営業外収益合計 76,824 110,812

営業外費用   

 支払利息 0 －

 為替差損 80,496 856

 その他 701 866

 営業外費用合計 81,198 1,723

経常利益 1,016,396 1,138,285

特別利益   

 固定資産売却益 334 －

 特別利益合計 334 －

特別損失   

 固定資産売却損 767 231

 固定資産除却損 65,727 976

 投資有価証券評価損 2,881 －

 特別損失合計 69,376 1,207

税金等調整前四半期純利益 947,355 1,137,077

法人税、住民税及び事業税 43,376 92,501

法人税等調整額 257,059 271,547

法人税等合計 300,435 364,048

四半期純利益 646,919 773,029

親会社株主に帰属する四半期純利益 646,919 773,029
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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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益 646,919 773,029

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △366,795 273,655

 為替換算調整勘定 △199,216 27,958

 退職給付に係る調整額 45,918 24,410

 持分法適用会社に対する持分相当額 △150,028 14,403

 その他の包括利益合計 △670,121 340,428

四半期包括利益 △23,202 1,113,457

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △23,202 1,113,457

 非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)およびのれん

の償却額は、次のとおりであります。

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日)

減価償却費 564,800千円 541,365千円

のれんの償却額 12,718千円 12,718千円
 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６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１四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１四半期連結会計期間の

末日後となるもの

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29年４月１日 至 平成29年６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29年6月22日
定時株主総会

普通株式 698,637 9.00 平成29年３月31日 平成29年6月23日 利益剰余金
 

 

２　基準日が当第１四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１四半期連結会計期間の

末日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６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 9,072,454 162,226 2,238,645 11,473,327 82,155 11,555,483

 内部売上高又は振替高 639,914 90 292,380 932,385 11,133 943,519

計 9,712,369 162,316 2,531,026 12,405,713 93,289 12,499,002

セグメント利益
(注)２

1,773,604 65,188 573,337 2,412,131 21,851 2,433,982
 

(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 2,412,131

「その他」の区分の利益 21,851

内部売上相殺消去 △943,519

内部売上原価相殺消去 996,816

全社費用（注） △1,466,509

四半期連結損益計算書の営業利益 1,020,769
 

(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。

 

EDINET提出書類

株式会社アイチコーポレーション(E01657)

四半期報告書

12/16



 

当第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年６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 9,271,001 136,347 2,295,927 11,703,276 95,211 11,798,488

 内部売上高又は振替高 356,727 － 11,406 368,134 9,508 377,642

計 9,627,728 136,347 2,307,333 12,071,410 104,720 12,176,131

セグメント利益
(注)２

1,931,590 46,683 618,257 2,596,531 27,034 2,623,565
 

(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 2,596,531

「その他」の区分の利益 27,034

内部売上相殺消去 △377,642

内部売上原価相殺消去 350,949

全社費用（注） △1,567,675

四半期連結損益計算書の営業利益 1,029,196
 

(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１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日)

 １株当たり四半期純利益金額 8円33銭 9円96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) 646,919 773,029

 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)

646,919 773,029

 普通株式の期中平均株式数(千株) 77,627 77,626
 

(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】

　該当事項はありません。
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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29年８月９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　川　原　光　爵

 

 

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29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成29年４

月１日から平成29年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成29年４月１日から平成29年６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29年６月

30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績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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