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１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年３月21日～平成25年６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１四半期 8,768 3.2 652 5.5 877 34.4 534 72.0

25年３月期第１四半期 8,497 19.2 618 128.9 653 169.2 310 319.5

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 568百万円(99.5％) 25年３月期第１四半期 284百万円(145.4％)

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１四半期 30 08 29 88

25年３月期第１四半期 17 49 17 47

（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１四半期 30,503 15,595 51.0

25年３月期 29,277 15,276 52.0

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 15,557百万円 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    ―

26年３月期(予想) 13 00   ― 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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 17,550 0.2 1,100 △26.9 1,420 △10.1 840 △7.1 47 24

通期 36,000 2.8 2,740 0.5 3,130 2.8 1,850 13.2 104 04



  

 

 

 
  

・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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

・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１Ｑ 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１Ｑ 1,727,131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１Ｑ 17,782,195株 25年３月期１Ｑ 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
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当第１四半期連結累計期間（以下、当第１四半期という。）のわが国経済は、政府によるデフレ脱却

や経済成長の促進を図る政策への期待感から円安・株高が進行し、企業収益や個人消費の一部に回復傾

向がみられました。しかしながら海外経済の減速懸念や円安による輸入品価格の上昇など、国内景気の

押し下げリスク要因もあり、依然として先行きは不透明な状況が続いております。 

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での復旧・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、レンタルセグメントは前年同期並に推移しました

が、その他のセグメントは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3.2％増の87

億68百万円となりました。 

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ものの、売上高が増加したことにより営

業利益は前年同期比5.5％増の６億52百万円、経常利益は為替予約によるヘッジ効果もあり前年同期比

34.4％増の８億77百万円、四半期純利益につきましては前年同期比72.0％増の５億34百万円となりまし

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2.1％増の23億80百万円となりました。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引き続き底堅く推移したこと

から、新型システム足場やアルミ作業台の販売が好調に推移しました。 

損益面では売上高の増加により、営業利益が前年同期比13.6％増の２億77百万円となりました。  

  

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 2,380 2.1 277 13.6

レンタル関連事業 3,260 △0.1 256 12.3

住宅機器関連事業 2,345 6.9 40 △66.1

電子機器関連事業 781 10.3 78 186.1

報告セグメント計 8,768 3.2 652 5.5
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レンタル関連事業 

当事業の売上高は前年同期比0.1％減の32億60百万円となりました。低層用レンタル部門では新設住

宅着工戸数の伸びによる新築工事の増加に加えてリフォーム工事が堅調に推移しましたが、中高層用レ

ンタル部門の一部機材については、稼働率の一時的な調整などがあり、売上高は前年同期並となりまし

た。  

損益面では、選別受注の効果などにより売上総利益率が改善したことから、営業利益は前年同期比

12.3％増の２億56百万円となりました。  

  

住宅機器関連事業 

当事業の売上高は前年同期比6.9％増の23億45百万円となりました。アルミ製品は量販店向け並び

に、従来から注力しておりました金物・工具ルート向けの販売が増加しました。また、フィットネス部

門はマッサージ器関係の新製品を中心に販売が好調に推移しました。  

損益面では、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66.1％減の40

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10.3％増の７億81百万円となりました。前期に受注したデジタル消防無

線が業績に貢献するとともに、特定小電力無線機も堅調に推移した結果、売上高が増加しました。  

損益面では売上高の増加により、営業利益が前年同期比186.1％増の78百万円となりました。  

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第１四半期連結会計期間末（以下、当第１四半期末という。）の総資産は305億３百万円となり、

前連結会計年度末（以下、前期末という。）に比べ12億26百万円増加しました。 

総資産の内訳は、流動資産が205億72百万円（前期末比10億55百万円増）、固定資産が99億31百万円

（前期末比１億70百万円増）であります。流動資産の主な増加要因は、たな卸資産や売掛金の増加であ

ります。 

負債の部は、当第１四半期末残高は149億７百万円となり、前期末に比べ９億６百万円増加しまし

た。その内訳は、流動負債が104億10百万円（前期末比７億72百万円増）、固定負債が44億97百万円

（前期末比１億33百万円増）であります。流動負債の主な増加要因は短期借入金や買掛金の増加であり

ます。  

純資産の部は、四半期純利益５億34百万円、期末配当実施額２億48百万円などにより、当第１四半期

末残高は155億95百万円（前期末比３億19百万円増）となりました。  

  

連結業績予想につきましては、平成25年５月２日の決算短信で公表いたしました第２四半期連結累計

期間及び連結業績予想に変更はありません。 

  

（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

アルインコ㈱　（5933）　平成26年３月期　第１四半期決算短信

―3―



  

該当事項はありません。 

  

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、当第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１四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4,569千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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４．四半期連結財務諸表 
（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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,844,854 3,899,891

受取手形及び売掛金 9,337,346 9,583,345

商品及び製品 3,969,412 4,359,602

仕掛品 512,936 646,399

原材料 1,016,414 1,299,896

その他 855,467 805,626

貸倒引当金 △19,683 △22,585

流動資産合計 19,516,746 20,572,176

固定資産   

有形固定資産   

レンタル資産 16,911,867 17,027,284

減価償却累計額 △14,864,935 △14,961,699

レンタル資産（純額） 2,046,931 2,065,584

建物及び構築物 5,058,240 5,139,200

減価償却累計額 △3,435,781 △3,470,831

建物及び構築物（純額） 1,622,458 1,668,369

土地 1,977,858 1,977,858

その他 3,447,995 3,508,720

減価償却累計額 △2,796,561 △2,849,629

減損損失累計額 △56,062 △56,062

その他（純額） 595,371 603,028

有形固定資産合計 6,242,620 6,314,840

無形固定資産 57,407 56,743

投資その他の資産   

投資有価証券 2,326,847 2,394,009

長期貸付金 9,557 12,339

繰延税金資産 92,878 89,278

その他 1,040,676 1,067,966

貸倒引当金 △9,595 △3,851

投資その他の資産合計 3,460,364 3,559,742

固定資産合計 9,760,392 9,931,326

資産合計 29,277,139 30,503,503
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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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,102,781 5,541,695

短期借入金 2,079,324 2,670,988

未払法人税等 876,046 406,283

賞与引当金 529,769 268,979

リコール損失引当金 180,000 156,764

その他 869,926 1,366,005

流動負債合計 9,637,847 10,410,715

固定負債   

長期借入金 3,607,025 3,738,030

退職給付引当金 85,718 88,057

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 321,117 321,705

固定負債合計 4,363,230 4,497,163

負債合計 14,001,077 14,907,879

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 3,306,759

利益剰余金 6,541,478 6,827,367

自己株式 △562,496 △562,496

株主資本合計 14,857,299 15,143,188

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 115,612 107,668

繰延ヘッジ損益 174,971 109,605

為替換算調整勘定 90,834 196,545

その他の包括利益累計額合計 381,418 413,819

新株予約権 820 820

少数株主持分 36,523 37,796

純資産合計 15,276,061 15,595,624

負債純資産合計 29,277,139 30,503,503
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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24年３月21日 
 至 平成24年６月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月21日 
 至 平成25年６月20日) 

売上高 8,497,670 8,768,542

売上原価 5,827,726 6,003,040

売上総利益 2,669,943 2,765,502

販売費及び一般管理費 2,051,537 2,113,355

営業利益 618,406 652,147

営業外収益   

受取利息 692 1,237

受取地代家賃 15,053 14,903

為替差益 － 149,206

作業屑等売却益 11,202 10,734

持分法による投資利益 26,902 47,232

その他 16,145 27,044

営業外収益合計 69,997 250,358

営業外費用   

支払利息 17,465 16,973

支払地代家賃 6,115 6,115

為替差損 7,407 －

その他 4,313 1,815

営業外費用合計 35,302 24,903

経常利益 653,101 877,602

特別利益   

有形固定資産売却益 64 －

特別利益合計 64 －

特別損失   

有形固定資産除売却損 1,266 947

無形固定資産除売却損 200 －

投資有価証券評価損 27,687 －

特別損失合計 29,154 947

税金等調整前四半期純利益 624,012 876,655

法人税、住民税及び事業税 360,139 396,642

法人税等調整額 △47,087 △52,895

法人税等合計 313,052 343,747

少数株主損益調整前四半期純利益 310,959 532,907

少数株主損失（△） － △1,931

四半期純利益 310,959 534,839
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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24年３月21日 
 至 平成24年６月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月21日 
 至 平成25年６月20日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 310,959 532,907

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △50,475 △8,156

繰延ヘッジ損益 △60,578 △65,365

為替換算調整勘定 83,012 108,915

持分法適用会社に対する持分相当額 2,039 211

その他の包括利益合計 △26,000 35,605

四半期包括利益 284,959 568,513

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 284,959 567,240

少数株主に係る四半期包括利益 － 1,273
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該当事項はありません。  

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自  平成24年３月21日  至  平成24年６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。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自  平成25年３月21日  至  平成25年６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。 

  

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

【セグメント情報】

(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 2,332,777 3,262,862 2,193,602 708,427 8,497,670 ― 8,497,670

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

312,485 217 67,224 8,842 388,770 △388,770 ―

計 2,645,263 3,263,080 2,260,827 717,269 8,886,441 △388,770 8,497,670

セグメント利益 244,143 228,055 118,844 27,363 618,406 ― 618,406

(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 2,380,649 3,260,903 2,345,594 781,395 8,768,542 ― 8,768,542

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

232,150 2,751 90,809 9,292 335,004 △335,004 ―

計 2,612,800 3,263,654 2,436,404 790,688 9,103,547 △335,004 8,768,542

セグメント利益 277,376 256,166 40,305 78,298 652,147 ― 652,147

（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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