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1.  平成21年9月期第3四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成21年6月30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3四半期 11,053 ― 1,085 ― 698 ― 230 ―
20年9月期第3四半期 14,276 8.7 1,738 11.9 1,242 △23.2 809 2.8

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3四半期 15.34 ―
20年9月期第3四半期 53.45 ―

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3四半期 20,157 8,676 43.0 577.59
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3四半期  8,676百万円 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、４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3四半期 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3四半期  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3四半期 15,022,095株 20年9月期第3四半期 15,137,497株



 当第３四半期連結累計期間（以下、当第３四半期）におきましては、世界同時不況による需要不振の影響を被り、

受注高は9,780百万円（前年同期比59.3％）と極めて低い水準に留まりました。この中で、出荷高に相当する売上高

は、受注済み製品の生産・出荷に傾注し、大幅減収ながら11,053百万円（同77.4％）を計上し、減少幅の緩和に尽力

いたしました。本年６月末の受注残高は4,901百万円（前年同期8,347百万円）となりました。 

 地域別売上高は、各地域とも前年を大きく下回る結果となっている中、シャンプー用成形機等の出荷で好調のスペ

イン、茶飲料用の耐熱容器成形機の出荷があった台湾、インド工場からの直接販売が貢献したインド市場が売上伸長

を果たしました。なお、当第３四半期の海外売上高比率は89.8％（前年同期87.7％）となりました。 

 機種別売上高は、ＡＳＢ－650ＮＨⅡ型が伸長した反面、中核製品の中型汎用機ＡＳＢ－70ＤＰシリーズ機、及び

1.5ステップタイプのＰＦシリーズ機が低迷し、前年同期を大幅に下回りました。また、小型機ＡＳＢ－50ＭＢ型は

前年同期を下回ったものの、四半期ベースでは、直前の第２四半期（３ヶ月）に比して大幅に増加するなど回復の兆

しを見せています。  

 一方、利益面におきましては、調達費や外注費の削減を徹底するとともに、人件費・経費など固定費支出の抑制活

動にも注力いたしましたが、売上ボリュームの減少が大きく影響し、更に、たな卸資産評価減の計上も加わって、売

上総利益（粗利）は4,309百万円（前年同期比73.2％）、営業利益は1,085百万円（同62.5％）と大幅な減益となりま

した。また、期中の円高の進展から為替差損の計上を余儀なくされ、経常利益は698百万円（同56.2％）となりまし

た。一方、 終損益の四半期純利益は230百万円（同28.5％）と大幅な減益となりました。減益幅が高いのは、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のに加え、前年度は訴訟和解金が特別利益に計上されていたこ

とによる影響です。 

  

（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３四半

期連結累計期間の四半期連結損益計算書と前年同四半期連結累計期間の四半期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３四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1,595百

万円減少し、16,053百万円となりました。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637百万円減少し、4,104百万円となりました。 

流動負債は、短期借入金が増加したものの仕入債務の大幅な減少等により、前連結会計年度末と比べ1,815百

万円減少し、9,744百万円となりました。また、固定負債は、長期借入金の返済等により、45百万円減少し、

1,736百万円となりました。 

純資産は、四半期純利益が計上されたものの、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が増

加し、前連結会計年度末と比べ372百万円減少し、8,676百万円となりました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況  

当第３四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491百万円増加し、当第３四半期連結累計期間末では3,582百万円となりました。 

当第３四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 

税金等調整前四半期純利益の計上及び売上債権の減少による収入があったものの、仕入債務の大幅な減少及

び法人税等の支払いによる支出が上回り、営業活動の結果支出した資金は191百万円となりました。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

インド生産法人の設備の増設・改修、及び定期預金の預入れによる支出等があり、投資活動の結果支出した

資金は363百万円となりました。 

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1,202百万円となりま

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

２．連結財政状態に関する定性的情報



 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５月15日付「平成21年９月期第２四半期決算短信」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、前記「１．連結経営成績に関する定性的

情報」に記載したとおり、第３四半期連結累計期間の受注成約高は極めて低い水準に留まりました。このため７月以

降の出荷は低迷することが予想されるほか、為替などの外的環境による影響も懸念されることなどから、「平成21年

９月期第２四半期決算短信」に記載した通期の業績予想を据え置き、現時点では変更はありません。 

 なお、今後の情報収集等により業績予想の修正が必要と判断した場合には、速やかに公表する予定です。 

  

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３四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

211,265千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３四半期連結累計期間の営業利益は15,793千円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益

は41,500千円増加しております。  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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３四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20年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,856,599 3,183,804

受取手形及び売掛金 2,951,242 4,540,723

商品及び製品 1,261,153 1,662,561

仕掛品 4,370,694 3,614,649

原材料及び貯蔵品 2,674,805 3,398,296

繰延税金資産 525,991 633,667

その他 648,896 862,460

貸倒引当金 △236,157 △246,971

流動資産合計 16,053,225 17,649,191

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,376,679 1,557,823

機械装置及び運搬具（純額） 817,630 1,109,379

土地 836,231 836,231

その他（純額） 267,236 216,111

有形固定資産合計 3,297,779 3,719,545

無形固定資産 139,119 218,417

投資その他の資産   

投資有価証券 575,954 603,747

その他 312,190 397,741

貸倒引当金 △220,742 △197,551

投資その他の資産合計 667,403 803,937

固定資産合計 4,104,302 4,741,901

資産合計 20,157,527 22,391,093



（単位：千円）

当第３四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20年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,609,146 3,633,549

短期借入金 6,064,130 4,389,511

未払金 518,811 718,999

未払法人税等 214,201 580,478

前受金 1,045,955 1,811,876

賞与引当金 134,139 98,413

その他 157,927 326,624

流動負債合計 9,744,312 11,559,453

固定負債   

長期借入金 1,171,700 1,330,901

退職給付引当金 360,011 318,877

役員退職慰労引当金 127,589 133,034

その他 77,603 －

固定負債合計 1,736,904 1,782,813

負債合計 11,481,216 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 2,966,614 3,038,039

自己株式 △199,432 △199,209

株主資本合計 9,824,444 9,896,091

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △79,091 △44,386

為替換算調整勘定 △1,069,041 △802,878

評価・換算差額等合計 △1,148,132 △847,265

純資産合計 8,676,311 9,048,826

負債純資産合計 20,157,527 22,391,093



（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10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 11,053,740

売上原価 6,744,315

売上総利益 4,309,424

販売費及び一般管理費 3,223,857

営業利益 1,085,567

営業外収益  

受取利息 25,379

受取配当金 9,577

その他 35,072

営業外収益合計 70,029

営業外費用  

支払利息 99,270

為替差損 331,538

その他 26,509

営業外費用合計 457,318

経常利益 698,278

特別利益  

固定資産売却益 2,781

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 17,031

特別損失  

固定資産売却損 759

固定資産除却損 27,184

特別損失合計 27,944

税金等調整前四半期純利益 687,365

法人税、住民税及び事業税 208,644

法人税等調整額 248,225

法人税等合計 456,870

四半期純利益 230,495



（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10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 687,365

減価償却費 326,046

貸倒引当金の増減額（△は減少） 29,705

受取利息及び受取配当金 △34,956

支払利息 99,270

売上債権の増減額（△は増加） 1,424,864

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,481

仕入債務の増減額（△は減少） △1,982,227

前受金の増減額（△は減少） △558,838

その他 433,081

小計 426,791

利息及び配当金の受取額 40,355

利息の支払額 △97,861

法人税等の支払額 △561,052

営業活動によるキャッシュ・フロー △191,766

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 △171,497

投資有価証券の取得による支出 △5,970

その他 △185,594

投資活動によるキャッシュ・フロー △363,061

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） 1,431,317

長期借入れによる収入 800,000

長期借入金の返済による支出 △807,513

自己株式の取得による支出 △222

配当金の支払額 △220,788

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,202,793

現金及び現金同等物に係る換算差額 △156,366

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 491,599

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 3,582,661



 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３四半期連結累計期間（自平成20年10月１日 至平成21年６月30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３四半期連結累計期間の営業利益が、日本で211,265千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３四半期連結累計期間の営業利益がアジアで18,059千円増

加し、欧州で2,265千円減少しております。 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成20年10月１日 至平成21年６月30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  2,669,420  1,537,400  2,278,000  4,568,918  11,053,740  －  11,053,740

(2）セグメント間の内部売上高  4,505,444  106,013  4,230  2,078,391  6,694,079 ( ) 6,694,079  －

計  7,174,865  1,643,413  2,282,230  6,647,310  17,747,820 ( ) 6,694,079  11,053,740

営業利益  40,649  54,453  115,876  786,780  997,760  87,807  1,085,567

〔海外売上高〕

  米州 欧州 アジア 計

Ⅰ 海外売上高 （千円）  1,861,443  2,485,090  5,579,383  9,925,918

Ⅱ 連結売上高 （千円）  －  －  －  11,053,740

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に
占める割合 （％）  16.8  22.5  50.5  89.8



 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）(要約)四半期連結損益計算書 

  

  
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成19年10月１日 
至 平成20年６月30日)  

 区分 金額（千円） 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高  14,276,637  100.0

Ⅱ 売上原価  8,392,783  58.8

売上総利益  5,883,854  41.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費  4,145,675  29.0

営業利益  1,738,178  12.2

Ⅳ 営業外収益  89,758  0.6

Ⅴ 営業外費用  585,421  4.1

経常利益  1,242,514  8.7

Ⅵ 特別利益  157,148  1.1

Ⅶ 特別損失  42,078  0.3

税金等調整前四半期純利益  1,357,584  9.5

法人税、住民税及び事業税  579,189  4.0

法人税等調整額  △30,645  △0.2

四半期純利益  809,040  5.7

      



（２）(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成19年10月１日 
至 平成20年６月30日) 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益  1,357,584

減価償却費   399,886

貸倒引当金の増減額(減少:△)  △51,480

受取利息及び配当金  △53,168

支払利息  114,403

売上債権の増減額(増加:△)  △1,311,459

たな卸資産の増減額(増加:△)  △1,479,881

仕入債務の増減額(減少:△)  1,092,107

その他  781,172

小計  849,163

利息及び配当金の受取額  57,480

利息の支払額  △118,478

法人税等の支払額  △655,076

営業活動によるキャッシュ・フロー  133,089

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  △35,951

定期預金の払戻しによる収入  24,000

有形固定資産の取得による支出  △220,053

投資有価証券の取得による支出  △261,998

投資有価証券の売却による収入  363,330

その他  △58,650

投資活動によるキャッシュ・フロー  △189,323

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  1,706,114

短期借入金の減少による支出  △1,082,555

長期借入金の増加による収入  200,000

長期借入金の減少による支出  △1,109,071

自己株式の取得による支出  △194,519

配当金の支払額  △153,385

財務活動によるキャッシュ・フロー  △633,415

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △102,190

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 
(減少:△) 

 △791,841

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四半期末残高  3,528,703

    



 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３四半期連結累計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年６月30日） 

金額（千円) 

ストレッチブロー成形機  6,439,532

金型  3,118,947

付属機器  442,102

合計  10,000,582

製品別 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年６月30日） 

受注高（千円) 受注残高（千円) 

ストレッチブロー成形機  5,008,091  3,003,798

金型  2,828,347  1,553,754

付属機器  469,245  262,092

部品その他  1,475,039  82,310

合計  9,780,724  4,901,957

製品別 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年６月30日） 

金額（千円) 

ストレッチブロー成形機  5,460,317

金型  3,538,890

付属機器  570,433

部品その他  1,484,098

合計  11,053,740
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