
 

 

 

  
  

  

      
  

【訂正箇所】 

（１ページ） 
  
1. 21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 
【訂正前】 

 
  

 
  

 

平成21年８月11日

各位

会   社   名 ア ネ ス ト 岩 田 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長     壷田 貴弘

(コード番号:6381東証一部)
問 合 せ 先 取締役経営管理部長 飯田 紀之

(TEL 045-591-1182)

（訂正 数値データ訂正あり）「平成21年３月期 決算短信」の一部訂正について

平成21年５月12日に発表いたしました「平成21年３月期 決算短信」の一部に誤りがありましたので、

お知らせいたします。なお、訂正個所には＿＿を付しております。また、訂正後のデータにつきまして

も提出しております。

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
 キャッシュ・フロー

財務活動による
 キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
 期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 1,670 △154 △710 5,210

20年3月期 2,685 △1,294 △1,610 4,375

【訂正後】

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
 キャッシュ・フロー

財務活動による
 キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
 期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 1,614 △94 △715 5,210

20年3月期 2,685 △1,294 △1,610 4,375
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（５ページ） 

【訂正前】 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ

835百万円増加し、当連結会計年度末には5,210百万円（同19.1％増）となりました。当連結会計年度

における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

営業活動の結果、資金収支は1,670百万円（同37.8％減）であり、前連結会計年度末に比べ1,014

百万円の減少となりました。これは主に、「税金等調整前当期純利益」が1,593百万円減少したこ

となどによるものです。 

投資活動の結果、資金収支は△154百万円（同88.1％減）であり、前連結会計年度末に比べ1,140

百万円の減少となりました。これは主に、「有形固定資産の取得による支出」が616百万円減少し

たことなどによるものです。 

財務活動の結果、資金収支は△710百万円（同55.9％減）であり、前連結会計年度末に比べ899百

万円の減少となりました。これは主に、「長期借入金返済による支出」が708百万円減少したこと

などによるものです。 

  
  

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ

835百万円増加し、当連結会計年度末には5,210百万円（同19.1％増）となりました。当連結会計年度

における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果、資金収支は1,614百万円（同39.9％減）であり、前連結会計年度末に比べ1,070

百万円の減少となりました。これは主に、「税金等調整前当期純利益」が1,593百万円減少したこ

となどによるものです。 

（ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果、資金収支は△94百万円（同92.7％減）であり、前連結会計年度末に比べ1,200

百万円の支出の減少となりました。これは主に、「有形固定資産の取得による支出」が676百万円

減少したことなどによるものです。 

（ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果、資金収支は△715百万円（同55.6％減）であり、前連結会計年度末に比べ895百

万円の支出の減少となりました。これは主に、「長期借入金返済による支出」が708百万円減少し

たことなどによるものです。 

  

1. 経営成績

(2) 財政状態に関する分析

②キャッシュ・フローの状況

(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー

 (ロ)投資活動によるキャッシュ・フロー

 (ハ)財務活動によるキャッシュ・フロー

【訂正後】
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（18ページ及び19ページ） 

4.【連結財務諸表】

(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

【訂正前】

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益 3,587,439 1,994,230 

減価償却費 599,125 555,144 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,827 △2,351 

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,525 △181,424 

製品保証引当金の増減額（△は減少） 17,499 5,846 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △429,059 △371,291 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 700 △15,200 

受取利息及び受取配当金 △70,512 △71,488 

支払利息 61,717 32,258 

持分法による投資損益（△は益） △55,223 △1,497 

固定資産除売却損益（△は益） － 16,622 

有形固定資産売却益 △129 － 

有形固定資産売却損 1,252 － 

有形固定資産除却損 29,451 － 

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） － △25,588 

投資有価証券売却益 △16,047 － 

売上債権の増減額（△は増加） 236,228 2,117,767 

たな卸資産の増減額（△は増加） 53,929 165,533 

仕入債務の増減額（△は減少） 259,574 △1,547,150 

未払消費税等の増減額（△は減少） △24,929 53,756 

その他 △215,025 △141,335

小計 4,022,637 2,583,831

利息及び配当金の受取額 70,512 71,488 

利息の支払額 △61,717 △32,258 

法人税等の支払額 △1,346,100 △952,606 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,685,331 1,670,453

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の増減額（△は増加） 142,290 509,608 

有形固定資産の取得による支出 △1,114,554 △497,951

有形固定資産の売却による収入 9,603 12,010 

投資有価証券の取得による支出 △250,038 △219,706 

投資有価証券の売却による収入 9,704 33,130 

貸付けによる支出 － △64,598 

貸付金の回収による収入 21,000 22,113 

出資金の売却による収入 11,521 10,892 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出 

△85,120 △15,069 

その他 △39,156 54,980 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,294,748 △154,590
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31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） △175,033 △33,811 

長期借入れによる収入 216,662 － 

長期借入金の返済による支出 △767,905 △59,613 

自己株式の取得による支出 △495,092 △1,110 

自己株式の売却による収入 425 2,097 

少数株主からの払込みによる収入 241,187 5,889 

配当金の支払額 △626,627 △622,551 

少数株主への配当金の支払額 △4,435 △1,808 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,610,819 △710,908

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,011 △121,777 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △216,224 683,177 

現金及び現金同等物の期首残高 4,500,712 4,375,261 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 90,773 152,482 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 4,375,261 ※1 5,210,922 
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【訂正後】

(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益 3,587,439 1,994,230 

減価償却費 599,125 555,144 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,827 △2,351 

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,525 △181,424 

製品保証引当金の増減額（△は減少） 17,499 5,846 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △429,059 △371,291 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 700 △15,200 

受取利息及び受取配当金 △70,512 △71,488 

支払利息 61,717 32,258 

持分法による投資損益（△は益） △55,223 △1,497 

固定資産除売却損益（△は益） － 16,622 

有形固定資産売却益 △129 － 

有形固定資産売却損 1,252 － 

有形固定資産除却損 29,451 － 

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） － △25,588 

投資有価証券売却益 △16,047 － 

売上債権の増減額（△は増加） 236,228 2,117,767 

たな卸資産の増減額（△は増加） 53,929 165,533 

仕入債務の増減額（△は減少） 259,574 △1,547,150 

未払消費税等の増減額（△は減少） △24,929 53,756 

その他 △215,025 △197,105

小計 4,022,637 2,528,061

利息及び配当金の受取額 70,512 71,488 

利息の支払額 △61,717 △32,258 

法人税等の支払額 △1,346,100 △952,606 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,685,331 1,614,683

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の増減額（△は増加） 142,290 509,608 

有形固定資産の取得による支出 △1,114,554 △438,048

有形固定資産の売却による収入 9,603 12,010 

投資有価証券の取得による支出 △250,038 △219,706 

投資有価証券の売却による収入 9,704 33,130 

貸付けによる支出 － △64,598 

貸付金の回収による収入 21,000 22,113 

出資金の売却による収入 11,521 10,892 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出 

△85,120 △15,069 

その他 △39,156 54,980 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,294,748 △94,686
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31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） △175,033 △33,811 

リース債務の返済による支出 － △4,133

長期借入れによる収入 216,662 － 

長期借入金の返済による支出 △767,905 △59,613 

自己株式の取得による支出 △495,092 △1,110 

自己株式の売却による収入 425 2,097 

少数株主からの払込みによる収入 241,187 5,889 

配当金の支払額 △626,627 △622,551 

少数株主への配当金の支払額 △4,435 △1,808 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,610,819 △715,042

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,011 △121,777 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △216,224 683,177 

現金及び現金同等物の期首残高 4,500,712 4,375,261 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 90,773 152,482 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 4,375,261 ※1 5,210,922 

6



平成21年3月期 決算短信 
平成21年5月12日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 アネスト岩田株式会社 上場取引所 東 

コード番号 6381 URL http://www.anest-iwata.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 壷田 貴弘

問合せ先責任者 （役職名） 取締役経営管理部長 （氏名） 飯田 紀之 TEL 045-591-1182
定時株主総会開催予定日 平成21年6月25日 配当支払開始予定日 平成21年6月26日

有価証券報告書提出予定日 平成21年6月25日

1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 22,435 △20.1 2,016 △38.1 2,029 △43.7 1,376 △40.5

20年3月期 28,096 5.1 3,256 11.9 3,602 6.2 2,313 13.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 29.84 ― 8.4 8.1 9.0
20年3月期 49.87 ― 14.3 13.3 11.6

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  116百万円 20年3月期  176百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 23,482 16,821 69.2 352.38
20年3月期 26,911 16,942 60.8 354.79

（参考） 自己資本   21年3月期  16,256百万円 20年3月期  16,366百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 1,614 △94 △715 5,210
20年3月期 2,685 △1,294 △1,610 4,375

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 7.00 ― 7.50 14.50 668 29.1 4.2
21年3月期 ― 6.00 ― 2.00 8.00 369 26.8 2.3

22年3月期 
（予想）

― ― ― 3.00 3.00 81.5

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間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 
連結累計期間

9,000 △32.9 0 ― 60 △96.5 0 ― 0.00

通期 18,000 △19.8 180 △91.1 360 △82.3 170 △87.7 3.68
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4.  その他 

(1) 期中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) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、27ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注) １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、47ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 46,165,505株 20年3月期 46,165,505株

② 期末自己株式数 21年3月期  32,376株 20年3月期  35,823株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 17,996 △22.4 1,687 △42.3 1,869 △43.1 1,042 △64.9

20年3月期 23,200 3.6 2,922 16.5 3,283 3.4 2,968 49.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 22.59 ―

20年3月期 64.00 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 22,149 16,538 74.7 358.49
20年3月期 24,893 16,474 66.2 357.13

（参考） 自己資本 21年3月期  16,538百万円 20年3月期  16,474百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

(注) 上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる
可能性があります。上記予想の前提条件、その他関連する事項については、添付資料３ページの「経営成績」を参照して下さい。 

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 
累計期間

7,000 △33.4 0 ― 80 △94.7 30 △96.6 0.65

通期 14,000 △22.2 200 △88.2 330 △82.3 170 △83.7 3.68

8




