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1.  平成21年9月期第2四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成21年3月31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 ％

21年9月期第2四半期 7,672 ― 737 ― 272 ― △57 ―
20年9月期第2四半期 9,663 17.2 1,140 13.0 502 △48.6 309 △32.2

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

21年9月期第2四半期 △3.79 ―
20年9月期第2四半期 20.39 ―

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9月期第2四半期 20,282 8,275 40.8 550.90
20年9月期 22,391 9,048 40.4 602.34

（参考） 自己資本   21年9月期第2四半期  8,275百万円 20年9月期  9,048百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
（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

20年9月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
21年9月期 ― 0.00
21年9月期 

（予想）
― 15.00 15.00

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 14,300 △28.4 900 △64.6 350 △79.6 120 △87.8 7.99



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) 簡便な会計処理及び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) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、５ページ「定性的情報・財務諸表等」「４．その他」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本書に記載した業績予想数値等は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績等は、様々な要因により異なる場合があり
ます。業績予想の前提となる条件等については、４ページ「定性的情報・財務諸表等」「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月期第2四半期 15,348,720株 20年9月期  15,348,720株
② 期末自己株式数 21年9月期第2四半期  327,120株 20年9月期  326,020株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第2四半期 15,022,343株 20年9月期第2四半期 15,193,926株



 当第２四半期連結累計期間におきましては、昨秋の金融不安に端を発する世界的な景気後退が、百年に一度と形容

されるように、極めて広範囲かつ深刻な影響を及ぼしました。当社事業においても、ユーザーはＰＥＴボトル成形機

への設備投資に慎重な姿勢をとり、この結果、第２四半期連結累計期間の受注高は、6,672百万円（前年同期比

59.3％）と、昨年に比べ約４割減という大幅な落込みとなりました。しかしながら、出荷高に相当する売上高は、為

替の急進により計上額が目減りする影響を受けながらも、前連結会計年度末（昨年９月）までの受注製品の出荷に努

め、大幅減収ながら昨年のほぼ２割減となる7,672百万円（前年同期比79.4％）と、減少幅を緩和することができま

した。また、本年３月末の受注残高は、5,174百万円（前年同期末7,734百万円）となりました。 

 このような環境下、当社では本年９月期の当初経営計画を軌道修正し、一旦、減速が余儀なくされる市場環境の中

で、通期での利益の確保を目指し、実質的な企業成長を図っていく様々な経営施策を講じていくことといたしまし

た。まず、出展が決定していた国内・インド・ベトナムでの展示会では、特に、昨年11月のＩＰＦ2008（国際プラス

チックフェア）展示会が、当社設立30周年の周年期に該当していたこともあり、ワンステップ製品・ツーステップ製

品を取り揃えた当社の優位性をアピールする機会として捉え、今後の市場成長を期し、積極的に需要の喚起拡大に努

めました。一方、本年６月に開催の米国展示会は出展を取り止めるなど、費用対効果を考慮し、めりはりのある販促

策を講じました。 

 これと並行し、利益の創出に向け、製造原価と経費の削減を 重要活動と位置付け、圧縮化に傾注しました。併せ

て、債権管理の強化、取引通貨の改定などグループ会社間での購買体制の見直しを進めながら、市場の縮小・収入の

大幅減という制約の中、利益計上の達成に向け、グループを上げて取り組みました。また、生産活動の中核を担うイ

ンド工場では、生産の抑制により活動の荷重が相対的に軽減されるこの時期を活用し、将来に向け今後の生産対象製

品の拡大を目指す取り組みに着手しました。 

  

 地域別状況 

 世界同時不況の影響を受け、主要地域での販売状況は、いずれも前年同期を下回るなど厳しい結果を余儀なくされ

ました。景気停滞の発信地である北米地域や前期に伸長した中南米地域は、景気後退の煽りを大きく受け、大幅な減

収となりました。また、欧州市場では、前期に大型ボトル用成形機の販売で売上を伸ばしたトルコの減速などが影響

し、減収となるとともに、国内でも、大幅な減収となりました。また、南・西アジア市場では、インド向け販売が好

調に推移し、中近東地域でも順調な販売を維持しましたが、他地域の不振により前年同期の水準に及ばず、減少とな

りました。東アジア市場では、台湾向けの大口の出荷や韓国での金型販売で増加したものの、全体では大幅減となり

ました。また、減収となりましたものの中国では、輸液容器など医療用製品の分野においてユーザーの投資意欲は旺

盛で、今後の進展が期待されます。なお、当第２四半期連結累計期間の海外売上高比率は88.0％（前年同期87.7％）

となりました。 

  

 機種別状況 

 ここ数年、事業進展に貢献した汎用機ＡＳＢ－70ＤＰシリーズ機が、需要低迷の余波から減収となりました。大型

機のＡＳＢ－650ＥＸＨＳ型が中国などで売上を伸ばした中で、ＰＦシリーズ機など1.5ステップタイプの成形機は、

中東地域などの発展途上国で売上を維持したものの全体では減収となりました。また、インドで一貫生産されている

小型機ＡＳＢ－50ＭＢ型も、インド展などにおいて新規の需要先を獲得したものの、前年同期を下回る結果となりま

した。一方、今後の需要増を期している耐熱ボトル用成形機分野では、精度の高い熱処理工程が特徴で高品位耐熱ボ

トルの生産を可能にしたＨＳＢ－10型が、台湾などアジア地域で人気が高く売上を伸ばしました。 

  

 損益状況 

 利益面におきましては、前述のとおり、各工場での外注委託費、部材の購入費用の削減と固定費の抑制により、損

益悪化の回避に努めました。売上総利益（粗利）では、これら原価の低減活動にもかかわらず、売上の大幅減と円高

による売上計上額の目減り、更に、当連結会計年度から新たに適用された会計基準によるたな卸資産評価減の計上が

加わって、2,957百万円（前年同期比74.0％）と減少いたしました。また、営業利益も737百万円（前年同期比

64.7％）の減益となりましたが、販売手数料や出荷運賃など、売上高に連動する費用が、減収により抑えられたほ

か、人件費など固定費の支出抑制活動の効果も加わり、経費は大幅に削減することができました。 

 営業外費用は、期中の円高の進展から多額の為替差損の計上を余儀なくされました。しかしながら、たな卸資産

評価損等が、前述の会計基準の適用により、従来の営業外費用から売上原価に算入されることとなり、経常利益は

272百万円（前年同期比54.2％）となりました。 

 一方、 終損益は、黒字計上を目指し、努力いたしましたものの、特に繰延税金資産の取り崩しにより法人税等の

負担が増加したため、57百万円の四半期純損失（前年同期：中間純利益309百万円）の計上を余儀なくされました。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報



（注） 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。従いまして、当第２四半

期連結累計期間の四半期連結損益計算書と前中間連結会計期間の中間連結損益計算書とでは、作成基準が異な

るため前年同期比較に関する情報は参考として記載しております。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況  

当第２四半期連結会計期間末の流動資産は、売上債権の大幅な減少により、前連結会計年度末と比べ1,424百

万円減少し、16,224百万円となりました。また、固定資産は、為替の変動による有形固定資産の計上額の減少等

により、前連結会計年度末と比べ683百万円減少し、4,057百万円となりました。 

流動負債は、短期借入金が増加したものの、仕入債務及び前受金等の減少により、前連結会計年度末と比べ

1,071百万円減少し、10,487百万円となりました。また、固定負債は、長期借入金の返済等により、263百万円減

少し、1,519百万円となりました。 

純資産は、利益剰余金の減少に、為替換算調整勘定など評価・換算差額等のマイナス計上額の増加が加わり、

前連結会計年度末と比べ773百万円減少し、8,275百万円となりました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況  

当第２四半期連結累計期間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195百万円増加し、当第２四半期連結累計期間末では3,286百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

売上高の減少により売上債権が減少したものの、仕入債務が大幅に減少したことから、営業活動の結果支出

した資金は267百万円となりました。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

当社及びインド生産法人で、設備の改修が行われたことに加え、定期預金の預入れによる支出があり、投資

活動の結果支出した資金は138百万円となりました。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

配当金の支払いがあったものの借入金の増加により、財務活動の結果増加した資金は798百万円となりまし

た。 

  

 世界的な急激かつ大幅な景気後退、金融の収縮、為替動向の混迷など、経営環境の不透明感は引き続き継続してい

ます。 

 当社グループにおきましては、海外生産の一層の有効活用、生産品目の調整、大幅な費用の削減等を推し進めてお

りますが、ユーザーの設備投資の抑制化や、円独歩高による受注数量及び採算性に影響を受けることが予想されま

す。 

 このような中で、平成21年２月13日付「平成21年９月期第１四半期決算短信」に記載いたしました平成21年９月期

の連結業績予想（平成20年10月１日～平成21年９月30日）につきましては、第２四半期連結累計期間は、「１．連結

経営成績に関する定性的情報」に記載したとおり、上半期に出荷予定していた受注案件が客先の要請等で下半期へス

ライドした影響により、業績予想を修正することといたしました。 

 通期につきましては、前述の影響が下半期へずれ込むことや、為替の状況等も想定した範囲で推移していることな

どから「平成21年９月期第１四半期決算短信」に記載した通期の業績予想の範囲内で収束するものと予想され、現時

点におきましては修正は行いません。 

 なお、平成21年９月期第２四半期連結累計期間の修正理由につきましては、本日（平成21年５月15日）付「業績予

想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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



該当事項はありません。  

    

該当事項はありません。  

  

① 「四半期財務諸表に関する会計基準等」の適用 

  当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用  

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、製品及び仕掛品は、主として個別法による原価

法、原材料は主として移動平均法による原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資

産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、製品及び

仕掛品は、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）、原材料は主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法）により算定しております。 

  これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ

165,099千円減少しております。   

③ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

  第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

  これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ

8,973千円、35,222千円及び34,491千円増加しております。 

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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期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



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２四半期連結会計期間末
(平成21年３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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,411,661 3,183,804

受取手形及び売掛金 3,336,871 4,540,723

商品及び製品 1,294,698 1,662,561

仕掛品 4,493,892 3,614,649

原材料及び貯蔵品 2,636,672 3,398,296

繰延税金資産 542,327 633,667

その他 736,331 862,460

貸倒引当金 △227,734 △246,971

流動資産合計 16,224,721 17,649,191

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,396,542 1,557,823

機械装置及び運搬具（純額） 837,487 1,109,379

土地 836,231 836,231

その他（純額） 213,888 216,111

有形固定資産合計 3,284,151 3,719,545

無形固定資産 145,591 218,417

投資その他の資産   

投資有価証券 512,800 603,747

その他 325,433 397,741

貸倒引当金 △210,025 △197,551

投資その他の資産合計 628,208 803,937

固定資産合計 4,057,951 4,741,901

資産合計 20,282,672 22,391,093



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年３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９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,256,208 3,633,549

短期借入金 5,776,502 4,389,511

未払金 688,403 718,999

未払法人税等 187,338 580,478

前受金 1,262,515 1,811,876

賞与引当金 86,082 98,413

その他 230,621 326,624

流動負債合計 10,487,673 11,559,453

固定負債   

長期借入金 1,057,700 1,330,901

退職給付引当金 331,422 318,877

役員退職慰労引当金 122,429 133,034

その他 8,039 －

固定負債合計 1,519,592 1,782,813

負債合計 12,007,265 13,342,266

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,860,905 3,860,905

資本剰余金 3,196,356 3,196,356

利益剰余金 2,679,110 3,038,039

自己株式 △199,432 △199,209

株主資本合計 9,536,939 9,896,091

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △116,335 △44,386

為替換算調整勘定 △1,145,196 △802,878

評価・換算差額等合計 △1,261,532 △847,265

純資産合計 8,275,407 9,048,826

負債純資産合計 20,282,672 22,391,093



（２）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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 7,672,669

売上原価 4,714,703

売上総利益 2,957,965

販売費及び一般管理費 2,220,149

営業利益 737,815

営業外収益  

受取利息 20,824

受取配当金 5,570

その他 34,429

営業外収益合計 60,824

営業外費用  

支払利息 67,811

為替差損 432,843

その他 25,450

営業外費用合計 526,104

経常利益 272,535

特別利益  

役員退職慰労引当金戻入額 10,604

償却債権取立益 3,646

特別利益合計 14,250

特別損失  

固定資産売却損 46

固定資産除却損 27,161

特別損失合計 27,208

税金等調整前四半期純利益 259,578

法人税、住民税及び事業税 119,971

法人税等調整額 196,616

法人税等合計 316,587

四半期純損失（△） △57,008



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10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  

税金等調整前四半期純利益 259,578

減価償却費 215,237

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,644

受取利息及び受取配当金 △26,395

支払利息 67,811

売上債権の増減額（△は増加） 996,403

たな卸資産の増減額（△は増加） △169,344

仕入債務の増減額（△は減少） △1,316,322

前受金の増減額（△は減少） △324,080

その他 551,911

小計 265,444

利息及び配当金の受取額 27,556

利息の支払額 △66,739

法人税等の支払額 △493,437

営業活動によるキャッシュ・フロー △267,176

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △85,860

投資有価証券の取得による支出 △5,370

その他 △47,657

投資活動によるキャッシュ・フロー △138,887

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） 1,207,583

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △487,907

自己株式の取得による支出 △222

配当金の支払額 △220,481

財務活動によるキャッシュ・フロー 798,972

現金及び現金同等物に係る換算差額 △197,084

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 195,823

現金及び現金同等物の期首残高 3,091,061

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,286,884



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当社グループは、ストレッチブロー成形機、専用金型、付属機器及び部品の製造販売において単一事業を営ん

でおり、事業の種類別セグメント情報については該当ありません。   

  

当第２四半期連結累計期間（自平成20年10月１日 至平成21年３月31日） 

  
 （注）１．本邦以外の国又は地域の区分方法及び各区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。 

(1）国又は地域の区分方法………………地域的近接度によっております。 

(2）各区分に属する主な国又は地域……米 州：北米、中米、南米 

欧 州：西欧、北欧、東欧 

アジア：東アジア、南・西アジア、オセアニア 

２．会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「定性的情報・財務諸表等」「４．その他」「（３）四半期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」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法に比べ

て、当第２四半期連結累計期間の営業利益が、日本で165,099千円減少しております。 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

 「定性的情報・財務諸表等」「４．その他」「（３）四半期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」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外

子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しておりま

す。この変更に伴い、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益がアジアで11,123千円増

加し、欧州で2,150千円減少しております。 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成20年10月１日 至平成21年３月31日） 

  
 （注）１．国又は地域の区分方法及び各区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。 

(1）国又は地域の区分方法………………地域的近接度によっております。 

(2）各区分に属する主な国又は地域……米 州：北米、中米、南米 

欧 州：西欧、北欧、東欧 

アジア：東アジア、南・西アジア、オセアニア 

２．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

  日本 
（千円） 

米州
（千円） 

欧州
（千円） 

アジア
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高              

(1）外部顧客に対する売上高  2,197,885  1,164,968  1,578,030  2,731,784  7,672,669  －  7,672,669

(2）セグメント間の内部売上高  3,044,642  84,498  1,308  1,689,945  4,820,394  (4,820,394)  －

計  5,242,527  1,249,466  1,579,339  4,421,729  12,493,063  (4,820,394)  7,672,669

営業利益  65,484  83,716  88,744  434,787  672,733  65,082  737,815

〔海外売上高〕

  米州 欧州 アジア 計

Ⅰ 海外売上高 （千円）  1,448,442  1,703,167  3,596,587  6,748,196

Ⅱ 連結売上高 （千円）  －  －  －  7,672,669

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に
占める割合 （％）  18.9  22.2  46.9  88.0



 該当事項はありません。 

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）中間連結損益計算書 

   

  
前中間連結会計期間 

(自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日)  

 区分 金額（千円）  
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高    9,663,752  100.0

Ⅱ 売上原価    5,668,147  58.7

売上総利益    3,995,605  41.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費    2,855,062  29.5

営業利益    1,140,542  11.8

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息  28,585     

２．保険配当金   8,267     

３．その他  30,141  66,994  0.7

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息  76,966     

２．為替差損   486,081     

３．たな卸資産処分損  68,562     

４．たな卸資産評価損  12,424     

５．その他  60,960  704,994  7.3

経常利益    502,542  5.2

Ⅵ 特別利益       

１．固定資産売却益  458     

２．訴訟和解金  156,690  157,148  1.6

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産売却損  50     

２．固定資産除却損   23,646     

３．貸倒引当金繰入額  8,324  32,021  0.3

税金等調整前中間純利益    627,670  6.5

法人税、住民税及び事業税  277,740     

法人税等調整額  40,062  317,802  3.3

中間純利益    309,867  3.2

        



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間 

(自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日) 

区分 金額（千円） 

    
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  627,670

減価償却費   261,309

貸倒引当金の増減額(減少:△)  △17,821

退職給付引当金の増減額 
(減少:△) 

 △47,266

役員退職慰労引当金の増減額 
(減少:△) 

 17,264

受取利息及び配当金  △32,373

支払利息  76,966

為替差損益(差益:△)  708

売上債権の増減額(増加:△)  △1,003,623

たな卸資産の増減額(増加:△)  △387,972

仕入債務の増減額(減少:△)  435,466

前受金の増減額(減少:△)  380,078

その他  43,590

小計  353,997

利息及び配当金の受取額  32,756

利息の支払額  △73,808

法人税等の支払額  △514,648

営業活動によるキャッシュ・フロー  △201,704

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入れによる支出  △23,263

定期預金の払戻しによる収入  12,000

有形固定資産の取得による支出  △124,738

有形固定資産の売却による収入  602

無形固定資産の取得による支出  △49,209

投資有価証券の取得による支出  △261,398

投資有価証券の売却による収入  353,211

その他  565

投資活動によるキャッシュ・フロー  △92,229

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増加による収入  867,093

短期借入金の減少による支出  △432,337

長期借入金の減少による支出  △580,311

自己株式の取得による支出  △193,972

配当金の支払額  △153,385

財務活動によるキャッシュ・フロー  △492,913

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △214,417

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 
(減少:△) 

 △1,001,264

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  4,320,544

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  3,319,280

    



 当社グループは、ストレッチブロー成形機、専用金型、付属機器及び部品の製造販売において単一事業を営ん

でおり、事業の種類別セグメント情報については該当ありません。   

  

前中間連結会計期間（自平成19年10月１日 至平成20年３月31日） 

  
 （注） 本邦以外の国又は地域の区分方法及び各区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。 

(1）国又は地域の区分方法………………地域的近接度によっております。 

(2）各区分に属する主な国又は地域……米 州：北米、中米、南米 

欧 州：西欧、北欧、東欧 

アジア：東アジア、南・西アジア、オセアニア 

  

前中間連結会計期間（自平成19年10月１日 至平成20年３月31日） 

   
 （注）１．国又は地域の区分方法及び各区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。 

(1）国又は地域の区分方法………………地域的近接度によっております。 

(2）各区分に属する主な国又は地域……米 州：北米、中米、南米 

欧 州：西欧、北欧、東欧 

アジア：東アジア、南・西アジア、オセアニア 

２．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

  日本 
（千円） 

米州
（千円） 

欧州
（千円） 

アジア
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高              

(1）外部顧客に対する売上高  3,176,891  1,401,855  2,158,686  2,926,319  9,663,752  －  9,663,752

(2）セグメント間の内部売上高  4,269,382  123,437  10,411  1,908,426  6,311,656  (6,311,656)  －

計  7,446,273  1,525,292  2,169,097  4,834,745  15,975,408  (6,311,656)  9,663,752

営業費用  6,894,080  1,449,512  2,069,481  4,519,939  14,933,014  (6,409,804)  8,523,210

営業利益  552,193  75,779  99,615  314,805  1,042,394  98,148  1,140,542

〔海外売上高〕

  米州 欧州 アジア 計

Ⅰ 海外売上高 （千円）  1,926,015  2,207,788  4,340,178  8,473,982

Ⅱ 連結売上高 （千円）  －  －  －  9,663,752

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に
占める割合 （％）  19.9  22.9  44.9  87.7



 生産、受注及び販売の状況  

 当社グループは、ストレッチブロー成形機、専用金型、付属機器及び部品の製造販売において単一事業を営んでお

り、事業の種類別セグメント情報については該当していないため、製品別に記載いたします。 

  

① 生産実績 

  
 （注） 金額は平均販売価格によって表示しております。 

  

② 受注状況 

 当社グループは顧客の注文により製品を生産し販売する受注生産制を主体としており、受注状況は次のとお

りであります。 

  

③ 販売実績 

   

６．その他の情報

製品別 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年３月31日） 

金額（千円) 

ストレッチブロー成形機  5,069,952

金型  2,137,558

付属機器  319,062

合計  7,526,573

製品別 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年３月31日） 

受注高（千円) 受注残高（千円) 

ストレッチブロー成形機  3,326,631  3,063,617

金型  1,974,921  1,742,634

付属機器  334,360  254,109

部品その他  1,036,258  114,115

合計  6,672,172  5,174,476

製品別 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年３月31日） 

金額（千円) 

ストレッチブロー成形機  3,719,038

金型  2,496,585

付属機器  443,532

部品その他  1,013,513

合計  7,672,669
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