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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２四半期
連結累計期間

第70期
第２四半期
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９月30日

自 平成29年４月１日
至 平成29年９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) 29,334,016 29,539,927 62,608,009

経常利益 (千円) 3,874,405 3,892,307 8,038,211

親会社株主に帰属する四半期
(当期)純利益

(千円) 2,526,740 2,710,150 5,118,663

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 2,202,136 3,329,973 6,273,121

純資産額 (千円) 53,247,184 58,535,311 55,904,069

総資産額 (千円) 79,347,122 81,233,542 83,831,966

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 32.55 34.91 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 (％) 67.1 72.1 66.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 3,690,269 1,854,471 10,521,010

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △4,879,560 △1,365,689 △8,590,339

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △800,384 △782,035 △1,584,377

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 5,209,740 7,295,529 7,570,208
 

 

回次
第69期

第２四半期
連結会計期間

第70期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成28年７月１日
至 平成28年９月30日

自 平成29年７月１日
至 平成29年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 24.22 24.95
 

(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、企業収益の拡大による積極的な設備投資や、雇用・所得環

境の改善による個人消費の伸びが見られるなど、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、米国政権の経済政策の動向、欧州諸国の政治情勢の影響、アジア新興国の景気動向、地政学的リスクへ

の不安など、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、社会インフ

ラ工事需要の増加はあるものの、建築工事需要向け設備投資の抑制傾向が続き、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2億5百万円(1％)上回る

295億39百万円となりました。

利益につきましては、営業利益は前年同期を1億26百万円(3％)下回る37億46百万円、経常利益は前年同期並み

の38億92百万円となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期を1億83百万円(7％)上回る

27億10百万円となりました。
　

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2億52百万円(1％)上回る240億34百万円となり、売上総利益は前年同期並みの55億84

百万円となりました。これは主に、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53百万円(17％)下回る2億64百万円となり、売上総利益は前年同期を55百万円(45％)

下回る69百万円となりました。これは主に、下取り・買取りの減少により売上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並みの50億62百万円となり、売上総利益は前年同期並みの13億55百万円となりま

した。

（その他）

その他売上高は前年同期を13百万円(8％)上回る1億77百万円となり、売上総利益は前年同期を2百万円(7％)上

回る40百万円となりました。
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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、72億95百万円となり、前

年同期に比べて20億85百万円増加いたしました。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、18億54百万円となり、前年同期に比べて、

18億35百万円の減少となりました。これは主に、たな卸資産の減少11億6百万円による資金の増加要因と仕入債務

の減少33億67百万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、13億65百万円となり、前年同期に比べて、

35億13百万円の支出の減少となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出の減少21億20百

万円、預け金の減少による13億円の資金の増加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、7億82百万円となり、前年同期に比べて、18

百万円の支出の減少となりました。

 

(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2億39百万円でありま

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29年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成29年11月８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７月１日～
平成29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29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 2,685 3.38

ＣＧＭＬ　ＰＢ　ＣＬＩＥＮＴ

ＡＣＣＯＵＮＴ／

ＣＯＬＬＡＴＥＲＡＬ

（常任代理人シティバンク、エ

ヌ・エイ東京支店）

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）

2,267 2.85

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

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 1,089 1.37

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口９）

東京都中央区晴海1丁目8番11号 1,030 1.29

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 1,015 1.28

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 1.10

計 ― 54,529 68.63
 

(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） 2,685千株

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 1,030千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,015千株
 

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。

 

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

 6/20



 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成29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

1,826,900
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

77,582,500
775,825 ―

単元未満株式
普通株式

43,850
― ―

発行済株式総数 79,453,250 ― ―

総株主の議決権 ― 775,825 ―
 

(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97株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成29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

1,826,900 ― 1,826,900 2.30

計 ― 1,826,900 ― 1,826,900 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】

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２四半期連結会計期間(平成29年７月１日から平成

29年９月30日まで)および第２四半期連結累計期間(平成29年４月１日から平成29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。
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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２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,328,396 1,111,633

  預け金 25,841,811 25,383,896

  受取手形及び売掛金 20,972,356 ※1  19,138,933

  商品及び製品 1,178,283 1,256,907

  仕掛品 1,403,547 1,354,000

  原材料及び貯蔵品 1,263,009 1,261,853

  繰延税金資産 542,241 571,501

  その他 628,291 507,820

  貸倒引当金 △296 △101

  流動資産合計 53,157,641 50,586,445

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 8,483,509 8,902,458

   機械装置及び運搬具（純額） 3,866,914 3,493,244

   土地 8,526,734 8,526,734

   その他（純額） 1,580,345 897,761

   有形固定資産合計 22,457,504 21,820,199

  無形固定資産 1,112,670 1,302,562

  投資その他の資産   

   投資有価証券 5,632,105 6,189,307

   繰延税金資産 280,341 110,802

   その他 1,196,832 1,229,475

   貸倒引当金 △5,129 △5,250

   投資その他の資産合計 7,104,149 7,524,334

  固定資産合計 30,674,324 30,647,097

 資産合計 83,831,966 81,233,542
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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２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 15,614,807 12,653,256

  未払法人税等 1,503,288 1,264,965

  役員賞与引当金 94,000 22,000

  製品保証引当金 147,573 160,846

  その他 4,949,908 3,081,293

  流動負債合計 22,309,577 17,182,362

 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 43,450

  退職給付に係る負債 4,058,582 4,033,713

  その他 864,733 822,402

  固定負債合計 5,618,318 5,515,868

 負債合計 27,927,896 22,698,231

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 38,080,358

  自己株式 △916,683 △916,777

  株主資本合計 55,500,829 57,512,248

 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 3,093,029

  土地再評価差額金 △1,624,044 △1,624,044

  為替換算調整勘定 △13,242 114,538

  退職給付に係る調整累計額 △609,282 △560,460

  その他の包括利益累計額合計 403,239 1,023,063

 純資産合計 55,904,069 58,535,311

負債純資産合計 83,831,966 81,233,542
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 29,334,016 29,539,927

売上原価 22,212,165 22,508,340

売上総利益 7,121,850 7,031,587

販売費及び一般管理費 ※1  3,249,157 ※1  3,285,553

営業利益 3,872,693 3,746,033

営業外収益   

 受取利息 15,001 3,664

 受取配当金 55,758 64,655

 持分法による投資利益 19,584 53,583

 その他 24,700 25,954

 営業外収益合計 115,044 147,858

営業外費用   

 支払利息 13 12

 為替差損 111,761 411

 その他 1,557 1,160

 営業外費用合計 113,332 1,584

経常利益 3,874,405 3,892,307

特別利益   

 固定資産売却益 819 －

 投資有価証券売却益 － 16,265

 特別利益合計 819 16,265

特別損失   

 固定資産売却損 5,751 218

 固定資産除却損 232,665 72,034

 投資有価証券評価損 2,301 －

 保険解約損 3,689 10,830

 特別損失合計 244,407 83,083

税金等調整前四半期純利益 3,630,816 3,825,489

法人税、住民税及び事業税 1,116,282 1,147,070

法人税等調整額 △12,206 △31,731

法人税等合計 1,104,076 1,115,339

四半期純利益 2,526,740 2,710,150

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,526,740 2,710,150
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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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 2,526,740 2,710,150

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △11,919 443,220

 為替換算調整勘定 △228,535 80,602

 退職給付に係る調整額 90,754 48,821

 持分法適用会社に対する持分相当額 △174,904 47,179

 その他の包括利益合計 △324,604 619,823

四半期包括利益 2,202,136 3,329,973

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 2,202,136 3,329,973

 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28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29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 3,630,816 3,825,489

 減価償却費 1,174,513 1,092,140

 のれん償却額 25,437 40,527

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △25,919 △77

 製品保証引当金の増減額（△は減少） △3,582 13,273

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △60,185 △24,869

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △8,782 △35,250

 受取利息及び受取配当金 △70,760 △68,319

 支払利息 13 12

 持分法による投資損益（△は益） △19,584 △53,583

 投資有価証券売却損益（△は益） － △16,265

 為替差損益（△は益） 13,106 256

 固定資産除売却損益（△は益） 237,597 72,253

 売上債権の増減額（△は増加） 902,062 1,840,358

 たな卸資産の増減額（△は増加） △1,116,026 △9,728

 仕入債務の増減額（△は減少） 402,186 △2,965,565

 投資有価証券評価損益（△は益） 2,301 －

 その他 △361,636 △656,029

 小計 4,721,557 3,054,623

 利息及び配当金の受取額 104,527 130,635

 法人税等の支払額 △1,135,815 △1,330,787

 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,690,269 1,854,471

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 投資有価証券の売却による収入 － 53,002

 預け金の純増減額（△は増加） △900,000 400,000

 有形及び無形固定資産の取得による支出 △3,924,622 △1,803,940

 有形及び無形固定資産の売却による収入 4,292 －

 その他 △59,229 △14,750

 投資活動によるキャッシュ・フロー △4,879,560 △1,365,689

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 配当金の支払額 △698,647 △698,637

 その他 △101,737 △83,398

 財務活動によるキャッシュ・フロー △800,384 △782,035

現金及び現金同等物に係る換算差額 △17,213 18,575

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,006,888 △274,678

現金及び現金同等物の期首残高 7,216,628 7,570,208

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  5,209,740 ※1  7,295,529
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

※１ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理につきましては、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当第２四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形

が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

 

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

受取手形 －千円 575,602千円
 

 

(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28年４月１日
至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

荷造及び発送費 266,569千円 241,423千円

広告宣伝費 26,420千円 82,715千円

販売手数料 5,298千円 4,675千円

役員報酬 92,497千円 73,792千円

給料手当及び賞与 1,086,460千円 1,174,086千円

役員賞与引当金繰入額 51,520千円 17,000千円

役員退職慰労引当金繰入額 10,718千円 7,950千円

退職給付費用 148,174千円 151,503千円

貸倒引当金繰入額 △23,919千円 120千円

福利厚生費 251,666千円 268,198千円

通信交通費 147,075千円 165,514千円

減価償却費 235,653千円 253,193千円

賃借料 39,746千円 46,710千円

研究開発費 209,586千円 239,067千円
 

 

(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28年４月１日
至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

現金及び預金 1,104,274千円 1,111,633千円

預け金 22,005,465千円 25,383,896千円

　　計 23,109,740千円 26,495,529千円

預入期間が３ケ月超の預け金 △17,900,000千円 △19,200,000千円

現金及び現金同等物 5,209,740千円 7,295,529千円
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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
 

　

当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29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29年10月30日
取締役会

普通株式 853,888 11.00 平成29年９月30日 平成29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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当第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29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 24,034,671 264,396 5,062,895 29,361,963 177,964 29,539,927

 内部売上高又は振替高 1,317,730 － 47,903 1,365,634 16,277 1,381,911

計 25,352,401 264,396 5,110,799 30,727,597 194,241 30,921,839

セグメント利益(注)２ 5,584,003 69,451 1,355,003 7,008,459 40,409 7,048,868
 

(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 7,008,459

「その他」の区分の利益 40,409

内部売上相殺消去 △1,381,911

内部売上原価相殺消去 1,364,629

全社費用（注） △3,285,553

四半期連結損益計算書の営業利益 3,746,033
 

(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28年４月１日
至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 32円55銭 34円91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) 2,526,740 2,710,150

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)

2,526,740 2,710,150

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】

第70期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）中間配当につきましては、平成29年10月30日開催の取締役

会におきまして、平成29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 853,888千円

② １株当たりの金額 11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29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29年11月８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２四半期連結会計期間(平成29年７

月１日から平成29年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成29年４月１日から平成29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29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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