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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 10,574 △1.6 1,133 4.6 1,249 6.2 824 14.0
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

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 859百万円 （5.8％） 24年3月期第2四半期 812百万円 （108.6％）

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

25年3月期第2四半期 19.08 ―

24年3月期第2四半期 16.36 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 25,140 18,217 70.4
24年3月期 24,716 17,852 70.0

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  17,691百万円 24年3月期  17,311百万円

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

24年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00

25年3月期 ― 6.00

25年3月期（予想） ― 6.00 12.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 3.7 2,400 17.4 2,700 19.2 1,650 24.8 38.35



(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、四半期連結財務諸表に対す
る四半期レビュー手続が実施中です。 

※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２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。 
・当社は、平成24年11月16日に機関投資家及びアナリスト向けの決算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。 

※  注記事項

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   ：  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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 43,365,505 株 24年3月期 43,365,505 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 554,127 株 24年3月期 8,481 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 43,200,840 株 24年3月期2Q 44,163,335 株

imaizumi
線



  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………２ 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

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

（３）連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ………………………………………………２ 

（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 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ……………………………２ 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………２ 

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

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………３ 

（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 …………………………５ 

          四半期連結損益計算書 ………………………………………………………………５ 

          四半期連結包括利益計算書 …………………………………………………………６ 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………７ 

（４）継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………９ 

  （５）追加情報  ……………………………………………………………………………９ 

（６）セグメント情報等 ……………………………………………………………………９ 

（７）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………10 

  

○添付資料の目次

アネスト岩田㈱  (6381)  平成25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当社グループの業績は、国内売上高は、自動車関連市場の好調や
東日本大震災からの復興需要等を背景に緩やかに回復いたしましたが、塗装設備が景気の先行き不安か
ら低迷し、全体では微減となりました。海外売上高は、欧州債務問題の影響からヨ-ロッパが低調に推
移しましたが、アジアの需要拡大とアメリカの需要回復により増加し、全体では横ばいとなりました。
 このようななか、当社グループは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、
諸施策を実行してまいりました。新製品開発におきましては、圧縮機製品ではオイルフリーレシプロコ
ンプレッサ「ＴＦＰ－Ｃシリ－ズ」のモデルチェンジ、真空機器製品では産業用途向けて炭素繊維強化
プラスチック成形（CFRP）用排気セット、研究用途向け低振動モデル「ＳＤＭシリーズ」の発売、塗装
機器製品では乾式塗装ブースのフルモデルチェンジや食油用加圧タンク「ＦＯＴシリーズ」の発売をい
たしました。また、生産性の向上を目的に本社（横浜）の生産機能と物流機能を福島工場に集約いたし
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10,574百万円(前年同四半期連結累計
期間対比1.6％減)、営業利益1,133百万円(同4.6％増)、経常利益1,249百万円(同6.2％増)、四半期純利
益824百万円(同14.0％増)となりました。営業利益は主に製品別売上高構成の変化や生産効率の向上に
より売上総利益率が1.8ポイント改善したため増加いたしました。四半期純利益には特別利益として退
職給付制度改定益82百万円が含まれております。 
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、25,140百万円（前連結会計年度比1.7％増）となりまし
た。そのうち流動資産は13,411百万円（同2.9％増）となりました。固定資産は11,729百万円（同0.4％
増）となりました。負債は6,922百万円（同0.9％増）となりました。流動負債は、4,554百万円（同
2.2％増）となりました。これは主に、「支払手形及び買掛金」が161百万円増加したことなどによるも
のです。固定負債は、2,367百万円（同1.6％減）となりました。 
純資産は、18,217百万円（同2.0％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17,691百万円となり自己資本比率は前連結会計年度末の70.0％から0.4ポイント増加し70.4％とな
りました。 

  

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24年11月５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。 
  

新規に連結子会社ANEST IWATA South Africa (Pty) Ltd.（南アフリカ）を設立いたしました(非特定子
会社)。 
  

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、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１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。これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

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23年４月１日～ 
平成23年９月30日

平成24年４月１日～ 
平成24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 5,184,508 48.2 5,297,109 50.1 112,601 2.2 

真空機器 772,589 7.2 721,400 6.8 △51,188 △6.6 

塗装機器 3,977,922 37.0 4,106,010 38.8 128,087 3.2 

塗装設備 812,237 7.6 449,757 4.3 △362,480 △44.6 

計 10,747,257 100.0 10,574,277 100.0 △172,980 △1.6 

（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

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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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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,903,195 5,544,889

受取手形及び売掛金 3,803,708 3,601,069

有価証券 100,000 150,000

商品及び製品 2,038,516 1,921,187

仕掛品 168,583 144,716

原材料及び貯蔵品 1,063,719 1,135,396

繰延税金資産 541,371 507,162

その他 435,747 424,661

貸倒引当金 △19,698 △17,785

流動資産合計 13,035,143 13,411,298

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,383,926 2,413,662

その他（純額） 3,027,270 3,262,571

有形固定資産合計 5,411,197 5,676,233

無形固定資産 202,145 361,652

投資その他の資産   

投資有価証券 3,636,319 3,346,667

繰延税金資産 581,365 623,073

その他 1,879,626 1,742,301

貸倒引当金 △29,654 △20,650

投資その他の資産合計 6,067,656 5,691,392

固定資産合計 11,680,999 11,729,278

資産合計 24,716,142 25,140,577
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,069,260 2,230,857

短期借入金 59,067 84,835

未払法人税等 259,453 405,088

賞与引当金 604,738 572,493

その他の引当金 196,954 168,535

その他 1,267,231 1,093,165

流動負債合計 4,456,705 4,554,975

固定負債   

長期借入金 35,673 32,399

退職給付引当金 1,880,855 1,901,179

その他 490,284 434,101

固定負債合計 2,406,813 2,367,680

負債合計 6,863,519 6,922,656

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 13,477,454 14,084,750

自己株式 △2,831 △191,099

株主資本合計 18,209,356 18,628,384

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △34,824 △112,641

為替換算調整勘定 △862,944 △824,616

その他の包括利益累計額合計 △897,769 △937,257

少数株主持分 541,036 526,793

純資産合計 17,852,623 18,217,920

負債純資産合計 24,716,142 25,140,577
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 10,747,257 10,574,277

売上原価 6,352,389 6,057,077

売上総利益 4,394,868 4,517,200

販売費及び一般管理費 3,310,636 3,383,228

営業利益 1,084,231 1,133,971

営業外収益   

受取利息及び配当金 42,507 37,955

持分法による投資利益 83,065 71,455

その他 97,308 93,375

営業外収益合計 222,881 202,787

営業外費用   

支払利息 2,663 4,545

為替差損 112,596 51,165

その他 15,082 31,250

営業外費用合計 130,343 86,961

経常利益 1,176,769 1,249,797

特別利益   

退職給付制度改定益 － 82,314

負ののれん発生益 － 3,757

その他 88 49

特別利益合計 88 86,121

特別損失   

固定資産除売却損 13,491 3,825

その他 4,285 －

特別損失合計 17,777 3,825

税金等調整前四半期純利益 1,159,081 1,332,093

法人税、住民税及び事業税 317,138 429,618

法人税等調整額 94,570 35,532

法人税等合計 411,709 465,150

少数株主損益調整前四半期純利益 747,371 866,943

少数株主利益 24,753 42,862

四半期純利益 722,618 824,080
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 747,371 866,943

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,664 △77,817

為替換算調整勘定 58,366 43,909

持分法適用会社に対する持分相当額 3,966 26,455

その他の包括利益合計 64,997 △7,451

四半期包括利益 812,368 859,491

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 777,054 784,592

少数株主に係る四半期包括利益 35,314 74,898
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 1,159,081 1,332,093

減価償却費 285,898 281,648

のれん償却額 2,346 2,346

負ののれん発生益 － △3,757

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,948 △10,806

賞与引当金の増減額（△は減少） △27,588 △32,000

製品保証引当金の増減額（△は減少） 25,243 △13,755

災害損失引当金の増減額（△は減少） △104,211 －

前受金の増減額（△は減少） △81,824 2,573

未払金の増減額（△は減少） △38,334 △124,560

退職給付引当金の増減額（△は減少） △87,720 21,472

前払年金費用の増減額（△は増加） △132,251 △7,650

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,475 △14,587

受取利息及び受取配当金 △42,507 △37,955

支払利息 2,663 4,545

為替差損益（△は益） － 4,590

持分法による投資損益（△は益） △36,652 1,300

固定資産除売却損益（△は益） 13,402 3,775

売上債権の増減額（△は増加） 80,783 191,646

たな卸資産の増減額（△は増加） △530,875 56,428

仕入債務の増減額（△は減少） 425,087 167,522

未払消費税等の増減額（△は減少） 27,234 △10,823

その他 271,471 44,823

小計 1,202,720 1,858,871

利息及び配当金の受取額 42,507 37,955

利息の支払額 △2,663 △4,545

法人税等の支払額 △592,717 △281,536

営業活動によるキャッシュ・フロー 649,847 1,610,745

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 △310,743 △230,386

定期預金の払戻による収入 600,000 120,194

有形固定資産の取得による支出 △295,152 △603,269

有形固定資産の売却による収入 4,221 10,359

投資有価証券の取得による支出 △61,092 △607,900

投資有価証券の償還による収入 100,000 763,662

子会社出資金の取得による支出 － △10,850

貸付けによる支出 － △82,492

貸付金の回収による収入 2,502 2,305

出資金の払込による支出 △31,787 －

その他 49,772 △184,558

投資活動によるキャッシュ・フロー 57,720 △822,934

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） 1,040 34,559

リース債務の返済による支出 △56,294 △56,746

長期借入金の返済による支出 △9,158 △10,926

自己株式の取得による支出 △216,541 △188,267

少数株主からの払込みによる収入 － 1,295

配当金の支払額 △199,686 △216,209

少数株主への配当金の支払額 △9,921 △15,559

連結子会社の減資による少数株主への支払額 △3,454 △3,454

財務活動によるキャッシュ・フロー △494,017 △455,309
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現金及び現金同等物に係る換算差額 17,619 △1,165

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 231,170 331,335

現金及び現金同等物の期首残高 5,039,090 4,684,854

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,270,260 5,016,189
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該当事項はありません。 

  

 
  

  

 【セグメント情報】 

Ⅰ  前第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す。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）追加情報

当第２四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日)

（退職給付引当金）

当社及び国内連結子会社は退職金制度として、退職一時金制度、企業年金基金制度及び確定拠出年金制度を採

用しておりますが、平成24年４月１日に制度を改定し、企業年金基金制度の一部を確定拠出年金制度へ移行しま

した。この移行に伴う会計処理については「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指

針第１号）を適用しております。

本移行に伴う影響額は、退職給付制度改定益として、82,314千円計上しております。

（６）セグメント情報等

(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」の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
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Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24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、南アフリカ及びアメリカの現地法人の事業活動です。 

  

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す。 

  

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

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に記載のとおり、当社及び国内連結子

会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１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。 

これによる当第２四半期連結累計期間のセグメント利益に与える影響は軽微です。 

  

当社は、平成24年８月20日開催の取締役会において、会社法第165条第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、次のとおり自己株式を取得

いたしました。これにより、自己株式が187,680千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      544,000株 

 ③ 取得実施日      平成24年８月21日 

(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 7,370,936 846,142 1,505,441 9,722,520 851,756 10,574,277

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

1,414,369 47,842 68,718 1,530,931 7,958 1,538,889

計 8,785,306 893,984 1,574,159 11,253,451 859,715 12,113,167

セグメント利益 1,270,667 45,117 128,317 1,444,102 14,993 1,459,096

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 1,444,102

「その他」の区分の利益 14,993

セグメント間取引消去 △16,336

全社費用(注) △308,788

四半期連結損益計算書の営業利益 1,133,971

（７）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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