
 

 

 

  
  

  

      
  
  
【訂正箇所】 
（３ページ） 

【訂正前】 

（前略） 

また、当第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・
フローは1,213百万円のキャッシュの増加となりました。その主な要因は「税金等調整前四半期純利益」
1,909百万円のキャッシュの増加などによるものです。投資活動によるキャッシュ・フローは59百万円の
キャッシュの減少となりました。その主な要因は「有形固定資産の取得による支出」395百万円のキャッ
シュの減少、「投資有価証券の取得による支出」219百万円のキャッシュの減少、「定期預金の増減額
（△は減少）」478百万円のキャッシュの増加などによるものです。財務活動によるキャッシュ・フロー
は659百万円のキャッシュの減少となりました。その主な要因は「配当金の支払額」623百万円のキャッシ
ュの減少などによるものです。以上により、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、
4,897百万円となりました。 

  
  

（前略） 
また、当第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・

フローは1,172百万円のキャッシュの増加となりました。その主な要因は「税金等調整前四半期純利益」
1,909百万円のキャッシュの増加などによるものです。投資活動によるキャッシュ・フローは17百万円の
キャッシュの減少となりました。その主な要因は「有形固定資産の取得による支出」352百万円のキャッ
シュの減少、「投資有価証券の取得による支出」219百万円のキャッシュの減少、「定期預金の増減額
（△は減少）」478百万円のキャッシュの増加などによるものです。財務活動によるキャッシュ・フロー
は661百万円のキャッシュの減少となりました。その主な要因は「配当金の支払額」623百万円のキャッシ
ュの減少などによるものです。以上により、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、
4,897百万円となりました。 

  

 

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 第３四半期決算短信」の一部訂正について

平成21年２月10日に発表いたしました「平成21年３月期 第３四半期決算短信」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。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

【訂正後】
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（８ページ） 

5. 四半期連結財務諸表

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

【訂正前】

（単位：千円） 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31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 1,909,017 

減価償却費 422,690 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,458 

賞与引当金の増減額（△は減少） △398,012 

製品保証引当金の増減額（△は減少） 14,829 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △317,324 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20,700 

受取利息及び受取配当金 △66,822 

支払利息 34,065 

持分法による投資損益（△は益） △13,961 

固定資産除売却損益（△は益） 11,865 

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △19,117 

売上債権の増減額（△は増加） 1,693,021 

たな卸資産の増減額（△は増加） △347,360 

仕入債務の増減額（△は減少） △627,454 

未払消費税等の増減額（△は減少） 20,221 

その他 △258,494

小計 2,029,004

利息及び配当金の受取額 66,822 

利息の支払額 △34,065 

法人税等の支払額 △848,735 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,213,026

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） 478,428 

有形固定資産の取得による支出 △395,380

有形固定資産の売却による収入 13,568 

投資有価証券の取得による支出 △219,706 

投資有価証券の売却による収入 33,130 

貸付けによる支出 △60,600 

貸付金の回収による収入 10,834 

その他 79,954 

投資活動によるキャッシュ・フロー △59,770

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） 7,233 

長期借入金の返済による支出 △48,406 

自己株式の取得による支出 △1,101 

自己株式の売却による収入 1,661 

少数株主からの払込みによる収入 5,889 

配当金の支払額 △623,062 

少数株主への配当金の支払額 △1,808 

財務活動によるキャッシュ・フロー △659,595

現金及び現金同等物に係る換算差額 △75,061 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 418,598 

現金及び現金同等物の期首残高 4,375,261 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 103,336 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1 4,897,196 

2



 
  

【訂正後】

（単位：千円） 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31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 1,909,017 

減価償却費 422,690 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,458 

賞与引当金の増減額（△は減少） △398,012 

製品保証引当金の増減額（△は減少） 14,829 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △317,324 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20,700 

受取利息及び受取配当金 △66,822 

支払利息 34,065 

持分法による投資損益（△は益） △13,961 

固定資産除売却損益（△は益） 11,865 

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △19,117 

売上債権の増減額（△は増加） 1,693,021 

たな卸資産の増減額（△は増加） △347,360 

仕入債務の増減額（△は減少） △627,454 

未払消費税等の増減額（△は減少） 20,221 

その他 △299,480

小計 1,988,018

利息及び配当金の受取額 66,822 

利息の支払額 △34,065 

法人税等の支払額 △848,735 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,172,040

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） 478,428 

有形固定資産の取得による支出 △352,745

有形固定資産の売却による収入 13,568 

投資有価証券の取得による支出 △219,706 

投資有価証券の売却による収入 33,130 

貸付けによる支出 △60,600 

貸付金の回収による収入 10,834 

その他 79,954 

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,134

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） 7,233 

リース債務の返済による支出 △1,649

長期借入金の返済による支出 △48,406 

自己株式の取得による支出 △1,101 

自己株式の売却による収入 1,661 

少数株主からの払込みによる収入 5,889 

配当金の支払額 △623,062 

少数株主への配当金の支払額 △1,808 

財務活動によるキャッシュ・フロー △661,244

現金及び現金同等物に係る換算差額 △75,061 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 418,598 

現金及び現金同等物の期首残高 4,375,261 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 103,336 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1 4,897,196 
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,977,791 4,953,018 

受取手形及び売掛金 4,565,292 6,436,586 

商品及び製品 2,043,518 1,971,274 

仕掛品 174,652 198,363 

原材料及び貯蔵品 1,485,696 1,326,387 

繰延税金資産 334,813 589,997 

その他 995,781 677,087 

貸倒引当金 △32,889 △45,047 

流動資産合計 14,544,657 16,107,668 

固定資産   

有形固定資産 5,594,086 5,745,354 

無形固定資産 44,104 56,520 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,856,830 3,139,835 

繰延税金資産 827,612 775,433 

その他 999,531 1,092,407 

貸倒引当金 △5,255 △5,255 

投資その他の資産合計 4,678,720 5,002,420 

固定資産合計 10,316,910 10,804,296 

資産合計 24,861,567 26,911,964 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,995,078 3,781,893 

短期借入金 323,743 354,927 

未払法人税等 37,524 535,584 

賞与引当金 297,762 696,609 

その他の引当金 175,485 181,356 

その他 1,243,625 1,312,933 

流動負債合計 5,073,219 6,863,303 

固定負債   

長期借入金 131,635 191,768 

退職給付引当金 2,515,377 2,842,033 

その他 117,257 72,714 

固定負債合計 2,764,270 3,106,517 

負債合計 7,837,489 9,969,821 
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

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 11,794,493 11,231,456 

自己株式 △20,304 △22,109 

株主資本合計 16,508,921 15,944,080 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 188,222 437,912 

為替換算調整勘定 △238,601 △15,666 

評価・換算差額等合計 △50,378 422,246 

少数株主持分 565,535 575,816 

純資産合計 17,024,078 16,942,142 

負債純資産合計 24,861,567 26,911,964 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 18,222,225

売上原価 10,855,954

売上総利益 7,366,270

販売費及び一般管理費 5,464,313

営業利益 1,901,957

営業外収益  

受取利息及び配当金 66,822

持分法による投資利益 129,161

その他 141,087

営業外収益合計 337,071

営業外費用  

支払利息 34,065

為替差損 258,897

その他 19,974

営業外費用合計 312,937

経常利益 1,926,091

特別利益  

貸倒引当金戻入額 23,084

投資有価証券売却益 19,117

その他 3,005

特別利益合計 45,207

特別損失  

たな卸資産評価損 47,410

その他 14,870

特別損失合計 62,281

税金等調整前四半期純利益 1,909,017

法人税、住民税及び事業税 347,507

法人税等調整額 369,916

法人税等合計 717,423

少数株主利益 8,271

四半期純利益 1,183,322
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【第３四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 4,809,727

売上原価 2,921,792

売上総利益 1,887,934

販売費及び一般管理費 1,588,206

営業利益 299,728

営業外収益  

受取利息及び配当金 26,898

持分法による投資利益 21,854

その他 31,389

営業外収益合計 80,141

営業外費用  

支払利息 6,899

為替差損 180,412

その他 1,135

営業外費用合計 188,448

経常利益 191,422

特別利益  

その他 19,117

特別利益合計 19,117

特別損失  

その他 1,600

特別損失合計 1,600

税金等調整前四半期純利益 208,940

法人税、住民税及び事業税 △229,233

法人税等調整額 294,552

法人税等合計 65,318

少数株主損失（△） △1,467

四半期純利益 145,088
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 1,909,017

減価償却費 422,690

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,458

賞与引当金の増減額（△は減少） △398,012

製品保証引当金の増減額（△は減少） 14,829

退職給付引当金の増減額（△は減少） △317,324

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20,700

受取利息及び受取配当金 △66,822

支払利息 34,065

持分法による投資損益（△は益） △13,961

固定資産除売却損益（△は益） 11,865

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △19,117

売上債権の増減額（△は増加） 1,693,021

たな卸資産の増減額（△は増加） △347,360

仕入債務の増減額（△は減少） △627,454

未払消費税等の増減額（△は減少） 20,221

その他 △299,480

小計 1,988,018

利息及び配当金の受取額 66,822

利息の支払額 △34,065

法人税等の支払額 △848,735

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,172,040

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） 478,428

有形固定資産の取得による支出 △352,745

有形固定資産の売却による収入 13,568

投資有価証券の取得による支出 △219,706

投資有価証券の売却による収入 33,130

貸付けによる支出 △60,600

貸付金の回収による収入 10,834

その他 79,954

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,134

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） 7,233

リース債務の返済による支出 △1,649

長期借入金の返済による支出 △48,406

自己株式の取得による支出 △1,101

自己株式の売却による収入 1,661

少数株主からの払込みによる収入 5,889

配当金の支払額 △623,062

少数株主への配当金の支払額 △1,808

財務活動によるキャッシュ・フロー △661,244

現金及び現金同等物に係る換算差額 △75,061

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 418,598

現金及び現金同等物の期首残高 4,375,261

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 103,336

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,897,196
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