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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

24年3月期第2四半期 10,747 6.3 1,084 △5.6 1,176 △5.5 722 △16.3

23年3月期第2四半期 10,106 22.8 1,148 420.7 1,245 255.5 863 537.6

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 812百万円 （108.6％） 23年3月期第2四半期 389百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 16.36 ―

23年3月期第2四半期 19.02 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 24,858 17,685 69.0
23年3月期 24,468 17,367 68.7

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  17,162百万円 23年3月期  16,801百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

23年3月期 ― 5.00 ― 4.50 9.50
24年3月期 ― 5.00

24年3月期（予想） ― 6.00 11.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

通期 22,000 9.1 2,450 14.2 2,700 16.1 1,650 19.7 37.54



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(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 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・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。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・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、添付資
料P2「（3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
・当社は、以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料、主なＱ＆Ａ等については、開催後速やかに当社ホームページで掲
載する予定です。 
・平成23年11月24日（木）・・・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会 
・上記説明会のほかにも、当社では、個人投資家の皆様向けに適宜、事業・業績に関する説明会を開催しています。開催の予定等については、当社ホームペー
ジをご確認ください。 
 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 44,365,505 株 23年3月期 44,365,505 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 660,481 株 23年3月期 18,181 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 44,163,335 株 23年3月期2Q 45,395,663 株



  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………P2 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………P2 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………P2 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………P2 

２．サマリー情報(その他)に関する事項 …………………………………………………P2 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ……………………………P2 

３．四半期連結財務諸表  …………………………………………………………………P3 

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………P3 

（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 …………………………P5 

四半期連結損益計算書 ………………………………………………………………P5 

四半期連結包括利益計算書 …………………………………………………………P5 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………P6 

（４）継続企業の前提に関する注記  ……………………………………………………P7 

（５）追加情報 ………………………………………………………………………………P7 

（６）セグメント情報等 ……………………………………………………………………P7 

（７）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………P8 

  

○添付資料の目次

アネスト岩田㈱　（6381）　平成24年３月期　第２四半期決算短信

1



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による厳しい経済環境下、サ

プライチェーンの立て直しを背景に回復基調で推移しましたが、急激な円高の進行、電力不足、更には

ヨーロッパの金融市場の動揺など景気の先行き不透明な状況が継続しております。        

 当業界においては、海外市場ではアジアは順調に推移しましたが、アメリカは低調でした。一方、国

内市場では一部の製品において復興に係る需要がありましたものの、震災の影響を受けての生産減少や

長引く消費の停滞により厳しい状況で推移しました。 

 このような状況のなか、当社グループは震災復旧工事や電力供給制限への対応を進めつつ、海外を含

めた有望市場の開拓・深耕に積極的に経営資源を投入し、諸施策を実施してまいりました。新製品開発

におきましては、圧縮機製品では新形給油式レシプロコンプレッサを発売、真空機器製品では省エネ効

果の高いIPMモータやDCモータ仕様の真空ポンプの開発、塗装機器製品ではアメリカ向け高塗着効率ス

プレーガンLS-400の機種拡大、塗料供給機器のインド現地生産モデルの開発、及び離型剤など塗料以外

の液体を塗布する自動スプレーガンの新モデルを発売いたしました。併せて、生産性の向上を目的とす

る設備投資を継続してまいりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高10,747百万円(前年同四半期連結累計

期間対比6.3％増)、営業利益1,084百万円(同5.6％減)、経常利益1,176百万円(同5.5％減)、四半期純利

益722百万円(同16.3％減)の増収減益となりました。 

①セグメントの業績  

セグメントの業績については、「３. 四半期連結財務諸表 （６）セグメント情報等」に記載のため省

略しております。 

 ②製品別売上高は次のとおりです。                     （単位：千円） 

 

当第２四半期連結会計期間の総資産は、24,858百万円（前連結会計年度比1.6％増）となりました。

そのうち流動資産は13,272百万円（同0.5％増）となりました。これは主に、「棚卸資産」が552百万円

増加したことによるものです。固定資産は11,586百万円（同2.9％増）となりました。これは主に、

「投資有価証券」が109百万円増加したことなどによるものです。 

 負債は7,173百万円（同1.0％増）となりました。流動負債は、4,637百万円（同3.4％増）となりまし

た。これは主に、「支払い手形及び買掛金」が468百万円増加したことなどによるものです。固定負債

は、2,535百万円（同3.1％減）となりました。これは主に、「退職給付引当金」が83百万円減少したこ

となどによるものです。 

 純資産は、17,685百万円（同1.8％増）となりました。また、純資産より少数株主持分を除いた自己

資本は17,162百万円となり自己資本比率は前連結会計年度の68.7％から69.0％と0.3ポイント増加しま

した。 

現時点における通期の連結業績予想につきましては、平成23年11月７日に公表しました「業績予想お

よび配当予想の修正に関するお知らせ」の連結業績予想に変更はありません。 

  

該当事項はありません。 

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

製品区分

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間
前年同四半期比増減

平成22年４月１日～平成22年９月30日 平成23年４月１日～平成23年９月30日

売上高 構成比(%) 売上高 構成比(%) 増減額 増減率(%)

圧縮機 4,665,818 46.2 5,184,508 48.2 518,689 11.1

真空機器 916,378 9.1 772,589 7.2 △143,788 △15.7

塗装機器 3,744,249 37.0 3,977,922 37.0 233,673 6.2

塗装設備 780,396 7.7 812,237 7.6 31,840 4.1

計 10,106,842 100.0 10,747,257 100.0 640,415 6.3

（２）連結財政状態に関する定性的情報

 資産、負債及び純資産の状況

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)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
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３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,769,728 5,503,581

受取手形及び売掛金 3,576,390 3,527,381

有価証券 100,000 －

商品及び製品 1,617,186 2,007,455

仕掛品 117,703 142,754

原材料及び貯蔵品 943,793 1,080,948

繰延税金資産 589,973 582,186

その他 513,044 450,831

貸倒引当金 △19,780 △22,707

流動資産合計 13,208,039 13,272,433

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,518,788 2,448,673

その他（純額） 2,974,065 3,073,848

有形固定資産合計 5,492,854 5,522,521

無形固定資産 217,451 191,168

投資その他の資産

投資有価証券 3,599,038 3,708,597

繰延税金資産 847,562 759,898

その他 1,132,957 1,434,167

貸倒引当金 △28,937 △30,339

投資その他の資産合計 5,550,621 5,872,324

固定資産合計 11,260,927 11,586,015

資産合計 24,468,966 24,858,448
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,870,554 2,339,361

短期借入金 17,119 19,969

未払法人税等 589,472 312,423

賞与引当金 642,988 614,962

その他の引当金 268,827 176,259

その他 1,096,957 1,174,916

流動負債合計 4,485,920 4,637,892

固定負債

長期借入金 47,212 40,834

退職給付引当金 2,028,020 1,944,828

その他 540,278 549,770

固定負債合計 2,615,511 2,535,433

負債合計 7,101,432 7,173,325

純資産の部

株主資本

資本金 3,354,353 3,354,353

資本剰余金 1,380,380 1,380,380

利益剰余金 12,907,247 13,430,302

自己株式 △7,077 △223,618

株主資本合計 17,634,903 17,941,417

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △104,414 △101,750

為替換算調整勘定 △728,822 △677,050

その他の包括利益累計額合計 △833,237 △778,800

少数株主持分 565,868 522,505

純資産合計 17,367,534 17,685,122

負債純資産合計 24,468,966 24,858,448
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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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23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 1,317,431 1,159,081

減価償却費 281,219 285,898

のれん償却額 － 2,346

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,004 4,948

賞与引当金の増減額（△は減少） 64,346 △27,588

製品保証引当金の増減額（△は減少） 13,806 25,243

災害損失引当金の増減額(△は減少) － △104,211

退職給付引当金の増減額（△は減少） △153,190 △87,720

前払年金費用の増減額（△は増加） － △132,251

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 3,210 △13,475

受取利息及び受取配当金 △39,294 △42,507

支払利息 1,900 2,663

持分法による投資損益（△は益） △27,417 △36,652

固定資産除売却損益（△は益） 4,002 13,402

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △45,280 －

売上債権の増減額（△は増加） △27,813 80,783

たな卸資産の増減額（△は増加） △146,320 △530,875

仕入債務の増減額（△は減少） 346,950 425,087

未払消費税等の増減額（△は減少） 39,420 27,234

その他 △230,933 151,312

小計 1,401,033 1,202,720

利息及び配当金の受取額 39,294 42,507

利息の支払額 △1,900 △2,663

法人税等の支払額 △54,473 △592,717

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,383,953 649,847

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △300,000 △310,743

定期預金の払戻による収入 1,300,000 600,000

有形固定資産の取得による支出 △253,154 △295,152

有形固定資産の売却による収入 529 4,221

投資有価証券の取得による支出 △705,399 △61,092

投資有価証券の売却による収入 73,597 －

投資有価証券の償還による収入 － 100,000

貸付けによる支出 △1,148 －

貸付金の回収による収入 44,136 2,502

出資金の払込による支出 △47,937 △31,787

その他 55 49,772

投資活動によるキャッシュ・フロー 110,679 57,720

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △105,670 1,040

リース債務の返済による支出 △41,178 △56,294

長期借入金の返済による支出 △18,073 △9,158

自己株式の取得による支出 △2,888 △216,541

少数株主からの払込みによる収入 2,695 －

配当金の支払額 △227,172 △199,686

少数株主への配当金の支払額 △20,695 △9,921

連結子会社の減資による少数株主への支払額 － △3,454

財務活動によるキャッシュ・フロー △412,982 △494,017

現金及び現金同等物に係る換算差額 △80,753 17,619

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,000,896 231,170

現金及び現金同等物の期首残高 4,507,869 5,039,090

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,508,766 5,270,260
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該当事項はありません。 

  

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月４日)及び「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４

日)を適用しております。 

  

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22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 

 
（注）「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、オーストラリア、ロシア及びアメ

リカの現地法人の事業活動であります。 

  

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) 

 
（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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）追加情報

（６）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

その他（注） 合計

日本 ヨーロッパ アジア 計

売上高

  外部顧客への売上高 7,593,727 820,840 922,430 9,336,998 769,843 10,106,842

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

1,280,958 27,848 30,996 1,339,803 11,899 1,351,703

計 8,874,685 848,689 953,427 10,676,802 781,743 11,458,545

セグメント利益 1,224,158 79,783 71,872 1,375,814 27,977 1,403,791

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 1,375,814

「その他」区分の利益 27,977

セグメント間取引消去 7,450

全社費用（注） △262,306

四半期連結損益計算書の営業利益 1,148,935
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Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23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 

 
（注）「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、オーストラリア、ロシア、ブラジ

ル及びアメリカの現地法人の事業活動であります。 

  

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) 

 
（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。 

  

  

(単位：千円)

報告セグメント

その他（注） 合計

日本 ヨーロッパ アジア 計

売上高

  外部顧客への売上高 7,776,705 1,011,237 1,213,398 10,001,341 745,916 10,747,257

  セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

1,336,113 54,931 59,703 1,450,748 11,776 1,462,525

計 9,112,818 1,066,168 1,273,101 11,452,089 757,693 12,209,782

セグメント利益又は 
損失（△）

1,332,822 74,166 104,799 1,511,788 △214 1,511,573

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 1,511,788

「その他」区分の利益又は損失（△） △214

セグメント間取引消去 △63,587

全社費用（注） △363,754

四半期連結損益計算書の営業利益 1,084,231

（７）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当社は、平成23年８月18日開催の取締役会において、会社法第165条３項の規定により読み替えて適

用される同法第156条の規定に基づき自己株式を取得することを決議し、次の通り自己株式を取得い

たしました。これにより、自己株式が216,017千円増加しております。

（１）取得した株式の種類  当社普通株式

（２）取得した株式の総数  641,000株

（３）取得実施日      平成23年８月19日
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