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会社概要 
【創立】  1962年2月2日 
【代表者】 代表取締役社長 三浦 治 
【本社】  埼玉県上尾市大字領家字山下1152番地の10 
【支店】      ６支店（宮城県、埼玉県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県） 
【工場】  ４工場（国内２工場、海外２工場） 
【事業内容】電力・電気・電話・通信工事用機械化車両、及び 
      建設・荷役・造船・鉄道用等工事用機械化車両の製造・販売 
【資本金】 10,425百万円 
【株式】  発行済 79百万株、株主数 7,893人（2020年3月末） 
【大株主】 株式会社豊田自動織機（52%) 
【売上高】 58,336百万円（19年度） 
【従業員数】連結 1,111人 単独 1,008人（2020年3月末） 
【関係会社】子会社3社、関連会社１社 
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国内・海外拠点 
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アイチコーポレーション 

浙江愛知工程機械有限公司 

杭州愛知工程車輌有限公司 

開発 本社（埼玉県上尾市） 

生産 日本：新治工場、伊勢崎工場 
中国：浙江愛知工程機械有限公司、杭州愛知工程車輌有限公司 
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主な製品 

5SDK 
スキッドステアローダー 

RM05C 
バーティカル 

タイプ 

TZ10C 

LZ10K 
軌陸両用高所作業車 

SF77B 
橋梁点検作業車 

SV06E 
シザース 
タイプ 

SR12C 
ブーム自走（クローラ） 

D50B 
穴掘建柱車 SH10C 

SK12C 
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トラックマウント式 
電力業界向け 通信業界向け レンタル業界向け 

小型自走式 自走式 軌陸車 SSL 
レンタル業界向け 造船業界向け 鉄道業界向け 

SP21C 
ブーム自走（ホイール） 

SJ30A 
SH15C 

活線作業タイプ 

KU10A 
ケーブル総合工事車 
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生産拠点(国内) 
◇新治工場 （群馬県利根郡みなかみ町） 

設立   ： 1985年 
内容   ： トラックマウント式・自走式の組立・部品加工 
敷地面積：  17.2万㎡   従業員：約260名（2020年3月末） 

◇伊勢崎工場 （群馬県伊勢崎市） 

設立   ： 1978年 
内容   ： 小型自走式の組立・部品加工 
敷地面積：  3.3万㎡   従業員：約90名（2020年3月末） 

5 

＜小型自走式組み立てラインの写真＞ 
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生産拠点(海外) 

 設立   ： 2008年 
  資本金： 1,500万USD （当社100％出資） 
 内容   ： 小型自走式高所作業車の生産、販売、サービス 
 敷地面積：5万㎡    従業員：約120名 （2020年3月末） 

◇浙江愛知工程機械有限公司（中国浙江省杭州市） ◇杭州愛知工程車輌有限公司（中国浙江省杭州市） 

設立   ： 1995年 
資本金： 1,000万USD （当社 50%出資)  
内容：トラックマウント式高所作業車の設計、生産、販売、サービス 
敷地面積：3.2万㎡  従業員：約190名 （2020年3月末） 
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金 額 % 金 額 %
(580.0) (100.0%) 

618.4 100.0% 583.4 100.0% ▲5.7% 
(53.0) (9.1%) 

70.0 11.3% 58.6 10.0% ▲16.3% 
(57.0) (9.8%) 

73.9 12.0% 62.2 10.7% ▲15.9% 
(45.0) (7.8%) 

中間 11円 中間 11円
期末 11円 期末 13円
年間 22円 年間 24円

為替レート（USD）

設備投資額 ※設備投資額にはリース資産分を含んでおります。

減価償却費
(　　)内は2020年1月公表値

１株当たり配当金

18億円

19年度

8.4% 

108.9円

13億円

49.2 

18年度

55.3 8.9% 

110.7円

親会社株主に帰属する
当期純利益

売上高

営業利益

経常利益

▲11.0% 

増減率

11億円
19億円

19年度の業績 
( 単位：億円 ) 
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Sheet1

				14年度 ネンド				15年度上期 ネンド カミキ				15年度 ネンド				16年度第2四半期 ネンド ダイ シハンキ				16年度 ネンド				17年度上期 ネンド カミキ				17年度 ネンド				18年度上期 ネンド カミキ				18年度 ネンド				19年度上期 ネンド カミキ				19年度 ネンド				増減率 ゾウゲン リツ

				金 額 キン ガク		百分比 ヒャクブン ヒ		金 額 キン ガク		百分比 ヒャクブン ヒ		金 額 キン ガク		百分比 ヒャクブン ヒ		金 額 キン ガク		百分比 ヒャクブン ヒ		金 額 キン ガク		%		金 額 キン ガク		%		金 額 キン ガク		%		金 額 キン ガク		%		金 額 キン ガク		%		金 額 キン ガク		%		金 額 キン ガク		%

		売上高 ウリアゲ ダカ														(295.0)		(100.0%)														[265.0]		[100.0%]						(290.0) 		(100.0%) 		(580.0) 		(100.0%) 

				493.1 		100.0% 		258.0 		100.0% 		571.1 		100.0% 		293.3 		100.0% 		626.1 		100.0% 		295.4 		100.0% 		614.7 		100.0% 		268.4 		100.0% 		618.4 		100.0% 		305.6 		100.0% 		583.4 		100.0% 		▲5.7% 

		営業利益 エイギョウ リエキ														(33.5)		(11.4%)														[20.0]		[7.5%]						(290.0) 		(100.0%) 		(53.0) 		(9.1%) 

				42.2 		8.6% 		27.4 		10.6% 		63.2 		11.1% 		38.7 		13.2% 		78.1 		12.5% 		37.5 		12.7% 		75.8 		12.3% 		22.0 		8.2% 		70.0 		11.3% 		32.1 		10.5% 		58.6 		10.0% 		▲16.3% 

		経常利益 ケイジョウ リエキ														(35.0)		(11.9%)														[21.0]		[7.9%]						(290.0) 		(100.0%) 		(57.0) 		(9.8%) 

				49.0 		9.9% 		30.0 		11.6% 		66.9 		11.7% 		38.7 		13.2% 		80.4 		12.8% 		38.9 		13.2% 		83.3 		13.6% 		23.8 		8.9% 		73.9 		12.0% 		34.6 		11.3% 		62.2 		10.7% 		▲15.9% 

		親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ														(24.0)		(8.1%)														[15.0]		[5.7%]						(290.0) 		(100.0%) 		(45.0) 		(7.8%) 

				30.9 		6.3% 		20.5 		7.9% 		46.0 		8.1% 		25.3 		8.6% 		51.2 		8.2% 		27.1 		9.2% 		57.9 		9.4% 		17.0 		6.3% 		55.3 		8.9% 		24.2 		7.9% 		49.2 		8.4% 		▲11.0% 



		１株当たり配当金 カブ ア ハイトウキン																		中間 チュウカン		9円 エン		中間 チュウカン		11円 エン		中間 チュウカン		11円 エン		中間 チュウカン		11円 エン		中間 チュウカン		11円		中間 チュウカン		11円 エン		中間 チュウカン		11円

																				中間 チュウカン		9円 エン		中間 チュウカン		11円 エン		中間 チュウカン		11円 エン		中間 チュウカン		11円 エン		期末 キマツ		11円		中間 チュウカン		11円 エン		期末 キマツ		13円

																																				年間 ネンカン		22円						年間 ネンカン		24円



		為替レート（USD） カワセ		105.0円 エン				120.0円 エン				113.5円 エン				101.1円 エン				112.4円				110.7円				110.1円				110.1円				110.7円				109円				108.9円

		為替レート（EUR） カワセ		137.8円 エン				135.0円 エン				141.5円 エン				113.4円 エン				119.3円 エン				119.2円 エン				128.9円 エン				128.9円 エン				128.9円 エン				128.9円 エン				128.9円 エン



		設備投資額 セツビ トウシ ガク		21億円 オクエン				31億円 オクエン				76億円 オクエン				19億円 オクエン				36億円 オクエン				4億円 オクエン				8億円 オクエン				5億円 オクエン				11億円				8億円 オクエン				13億円				※設備投資額にはリース資産分を含んでおります。

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		11億円 オクエン				6億円 オクエン				14億円 オクエン				12億円 オクエン				25億円 オクエン				11億円 オクエン				22億円 オクエン				10億円 オクエン				19億円				9億円 オクエン				18億円

		(　　)内は2020年1月公表値 ナイ ネン ガツ コウヒョウ チ
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355 325 

127 
125 

17 
15 

108 
107 

11 
11 

618 
583 

18年度 19年度 

（億円） 

セグメント別売上高 

(単位：億円) 

トラック 
マウント式 

自走系 

SSL 

サービス 

その他 

金 額 % 金 額 %

トラックマウント式 355 57.4% 325 55.7% ▲ 30

 内）海外 17 2.8% 12 2.1% ▲ 5

自走系 127 20.6% 125 21.4% ▲ 2

内）海外 19 3.1% 20 3.4% 1

ＳＳＬ 17 2.8% 15 2.6% ▲ 2

サービス 108 17.5% 107 18.4% ▲ 1

内）海外 4 0.6% 4 0.7% 0

その他 11 1.8% 11 1.9% 0

　 内）海外 4 0.6% 4 0.7% 0

合計 618 100% 583 100% ▲ 35

内）海外 44 7.1% 40 6.9% ▲ 4

増減額
18年度 19年度
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Sheet1

				14年度上期 ネンド カミキ				14年度 ネンド				15年度上期 ネンド カミキ				15年度 ネンド				16年度第2四半期 ネンド ダイ シハンキ				16年度 ネンド				17年度上期 ネンド カミキ				17年度 ネンド				18年度上期 ネンド カミキ				18年度 ネンド				19年度上期 ネンド カミキ				19年度 ネンド				増減額 ゾウゲンガク

				金 額 キン ガク		比率 ヒリツ		金 額 キン ガク		比率 ヒリツ		金 額 キン ガク		比率 ヒリツ		金 額 キン ガク		比率 ヒリツ		金 額 キン ガク		比率 ヒリツ		金 額 キン ガク		%		金 額 キン ガク		%		金 額 キン ガク		%		金 額 キン ガク		%		金 額 キン ガク		%		金 額 キン ガク		%		金 額 キン ガク		%

		トラックマウント式 シキ		119 		51.6% 		265 		53.8% 		130 		50.4% 		312 		54.6% 		165 		56.3% 		381 		60.9% 		202 		68.5% 		398 		64.7% 		151 		56.3% 		355 		57.4% 		182 		59.5% 		325 		55.7% 		▲ 30

		 内）海外 ウチ カイガイ		5 		2.2% 		11 		2.2% 		7 		2.7% 		17 		3.0% 		13 		4.4% 		29 		4.6% 		7 		2.4% 		10 		1.6% 		7 		2.6% 		17 		2.8% 		4 		1.3% 		12 		2.1% 		▲ 5

		自走系 ジソウ ケイ		51 		22.1% 		107 		21.7% 		68 		26.4% 		130 		22.8% 		68 		23.2% 		114 		18.2% 		31 		10.5% 		83 		13.5% 		56 		20.9% 		127 		20.6% 		58 		18.9% 		125 		21.4% 		▲ 2

		内）海外 ウチ カイガイ		12 		5.2% 		16 		3.2% 		8 		3.1% 		15 		2.6% 		0 		0.0% 		1 		0.2% 		4 		1.4% 		18 		2.9% 		7 		2.6% 		19 		3.1% 		4 		1.3% 		20 		3.4% 		1

		ＳＳＬ		13 		5.6% 		20 		4.1% 		10 		3.9% 		19 		3.3% 		5 		1.7% 		16 		2.6% 		7 		2.4% 		16 		2.6% 		8 		3.0% 		17 		2.8% 		9 		2.9% 		15 		2.6% 		▲ 2

		サービス		44 		18.9% 		94 		19.1% 		46 		17.8% 		102 		17.9% 		48 		16.4% 		101 		16.1% 		50 		16.9% 		109 		17.7% 		48 		17.9% 		108 		17.5% 		51 		16.7% 		107 		18.4% 		▲ 1

		内）海外 ウチ カイガイ		4 		1.7% 		6 		1.2% 		3 		1.2% 		5 		0.9% 		1 		0.4% 		2 		0.3% 		1 		0.3% 		4 		0.7% 		2 		0.7% 		4 		0.6% 		2 		0.7% 		4 		0.7% 		0

		その他 タ		4 		1.8% 		7 		1.4% 		4 		1.6% 		8 		1.4% 		7 		2.4% 		14 		2.2% 		5 		1.7% 		9 		1.5% 		5 		1.9% 		11 		1.8% 		6 		2.0% 		11 		1.9% 		0

		　 内）海外 ウチ カイガイ																		3 		1.0% 		5 		0.8% 		1 		0.3% 		1 		0.2% 		1 		0.4% 		4 		0.6% 		2 		0.7% 		4 		0.7% 		0

		合計 ゴウケイ		231		100%		493		100%		258 		100%		571 		100%		293 		100%		626 		100%		295 		100%		615 		100%		268 		100%		618 		100%		306 		100% 		583 		100% 		▲ 35

		内）海外 ウチ カイガイ		21 		9.1% 		33 		6.7% 		18 		7.0% 		37 		6.5% 		17 		5.8% 		37 		5.9% 		13 		4.4% 		33 		5.4% 		17 		6.3% 		44 		7.1% 		12 		4.0% 		40 		6.9% 		▲ 4

																				※経理部作成　IR対応要旨 ケイリブ サクセイ タイオウ ヨウシ
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338 313 

17 
12 

355 
325 

18年度 19年度 

（億円） 

海外 

トラックマウント式売上高・シェア 

65.7% 64.7% 

■国内総需要推移 

（単位：台） 

国
内
シ
ェ
ア 

売
上
高 

国内 

■業界別販売台数・比率 

5,400  5,100  

0

2,500

5,000

16 17 18 19 20

下期 
上期 

（台） 

10 

販売台数 比率 販売台数 比率
レンタル 1,620 44% 1,780 52%
電力 670 18% 500 14%
汎機 430 12% 330 10%
通信 850 23% 750 22%
鉄道 5 0% 15 0%
海外 110 3% 80 2%
合計 3,685 100% 3,455 100%

19年度
業界

18年度

（年度） 


Sheet1

		業界 ギョウカイ		16年度 ネンド				17年度上期 ネンド カミキ				17年度 ネンド				18年度上期 ネンド カミキ				18年度 ネンド				19年度上期 ネンド カミキ				19年度 ネンド

				販売台数 ハンバイ ダイスウ		比率 ヒリツ		販売台数 ハンバイ ダイスウ		比率 ヒリツ		販売台数 ハンバイ ダイスウ		比率 ヒリツ		販売台数 ハンバイ ダイスウ		比率 ヒリツ		販売台数 ハンバイ ダイスウ		比率 ヒリツ		販売台数 ハンバイ ダイスウ		比率 ヒリツ		販売台数 ハンバイ ダイスウ		比率 ヒリツ

		レンタル		1,620		45%		840		45%		1,470		38%		740		46%		1,620		44%		1,240		61%		1,780		52%

		電力 デンリョク		840		23%		420		23%		730		19%		290		18%		670		18%		240		12%		500		14%

		汎機 ハン キ		390		11%		180		10%		400		10%		190		12%		430		12%		110		5%		330		10%

		通信 ツウシン		380		10%		300		16%		1,100		28%		340		21%		850		23%		420		21%		750		22%

		鉄道 テツドウ		90		3%		70		4%		110		3%		2		0%		5		0%		8		0%		15		0%

		海外 カイガイ		280		8%		50		3%		70		2%		40		3%		110		3%		30		1%		80		2%

		合計 ゴウケイ		3,600		100%		1,860		100%		3,880		100%		1,602		100%		3,685		100%		2,048		100%		3,455		100%







Copyright © 2020  AICHI CORPORATION. All Rights Reserved. 

46 48 

62 57 

19 20 

127 125 
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■国内総需要推移 
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販売台数 比率 販売台数 比率
国内 4,145 79% 4,220 87%
海外 1,120 21% 620 13%
合計 5,265 100% 4,840 100%

19年度
業界

18年度

小型 
自走式 

（年度） 

自走式 国内 
105 


Sheet1

		業界 ギョウカイ		16年度 ネンド				17年度上期 ネンド カミキ				17年度 ネンド				18年度上期 ネンド カミキ				18年度 ネンド				19年度上期 ネンド カミキ				19年度 ネンド

				販売台数 ハンバイ ダイスウ		比率 ヒリツ		販売台数 ハンバイ ダイスウ		比率 ヒリツ		販売台数 ハンバイ ダイスウ		比率 ヒリツ		販売台数 ハンバイ ダイスウ		比率 ヒリツ		販売台数 ハンバイ ダイスウ		比率 ヒリツ		販売台数 ハンバイ ダイスウ		比率 ヒリツ		販売台数 ハンバイ ダイスウ		比率 ヒリツ

		国内 コクナイ		4,550		94%		880		87%		2,000		82%		1,470		74%		4,145		79%		2,220		85%		4,220		87%

		海外 カイガイ		50		1%		130		13%		450		18%		510		26%		1,120		21%		270		11%		620		13%

		合計 ゴウケイ		4,600		100%		1,010		100%		2,450		100%		1,980		100%		5,265		100%		2,490		100%		4,840		100%
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サービス売上区分別売上高 
■売上区分別比率 

42 44 

66 63 

108 107 

18年度 19年度 

（億円） 

部品 

検査・ 
修理他 

12 

売上高 比率 売上高 比率
検査・修理他 66 61% 63 59%

部品 42 39% 44 41%
合計 108 100% 107 100%

19年度売上
区分

18年度
（単位：億円） 


Sheet1

		売上
区分 ウリアゲ クブン		16年度 ネンド				17年度上期 ネンド カミキ				17年度 ネンド				18年度上期 ネンド カミキ				18年度 ネンド				19年度上期 ネンド カミキ				19年度 ネンド

				売上高 ウリアゲ ダカ		比率 ヒリツ		売上高 ウリアゲ ダカ		比率 ヒリツ		売上高 ウリアゲ ダカ		比率 ヒリツ		売上高 ウリアゲ ダカ		比率 ヒリツ		売上高 ウリアゲ ダカ		比率 ヒリツ		売上高 ウリアゲ ダカ		比率 ヒリツ		売上高 ウリアゲ ダカ		比率 ヒリツ

		検査・修理他 ケンサ シュウリ ホカ		29		76%		14		74%		69		63%		28		58%		66		61%		30		59%		63		59%

		部品 ブヒン		38		37%		19		100%		40		37%		20		42%		42		39%		21		41%		44		41%

		合計 ゴウケイ		38		100%		19		100%		109		100%		48		100%		108		100%		51		100%		107		100%
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損益計算書 

金額 % 金額 %

618.4 100.0% 583.3 100.0% ▲ 35.1

売上原価 478.3 77.3% 460.9 79.0% ▲ 17.4

売上総利益 140.1 22.7% 122.4 21.0% ▲ 17.7
販売管理費及び
一般管理費 70.1 11.3% 63.8 10.9% ▲ 6.3

70.0 11.3% 58.6 10.0% ▲ 11.4

営業外収益 3.9 0.6% 3.9 0.7% 0.0

営業外費用 0.0 0.0% 0.3 0.1% 0.3

73.9 12.0% 62.2 10.7% ▲ 11.7

特別損益 3.8 0.6% 8.7 1.5% 4.9

法人税等 22.5 3.6% 21.7 3.7% ▲ 0.8

18年度
増減額

19年度

49.2 8.4%
親会社株主に帰属する
当期純利益

営業利益

経常利益

売上高

8.9%55.3 ▲ 6.1

(単位：億円) ■対前年同期比較 
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Sheet1

				14年度上期 ネンド カミキ				14年度 ネンド				15年度上期 ネンド カミキ				15年度 ネンド				16年度第2四半期 ネンド ダイ シハンキ				16年度 ネンド				17年度上期 ネンド カミキ				17年度 ネンド				18年度上期 ネンド カミキ				18年度 ネンド				19年度上期 ネンド カミキ				19年度 ネンド				増減額 ゾウゲン ガク

				金　　額 キン ガク		百分比 ヒャクブンヒ		金　　額 キン ガク		百分比 ヒャクブンヒ		金　　額 キン ガク		百分比 ヒャクブンヒ		金　　額 キン ガク		百分比 ヒャクブンヒ		金　　額 キン ガク		百分比 ヒャクブンヒ		金　　額 キン ガク		%		金額 キン ガク		%		金　　額 キン ガク		%		金額 キン ガク		%		金額 キン ガク		%		金額 キン ガク		%		金額 キン ガク		%

		売上高 ウリアゲ ダカ																		(295.0)		(100.0%)						295.4 		100%

				230.5 		100%		493.1 		100%		258.0 		100%		571.1 		100%		293.3 		100%		626.1 		100%						614.7 		100%		268.4 		100.0%		618.4 		100.0%		305.6 		100.0%		583.3 		100.0%		▲ 35.1

		売上原価		184.6 		80%		389.3 		79%		200.0 		78%		438.8 		77%		222.1 		76%		480.8 		77%		225.1 		76%		472.2 		77%		211.9 		78.9%		478.3 		77.3%		241.1 		78.9%		460.9 		79.0%		▲ 17.4

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		45.9 		20%		103.8 		21%		58.0 		23%		132.3 		23%		71.2 		24%		145.3 		23%		70.3 		24%		142.5 		23%		56.4 		21.0%		140.1 		22.7%		64.5 		21.1%		122.4 		21.0%		▲ 17.7

		販売管理費及び
一般管理費 ハンバイ カンリヒ オヨ イッパン カンリヒ		28.2 		12%		61.6 		12%		30.6 		12%		69.1 		12%		32.5 		11%		67.2 		11%		32.8 		11%		66.7 		11%		34.4 		12.8%		70.1 		11.3%		32.4 		10.6%		63.8 		10.9%		▲ 6.3

		営業利益 エイギョウ リエキ																		(33.5)		(11.4%)						37.5 		13%

				17.7 		8%		42.2 		9%		27.4 		11%		63.2 		11%		38.7 		13%		78.1 		12%						75.8 		12%		22.0 		8.2%		70.0 		11.3%		32.1 		10.5%		58.6 		10.0%		▲ 11.4

		営業外収益		2.3 		1%		6.9 		1%		2.6 		1%		4.4 		1%		1.1 		0%		3.2 		1%		1.4 		0%		7.7 		1%		1.8 		0.7%		3.9 		0.6%		2.9 		0.9%		3.9 		0.7%		0.0

		営業外費用 ヒヨウ		0.0 		0%		0.1 		0%		0.0 		0%		0.7 		0%		▲ 1.1 		-0%		0.9 		0%		0.0 		0%		0.1 		0%		0.0 		0.0%		0.0 		0.0%		0.4 		0.1%		0.3 		0.1%		0.3

		経常利益 ケイジョウ リエキ																		(35.0)		(11.9%)						38.9 		13%

				20.0 		9%		49.0 		10%		30.0 		12%		66.9 		12%		38.7 		13%		80.4 		13%						83.3 		14%		23.8 		8.9%		73.9 		12.0%		34.6 		11.3%		62.2 		10.7%		▲ 11.7

		特別損益		▲ 0.7 		-0%		▲ 1.7 		0%		▲ 1.0 		-0%		▲ 3.0 		-1%		▲ 2.4 		-1%		▲ 6.0 		-1%		▲ 0.7 		-0%		▲ 0.8 		-0%		▲ 0.1 		-0.0%		3.8 		0.6%		0.1 		0.0%		8.7 		1.5%		4.9

		法人税等 ホウジン ゼイ ナド		6.8 		3%		16.4 		3%		8.5 		3%		17.9 		3%		11.0 		4%		23.2 		4%		11.1 		4%		24.6 		4%		6.7 		2.5%		22.5 		3.6%		10.5 		3.4%		21.7 		3.7%		▲ 0.8

		親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ																		(24.0)		(8.1%)						27.1 		9%

				12.5 		5%		30.9 		6%		20.5 		8%		46.0 		8%		25.3 		9%		51.2 		8%						57.9 		9%		17.0 		6.3%		55.3 		8.9%		24.2 		7.9%		49.2 		8.4%		▲ 6.1
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（ 単位：億円 ） 

損益計算書  
■連結営業利益の増減要因 

70.0  

売上変動 原価改善 
部門費削減 

58.6  

▲22.9 

+3.5  
+8.0 

 18年度  19年度 

14 

（営業利益率 10％） 

（営業利益率 11.3％） 

仕入先の台風被災により生産ロスコストも発生したが、緊急収益改善活動による部門費の
徹底的な見直しにより公表値を5.6億円上回る58.6億円（利益率10％）を確保 

公表値 
53.0 
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（ 単位：億円 ） 

貸借対照表 

残高 比率 残高 比率
現金及び預金、預け金 257 30.4% 307 37.0% 49
売上債権 242 28.6% 190 23.0% ▲ 51
その他 50 5.9% 48 5.8% ▲ 2

流動資産 549 64.9% 545 65.8% ▲ 4

297 35.1% 283 34.2% ▲ 14

846 100.0% 828 100.0% ▲ 18

仕入債務 103 12.2% 85 10.3% ▲ 18
その他 46 5.4% 40 4.8% ▲ 6

流動負債 149 17.6% 125 15.1% ▲ 24
固定負債 44 5.2% 23 2.8% ▲ 21

193 22.9% 148 17.9% ▲ 45

653 77.1% 679 82.1% 27

846 100.0% 828 100.0% ▲ 18合計

負
債
・
純
資
産
の
部

増減額

負債　合計

純資産　合計

資
産
の
部 固定資産

合計

18年度末 19年度末

■対前年同期比較 
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Sheet1

								14年度上期末 ネンド カミキ マツ				14年度 ネンド				15年度上期末 ネンド カミキ マツ				15年度末 ネンド マツ				16年度第2四半期末 ネンド ダイ シハンキ スエ				16年度末 ネンド マツ				17年度上期末 ネンド カミキ マツ				17年度末 ネンド マツ				18年度上期末 ネンド カミキ マツ				18年度末 ネンド マツ				19年度上期末 ネンド カミキ マツ				19年度末 ネンド マツ				増減額 ゾウゲン ガク

																												残高 ザンダカ		比率 ヒリツ		残高 ザンダカ		比率 ヒリツ		残高 ザンダカ		比率 ヒリツ		残高 ザンダカ		比率 ヒリツ		残高 ザンダカ		比率 ヒリツ		残高 ザンダカ		比率 ヒリツ		残高 ザンダカ		比率 ヒリツ

		資産の部 シサン ブ				現金及び預金、預け金 ゲンキン オヨ ヨキン アズ キン		238		35.4%		253		34.9%		251		34.1%		242		30.1%		231		29.1%		271		32.3%		265		32.6%		263		32.6%		262		32.8%		257		30.4%		310		36.7%		307		37.0%		49

						売上債権 ウリアゲ サイケン		167		24.8%		191		26.4%		182		24.7%		218		27.1%		209		26.4%		209		24.9%		191		23.5%		200		24.8%		180		22.5%		242		28.6%		199		23.5%		190		23.0%		▲ 51

						その他 タ		44		6.5%		41		5.7%		45		6.1%		48		6.0%		57		7.2%		52		6.2%		50		6.2%		35		4.3%		42		5.3%		50		5.9%		41		4.9%		48		5.8%		▲ 2

				流動資産 リュウドウ シサン				449		66.7%		485		67.0%		478		64.9%		508		63.2%		497		62.7%		532		63.5%		506		62.3%		498		61.7%		484		60.6%		549		64.9%		550		65.1%		545		65.8%		▲ 4

				固定資産 コテイ シサン				224		33.3%		239		33.0%		258		35.1%		296		36.8%		296		37.3%		306		36.5%		306		37.7%		309		38.3%		315		39.4%		297		35.1%		295		34.9%		283		34.2%		▲ 14

				合計 ゴウケイ				673		100.0%		724		100.0%		736		100.0%		804		100.0%		793		100.0%		838		100.0%		812		100.0%		807		100.0%		799		100.0%		846		100.0%		845		100.0%		828		100.0%		▲ 18



		負債・純資産の部 フサイ ジュンシサン ブ				仕入債務 シイ サイム		110		16.3%		123		17.0%		125		17.0%		144		17.9%		148		18.7%		156		18.6%		127		15.6%		93		11.5%		82		10.2%		103		12.2%		88		10.5%		85		10.3%		▲ 18

						その他 タ		39		5.8%		59		8.1%		61		8.3%		86		10.7%		58		7.3%		67		8.0%		45		5.5%		50		6.2%		39		4.9%		46		5.4%		45		5.3%		40		4.8%		▲ 6

				流動負債 リュウドウ フサイ				149		22.1%		182		25.1%		186		25.3%		230		28.6%		206		26.0%		223		26.6%		172		21.2%		143		17.7%		121		15.1%		149		17.6%		133		15.8%		125		15.1%		▲ 24

				固定負債 コテイ フサイ				55		8.2%		51		7.1%		49		6.6%		57		7.1%		55		6.9%		56		6.7%		55		6.8%		54		6.7%		50		6.3%		44		5.2%		45		5.3%		23		2.8%		▲ 21

				負債　合計 フサイ ゴウケイ				204		30.3%		233		32.2%		235		31.9%		287		35.7%		261		32.9%		279		33.3%		227		28.0%		197		24.4%		171		21.4%		193		22.9%		178		21.1%		148		17.9%		▲ 45

				純資産　合計 ジュンシサン ゴウケイ				469		69.7%		491		67.8%		501		68.1%		517		64.3%		532		67.1%		559		66.7%		585		72.0%		610		75.6%		628		78.6%		653		77.1%		667		78.9%		679		82.1%		27

				合計 ゴウケイ				673		100.0%		724		100.0%		736		100.0%		804		100.0%		793		100.0%		838		100.0%		812		100.0%		807		100.0%		799		100.0%		846		100.0%		845		100.0%		828		100.0%		▲ 18
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株主還元方針 (2020年3月23日公表) 

1. 株主還元方針(2020年度～2022年度) 
 配当性向50%目安に還元 
 3カ年で20億円を上限とした自己株式の取得を実施 

2. 自己株式の取得 
 取得総数     :2,000,000株(上限) 
 取得価額総額  :10億円(上限) 
 取得期間     :2020年4月1日～12月23日 

3. 2020年3月期配当予想の修正(1株当たり) 
第2四半期末 期末 年間 

前期実績 11円 11円 22円 
前回予想 11円 11円 22円 
今回修正予想 11円   13円*   24円* 

* 前期から２円増配 
※2020年3月期の1株当たりの期末・年間配当金は 
   2020年6月18日開催予定の第72回定時株主総会にて正式に決定される予定です 

株主重視の観点から安定的に配当を行うことを基本とする 
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TOPICS 

17 

＜商品の特長＞  
 車両転倒リスクの低減 
   モーメントリミッター*1標準装備 
 作業環境にあったクレーン作業が可能 
   アウトリガー最小張出での作業が可能に 
 安全作業をアシスト 
   マルチモニター*2標準装備 

D50B1FS 

安全作業で品質の高い作業を！ 
 D50B1FS  
  新型モーメントリミッター付 穴掘建柱車を発売 
                                      *2020年2月28日 

*1 定格荷重制限装置 
*2 マルチモニター 
   ・定格荷重や作業半径などの 
    車両情報を確認可能 
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主要仕入先様における台風災害・復興支援の取り組み 

18 

1. 台風19号(2019年10月)での被災状況 

2. 復旧に向けた取り組み 
加工ライン 組立・検査設備 玄関前に什器類を搬出 

・支援人数 ： 当社から延べ 450人 （2019年10月～2020年1月） 

 ⇒ 2019年12月から徐々に部品納入が再開し 挽回に向け増産   

・支援内容 ： 

<対象部品> 当社主力製品の油圧バルブ 

・ 被災工程に入り込み、仮工程で品質を確保する方策の検討・実施支援 
・ Tier2仕入先の支援および新たな仕入先の紹介 
・ アイチ内での全数検査の実施と結果のフィードバック・対策支援 

・基本方針 ： 復旧を迅速に かつ 不良品を納入しない・流出させない 
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20年度の業績見通しと配当予想 

1. 2021年3月期の連結業績予想 
(2020年4月1日～2021年3月31日) 
連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響に
より、合理的な業績の見通しを立てることが困難なため、現時点で
は未定であります。業績予想の開示が可能となった時点で速やかに
公表いたします。 
 

2. 2021年3月期の配当予想につきましては未定です。 
決定次第お知らせいたします。 
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新型コロナウイルス感染症 当面の対応 

1. 「人にうつさない・人からうつらない」対応の徹底継続 
 対人接触の低減・密集回避 

2. 緊急収益改善活動の継続 
 徹底した経費等の見直し・削減 
 不要不急の投資案件の延期・見直し 

基本方針 
感染防止に努めつつ事業活動を展開 
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Ⅰ．会社概要 
Ⅱ．決算 
   １．19年度の業績 
   ２．20年度の業績見通し 
Ⅲ．中期経営計画 
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商品ラインナップ充実、トヨタL&Fとのシナジー 

中期経営計画達成に向けた取り組み 

2018年 2022年 2025年 

国内市場での売上維持 

アジア市場での売上拡大 

コア領域 
[他社との差別化] 

グローバル展開 
[地域別戦略] 

新市場への参入 
高所作業に付随した商品開発 

新規投資事業 
[技術提携・M&Aを視野に入れた事業展開] 
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配布資料の記述についての注意 

 この配布資料に記述されている、弊社の予想、見通しは、現在入手可能な情報から得
られた弊社の経営者の判断に基づいています。 
従って、この業績予想に全面的に依拠することはお控え頂きたく、お願い申し上げます。 
 また、これらの数字に関しては、様々なリスクや不確実性により、大きく異なる結果となり
得ることをご承知おきください。 
 ここでのリスクや不確実性とは、弊社を取り巻く経済情勢、お客様環境、競合環境、関
連法律・法規、為替レートの変動などが含まれます。 
ただし、業績に与え得る要因はこれに限定されるものではありません。 
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