
 

 

 

  
  

  

      
  

 

平成21年11月９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22年３月期 第１四半期決算短信」の一部訂正について

平成21年８月11日に発表いたしました「平成22年３月期 第１四半期決算短信」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。
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【訂正箇所】 
（８ページ） 

【訂正前】 

 
  

5. 【四半期連結財務諸表】

(2) 【四半期連結損益計算書】

   【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円) 

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日) 

売上高 6,095,828 3,728,585 

売上原価 3,577,342 2,324,193 

売上総利益 2,518,486 1,404,391 

販売費及び一般管理費 1,945,912 1,440,409 

営業利益又は営業損失（△） 572,574 △36,018 

営業外収益 

受取利息及び配当金 31,939 28,180 

為替差益 36,737 37,881

持分法による投資利益 68,657 30,822 

その他 52,921 38,758 

営業外収益合計 190,255 135,642

営業外費用 

支払利息 13,097 11,100

その他 10,280 4,388 

営業外費用合計 23,378 15,489

経常利益 739,451 84,135 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 24,010 1,561 

その他 2,349 3,922 

特別利益合計 26,359 5,484 

特別損失 

たな卸資産評価損 47,419 － 

その他 3,691 24,719 

特別損失合計 51,110 24,719 

税金等調整前四半期純利益 714,700 64,900 

法人税、住民税及び事業税 59,072 11,370 

法人税等調整額 231,364 5,865 

法人税等合計 290,437 17,235 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 5,859 △309 

四半期純利益 418,404 47,973 
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【訂正後】

(単位：千円) 

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日) 

売上高 6,095,828 3,728,585 

売上原価 3,577,342 2,324,193 

売上総利益 2,518,486 1,404,391 

販売費及び一般管理費 1,945,912 1,440,409 

営業利益又は営業損失（△） 572,574 △36,018 

営業外収益 

受取利息及び配当金 31,939 28,180 

為替差益 36,737 34,453

持分法による投資利益 68,657 30,822 

その他 52,921 38,758 

営業外収益合計 190,255 132,214

営業外費用 

支払利息 13,097 7,672

その他 10,280 4,388 

営業外費用合計 23,378 12,061

経常利益 739,451 84,135 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 24,010 1,561 

その他 2,349 3,922 

特別利益合計 26,359 5,484 

特別損失 

たな卸資産評価損 47,419 － 

その他 3,691 24,719 

特別損失合計 51,110 24,719 

税金等調整前四半期純利益 714,700 64,900 

法人税、住民税及び事業税 59,072 11,370 

法人税等調整額 231,364 5,865 

法人税等合計 290,437 17,235 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 5,859 △309 

四半期純利益 418,404 47,973 
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（９ページ） 

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

【訂正前】

(単位：千円) 

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年６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 714,700 64,900 

減価償却費 136,461 158,688 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,456 △2,219 

賞与引当金の増減額（△は減少） △340,965 △288,055 

製品保証引当金の増減額（△は減少） 6,684 △17,061 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △102,030 △62,333 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △30,700 △24,172 

受取利息及び受取配当金 △31,939 △28,180 

支払利息 13,097 11,100

持分法による投資損益（△は益） 16,975 △30,822 

固定資産除売却損益（△は益） 1,957 1,416 

売上債権の増減額（△は増加） 655,169 789,484 

たな卸資産の増減額（△は増加） △89,017 △9,672 

仕入債務の増減額（△は減少） △332,747 △525,531 

未払消費税等の増減額（△は減少） 15,989 △30,817 

その他 △498,714 △24,670 

小計 123,462 △17,946

利息及び配当金の受取額 31,939 28,180 

利息の支払額 △13,097 △11,100

法人税等の支払額 △541,671 △7,051 

営業活動によるキャッシュ・フロー △399,367 △7,917 

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） 75,885 △1,400,000 

有形固定資産の取得による支出 △78,387 △77,915 

有形固定資産の売却による収入 13,201 6,132 

貸付けによる支出 △400 － 

貸付金の回収による収入 288 1,356 

その他 20,954 △29,636 

投資活動によるキャッシュ・フロー 31,543 △1,500,063 

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） 2,099 31,013 

リース債務の返済による支出 － △5,594 

長期借入金の返済による支出 △20,404 △13,591 

自己株式の取得による支出 － △610 

自己株式の売却による収入 － 227 

少数株主からの払込みによる収入 5,842 － 

配当金の支払額 △346,319 △92,838 

少数株主への配当金の支払額 △594 △1,850 

財務活動によるキャッシュ・フロー △359,376 △83,245 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △41,676 32,817 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △768,877 △1,558,409 

現金及び現金同等物の期首残高 4,375,261 5,210,922 

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 3,709,720 3,652,512 
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【訂正後】

(単位：千円) 

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年６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 714,700 64,900 

減価償却費 136,461 158,688 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,456 △2,219 

賞与引当金の増減額（△は減少） △340,965 △288,055 

製品保証引当金の増減額（△は減少） 6,684 △17,061 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △102,030 △62,333 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △30,700 △24,172 

受取利息及び受取配当金 △31,939 △28,180 

支払利息 13,097 7,672

持分法による投資損益（△は益） 16,975 △30,822 

固定資産除売却損益（△は益） 1,957 1,416 

売上債権の増減額（△は増加） 655,169 789,484 

たな卸資産の増減額（△は増加） △89,017 △9,672 

仕入債務の増減額（△は減少） △332,747 △525,531 

未払消費税等の増減額（△は減少） 15,989 △30,817 

その他 △498,714 △24,670 

小計 123,462 △21,374

利息及び配当金の受取額 31,939 28,180 

利息の支払額 △13,097 △7,672

法人税等の支払額 △541,671 △7,051 

営業活動によるキャッシュ・フロー △399,367 △7,917 

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） 75,885 △1,400,000 

有形固定資産の取得による支出 △78,387 △77,915 

有形固定資産の売却による収入 13,201 6,132 

貸付けによる支出 △400 － 

貸付金の回収による収入 288 1,356 

その他 20,954 △29,636 

投資活動によるキャッシュ・フロー 31,543 △1,500,063 

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） 2,099 31,013 

リース債務の返済による支出 － △5,594 

長期借入金の返済による支出 △20,404 △13,591 

自己株式の取得による支出 － △610 

自己株式の売却による収入 － 227 

少数株主からの払込みによる収入 5,842 － 

配当金の支払額 △346,319 △92,838 

少数株主への配当金の支払額 △594 △1,850 

財務活動によるキャッシュ・フロー △359,376 △83,245 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △41,676 32,817 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △768,877 △1,558,409 

現金及び現金同等物の期首残高 4,375,261 5,210,922 

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 3,709,720 3,652,512 
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１【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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,808,126 5,265,780

受取手形及び売掛金 3,260,011 4,003,496

商品及び製品 1,758,831 1,781,103

仕掛品 143,110 121,387

原材料及び貯蔵品 1,232,141 1,182,118

繰延税金資産 480,302 456,938

その他 725,364 616,036

貸倒引当金 △35,513 △37,060

流動資産合計 12,372,375 13,389,800

固定資産   

有形固定資産 5,555,804 5,511,616

無形固定資産 55,371 44,194

投資その他の資産   

投資有価証券 2,907,168 2,606,918

繰延税金資産 826,355 948,415

その他 1,307,221 987,043

貸倒引当金 △5,255 △5,255

投資その他の資産合計 5,035,490 4,537,122

固定資産合計 10,646,666 10,092,933

資産合計 23,019,042 23,482,733

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,496,414 1,964,297

短期借入金 282,639 247,389

未払法人税等 15,074 10,304

賞与引当金 225,425 513,359

その他の引当金 130,768 172,002

その他 1,143,279 1,083,405

流動負債合計 3,293,601 3,990,758

固定負債   

長期借入金 84,466 96,956

退職給付引当金 2,394,731 2,455,880

その他 208,612 117,646

固定負債合計 2,687,810 2,670,483

負債合計 5,981,411 6,661,241
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21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 11,942,492 11,987,070

自己株式 △19,397 △19,299

株主資本合計 16,657,828 16,702,504

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 223,479 81,118

為替換算調整勘定 △421,329 △527,333

評価・換算差額等合計 △197,849 △446,215

少数株主持分 577,651 565,203

純資産合計 17,037,630 16,821,492

負債純資産合計 23,019,042 23,482,733
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 6,095,828 3,728,585

売上原価 3,577,342 2,324,193

売上総利益 2,518,486 1,404,391

販売費及び一般管理費 1,945,912 1,440,409

営業利益又は営業損失（△） 572,574 △36,018

営業外収益   

受取利息及び配当金 31,939 28,180

為替差益 36,737 34,453

持分法による投資利益 68,657 30,822

その他 52,921 38,758

営業外収益合計 190,255 132,214

営業外費用   

支払利息 13,097 7,672

その他 10,280 4,388

営業外費用合計 23,378 12,061

経常利益 739,451 84,135

特別利益   

貸倒引当金戻入額 24,010 1,561

その他 2,349 3,922

特別利益合計 26,359 5,484

特別損失   

たな卸資産評価損 47,419 －

その他 3,691 24,719

特別損失合計 51,110 24,719

税金等調整前四半期純利益 714,700 64,900

法人税、住民税及び事業税 59,072 11,370

法人税等調整額 231,364 5,865

法人税等合計 290,437 17,235

少数株主利益又は少数株主損失（△） 5,859 △309

四半期純利益 418,404 47,973
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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 714,700 64,900

減価償却費 136,461 158,688

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,456 △2,219

賞与引当金の増減額（△は減少） △340,965 △288,055

製品保証引当金の増減額（△は減少） 6,684 △17,061

退職給付引当金の増減額（△は減少） △102,030 △62,333

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △30,700 △24,172

受取利息及び受取配当金 △31,939 △28,180

支払利息 13,097 7,672

持分法による投資損益（△は益） 16,975 △30,822

固定資産除売却損益（△は益） 1,957 1,416

売上債権の増減額（△は増加） 655,169 789,484

たな卸資産の増減額（△は増加） △89,017 △9,672

仕入債務の増減額（△は減少） △332,747 △525,531

未払消費税等の増減額（△は減少） 15,989 △30,817

その他 △498,714 △24,670

小計 123,462 △21,374

利息及び配当金の受取額 31,939 28,180

利息の支払額 △13,097 △7,672

法人税等の支払額 △541,671 △7,051

営業活動によるキャッシュ・フロー △399,367 △7,917

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） 75,885 △1,400,000

有形固定資産の取得による支出 △78,387 △77,915

有形固定資産の売却による収入 13,201 6,132

貸付けによる支出 △400 －

貸付金の回収による収入 288 1,356

その他 20,954 △29,636

投資活動によるキャッシュ・フロー 31,543 △1,500,063

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） 2,099 31,013

リース債務の返済による支出 － △5,594

長期借入金の返済による支出 △20,404 △13,591

自己株式の取得による支出 － △610

自己株式の売却による収入 － 227

少数株主からの払込みによる収入 5,842 －

配当金の支払額 △346,319 △92,838

少数株主への配当金の支払額 △594 △1,850

財務活動によるキャッシュ・フロー △359,376 △83,245

現金及び現金同等物に係る換算差額 △41,676 32,817

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △768,877 △1,558,409

現金及び現金同等物の期首残高 4,375,261 5,210,922

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 3,709,720 3,652,512
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