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1. 平成30年3月期第2四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年9月30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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年3月期第2四半期 15,847 9.6 1,956 4.9 2,341 26.2 1,476 △12.0

29年3月期第2四半期 14,465 △0.4 1,865 △8.6 1,855 △19.1 1,678 14.2

（注）包括利益 30年3月期第2四半期　　1,565百万円 （408.7％） 29年3月期第2四半期　　307百万円 （△78.6％）

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

30年3月期第2四半期 35.38 ―

29年3月期第2四半期 40.23 ―

(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 ％

30年3月期第2四半期 39,530 29,663 70.2

29年3月期 38,895 28,605 68.7

（参考）自己資本 30年3月期第2四半期 27,761百万円 29年3月期 26,718百万円

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

29年3月期 ― 9.00 ― 11.00 20.00

30年3月期 ― 10.00

30年3月期（予想） ― 10.00 20.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 平成30年 3月期の連結業績予想（平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 31,500 6.6 3,900 4.5 4,300 3.9 2,800 △17.6 67.08

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

本日（平成29年11月10日）公表いたしました「業績予想及び剰余金の配当に関するお知らせ」をご覧ください。

uedaa
新規スタンプ



※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

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 ： 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

(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） 30年3月期2Q 41,745,505 株 29年3月期 41,745,505 株

② 期末自己株式数 30年3月期2Q 6,623 株 29年3月期 6,557 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期2Q 41,738,891 株 29年3月期2Q 41,739,023 株

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※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３ページ「（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。



アネスト岩田株式会社(6381) 平成30年３月期 第２四半期決算短信

1

○添付資料の目次

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

（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………P2

（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………P2

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………P3

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………P4

　 （１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ……………………………………………P4

　 （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ……………………………………………P4

　 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………………………P4

　 ３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………P5

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………P5

（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 …………………………………………P7

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………P9

　 （４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………P11

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………P11

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………P11

（セグメント情報等） …………………………………………………………………………………P11

決算短信（宝印刷） 2017年11月10日 11時29分 3ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



アネスト岩田株式会社(6381) 平成30年３月期 第２四半期決算短信

2

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　 文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

　①業績の状況

　 当第２四半期連結累計期間における世界経済は、米国の政策動向や北朝鮮情勢での不透明感が残る中、欧米諸国に

　おいては雇用環境の改善と設備投資に持ち直しの動きが見られ、中国においては景気過熱へのコントロールがあった

　ものの総じて底堅く推移し、新興国を含め回復基調が継続しました。わが国においては、企業収益が改善し、雇用

　や所得環境に改善が見られ、個人消費や設備投資の状況から、景気は緩やかな回復傾向が続いています。

　 そのような経済環境の中で、当社グループは2016年度から３ヶ年にわたり取り組んでおります中期経営計画の折り

　返し地点を迎えました。

　 圧縮機製品におきましては、引き続き、中国を主とした車両搭載用圧縮機の納入が好調に推移し、特にアジア・新

　興国におきましては医療向け圧縮機のシステム提案が更に浸透しました。オーストラリアのサービスを主とした圧縮

　機事業の伸展やヨーロッパにおける販売機種拡大により、海外販売が伸長しております。国内におきましても、高付

　加価値を有する提案型製品の受注が増加しました。真空機器製品では、従来から販売をしておりますオイルフリース

　クロール型ポンプに加え、新たにオイルフリーベーン型ポンプを国内の一般工業市場向けに上市しました。アネスト

　岩田コンプレッサ株式会社の販売・サービス網を活用して拡販に努めております。塗装機器製品におきましては、工

　業塗装市場において最も多数ご使用いただいております大形のスプレーガンを設計から見直した新モデルWS200型を上

　市いたしました。自動車製造から金属、木工製品製造に至るまで幅広く提案をすすめております。また、国内では自

　動車補修市場に向けて、'Kiwamiシリーズ 新モデルを2種、上市いたしました。水性塗料等の環境対応型塗料に対する

　ニーズにお応えし、大型車両の補修塗装における作業効率の改善にもお役立ていただいております。塗装機器製品に

　含まれる液圧機器では、自動車の車体製造工程で多用される高粘度シーリング材・コーキング材塗布用フローガン

　や、内装材用接着剤塗布専用スプレーガンが、各国での製造工程へ更に浸透し伸長しました。国内の食品製造に関す

　る展示会にも出展し、食液塗布機器・装置のご提案も継続しております。塗装設備製品では、中国市場での回復と国

　内自動車部品関連を主とした設備投資が底堅く推移しております。また、北米エリアにおける塗装設備導入への提案

　活動では、具体性を有する内容が増えてきております。

　 その結果、当第２四半期連結累計期間における業績は、国内外共に堅調に推移し、売上高15,847百万円（前年同四

　半期連結累計期間対比9.6％増）、営業利益1,956百万円（同4.9％増）、経常利益2,341百万円（同26.2％増）、親会

　社株主に帰属する四半期純利益1,476百万円（同12.0％減）となりました。

　②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ー(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項」の（セグメ

　ント情報等）に記載のため省略しております。

③製品別売上高 （単位：千円）

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28年４月１日～

平成28年９月30日
平成29年４月１日～
平成29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 6,888,451 47.6 7,814,690 49.3 926,239 13.4

真空機器 839,951 5.8 943,741 6.0 103,790 12.4

塗装機器 5,728,339 39.6 5,950,733 37.5 222,394 3.9

塗装設備 1,009,055 7.0 1,138,239 7.2 129,183 12.8

計 14,465,797 100.0 15,847,404 100.0 1,381,607 9.6

（２）財政状態に関する説明

　 資産は、流動資産が22,241百万円（前連結会計年度比2.5％増）となりました。これは主に、「現金及び預金」が

　1,183百万円増加したことなどによるものです。固定資産は17,289百万円（同0.5％増）となりました。これは、主に

　「有形固定資産」が647百万円増加したことや「投資その他の資産」に含まれる「投資有価証券」が295百万円減少し

　たことによるものです。その結果、総資産は39,530百万円（同1.6％増）となりました。

　 負債は、流動負債が6,516百万円（同9.7％減）となりました。これは主に、「支払手形及び買掛金」が643百万円

　減少したことなどによるものです。固定負債は、3,350百万円（同9.2％増）となりました。これは主に、「その他」

　が267百万円増加したことなどによるものです。その結果、負債合計は9,867百万円（同4.1％減）となりました。

　 純資産は、29,663百万円（同3.7％増）となりました。また、純資産より非支配株主持分を除いた自己資本は27,761

決算短信（宝印刷） 2017年11月10日 11時29分 4ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



アネスト岩田株式会社(6381) 平成30年３月期 第２四半期決算短信

3

　百万円となり自己資本比率は前連結会計年度末の68.7％から1.5ポイント増加し70.2％となりました。

　

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　本日（平成29年11月10日）公表いたしました「業績予想及び剰余金の配当に関するお知らせ」のとおり、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が堅調であることと為替の影響等から、通期の連結業績予想を修正いたし

ました。
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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

　 該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　 該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　 該当事項はありません。
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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 8,100,275 9,283,774

受取手形及び売掛金 5,928,211 5,433,282

商品及び製品 3,539,425 3,565,661

仕掛品 565,978 577,171

原材料及び貯蔵品 1,426,875 1,662,828

その他 2,174,768 1,778,484

貸倒引当金 △39,761 △59,550

流動資産合計 21,695,774 22,241,653

固定資産

有形固定資産 9,094,883 9,742,346

無形固定資産

のれん 812,395 757,487

その他 1,002,139 870,614

無形固定資産合計 1,814,534 1,628,101

投資その他の資産

投資有価証券 5,343,468 5,048,378

その他 957,428 881,091

貸倒引当金 △10,728 △10,726

投資その他の資産合計 6,290,167 5,918,743

固定資産合計 17,199,586 17,289,191

資産合計 38,895,360 39,530,844
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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 3,613,083 2,969,837

未払法人税等 777,695 720,640

賞与引当金 577,900 593,830

その他の引当金 305,080 274,608

その他 1,946,389 1,957,849

流動負債合計 7,220,149 6,516,766

固定負債

退職給付に係る負債 2,359,918 2,373,601

その他 709,808 977,394

固定負債合計 3,069,727 3,350,996

負債合計 10,289,876 9,867,762

純資産の部

株主資本

資本金 3,354,353 3,354,353

資本剰余金 1,324,472 1,324,472

利益剰余金 21,374,203 22,392,001

自己株式 △5,277 △5,340

株主資本合計 26,047,751 27,065,485

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 707,129 891,737

為替換算調整勘定 222,079 61,976

退職給付に係る調整累計額 △258,189 △257,227

その他の包括利益累計額合計 671,019 696,486

非支配株主持分 1,886,713 1,901,109

純資産合計 28,605,483 29,663,081

負債純資産合計 38,895,360 39,530,844
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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 14,465,797 15,847,404

売上原価 8,147,508 8,789,571

売上総利益 6,318,289 7,057,833

販売費及び一般管理費 4,453,196 5,101,201

営業利益 1,865,092 1,956,632

営業外収益

受取利息及び配当金 58,720 59,958

持分法による投資利益 88,767 105,734

為替差益 － 186,540

その他 101,878 61,469

営業外収益合計 249,366 413,702

営業外費用

支払利息 4,896 9,068

為替差損 242,918 －

その他 11,421 20,176

営業外費用合計 259,236 29,245

経常利益 1,855,223 2,341,088

特別利益

固定資産売却益 1,114 1,428

段階取得に係る差益 450,328 －

その他 23,530 －

特別利益合計 474,973 1,428

特別損失

固定資産除売却損 907 9,566

子会社整理損 － 97,132

その他 539 1,214

特別損失合計 1,446 107,913

税金等調整前四半期純利益 2,328,750 2,234,604

法人税、住民税及び事業税 543,504 729,498

法人税等調整額 51,821 △25,132

法人税等合計 595,325 704,365

四半期純利益 1,733,424 1,530,238

非支配株主に帰属する四半期純利益 54,425 53,312

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,678,999 1,476,926
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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 1,733,424 1,530,238

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △23,392 184,608

為替換算調整勘定 △1,068,004 △103,871

退職給付に係る調整額 △2,311 961

持分法適用会社に対する持分相当額 △331,871 △46,037

その他の包括利益合計 △1,425,580 35,659

四半期包括利益 307,843 1,565,898

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 514,076 1,502,393

非支配株主に係る四半期包括利益 △206,233 63,505
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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 2,328,750 2,234,604

減価償却費 543,498 581,011

のれん償却額 16,594 76,912

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,415 20,164

賞与引当金の増減額（△は減少） 57,668 15,502

製品保証引当金の増減額（△は減少） 4,984 5,530

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 44,128 52,000

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △98,899 △94,925

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △41,528 △36,003

受取利息及び受取配当金 △58,720 △59,958

支払利息 3,411 9,068

持分法による投資損益（△は益） △17,602 △22,780

固定資産除売却損益（△は益） △207 8,138

子会社整理損 － 97,132

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △23,480 －

段階取得に係る差損益（△は益） △450,328 －

売上債権の増減額（△は増加） △245,385 490,396

たな卸資産の増減額（△は増加） △162,100 △273,106

仕入債務の増減額（△は減少） △255,413 △553,934

その他 △36,375 △269,933

小計 1,614,410 2,279,819

利息及び配当金の受取額 55,391 60,291

利息の支払額 △3,411 △9,068

補助金の受取額 － 406,300

法人税等の支払額 △718,825 △764,809

営業活動によるキャッシュ・フロー 947,564 1,972,532

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 △330,178 △318,841

定期預金の払戻による収入 675,933 292,246

有形固定資産の取得による支出 △225,161 △853,619

有形固定資産の売却による収入 5,631 12,932

無形固定資産の取得による支出 △27,138 △15,207

投資有価証券の取得による支出 △200,000 －

投資有価証券の売却による収入 56,650 －

投資有価証券の償還による収入 － 634,251

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

253,366 －

貸付けによる支出 △112,680 －

貸付金の回収による収入 105,628 2,344

事業譲受による支出 － △80,069

その他 25,008 △3,830

投資活動によるキャッシュ・フロー 227,061 △329,795
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(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)

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） △60,956 △283

リース債務の返済による支出 △64,089 △72,492

長期借入れによる収入 5,623 110,100

長期借入金の返済による支出 △25,205 △27,949

自己株式の取得による支出 △118 △63

連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の払
込による支出

△157,045 －

配当金の支払額 △502,019 △459,452

非支配株主への配当金の支払額 △29,280 △75,354

財務活動によるキャッシュ・フロー △833,090 △525,495

現金及び現金同等物に係る換算差額 △354,857 5,888

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △13,323 1,123,131

現金及び現金同等物の期首残高 6,220,359 7,678,657

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,207,036 8,801,788

決算短信（宝印刷） 2017年11月10日 11時29分 12ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



アネスト岩田株式会社(6381) 平成30年３月期 第２四半期決算短信

11

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 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の金額に関する情報

(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 8,694,323 1,782,462 2,360,508 12,837,294 1,628,503 14,465,797
セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,909,111 132,928 457,294 2,499,334 160,650 2,659,984

計 10,603,434 1,915,391 2,817,803 15,336,629 1,789,153 17,125,782

セグメント利益 1,825,096 278,731 168,406 2,272,233 145,777 2,418,011

(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、アメリカ、メキシコ、ブラジル、

オーストラリア、ロシア、南アフリカ及びアラブ首長国連邦の現地法人の事業活動です。
　

２．報告セグメントの利益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 2,272,233

「その他」の区分の利益 145,777

セグメント間取引消去 △9,401

全社費用(注) △543,516

四半期連結損益計算書の営業利益 1,865,092

(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。

Ⅱ 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の金額に関する情報

(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 8,805,603 1,901,856 2,928,506 13,635,966 2,211,438 15,847,404
セグメント間の内部売上高
又は振替高

2,428,447 131,914 652,061 3,212,423 78,590 3,291,014

計 11,234,051 2,033,770 3,580,568 16,848,390 2,290,028 19,138,418

セグメント利益 2,038,319 169,222 248,118 2,455,659 150,839 2,606,499

(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、アメリカ、メキシコ、ブラジル、

オーストラリア、ロシア、南アフリカ及びアラブ首長国連邦の現地法人の事業活動です。
　

２．報告セグメントの利益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 2,455,659

「その他」の区分の利益 150,839

セグメント間取引消去 △75,320

全社費用(注) △574,546

四半期連結損益計算書の営業利益 1,956,632

(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。
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