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1.  平成22年9月期第1四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成21年12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 ％

22年9月期第1四半期 4,057 △6.0 531 △2.7 596 253.5 409 ―
21年9月期第1四半期 4,318 ― 546 ― 168 ― △181 ―

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

22年9月期第1四半期 27.27 ―
21年9月期第1四半期 △12.09 ―

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

22年9月期第1四半期 19,503 9,122 46.8 607.31
21年9月期 18,682 8,695 46.5 578.86

（参考） 自己資本   22年9月期第1四半期  9,122百万円 21年9月期  8,695百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年9月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
22年9月期 ―
22年9月期 

（予想）
0.00 ― 12.50 12.50

3.  平成22年9月期の連結業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30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）

（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

第2四半期 
連結累計期間

7,200 △6.2 640 △13.3 560 105.5 380 ― 25.30

通期 15,600 4.5 1,740 10.0 1,550 39.0 860 73.1 57.25



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） 

(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 
  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。業績予想等の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年9月期第1四半期 15,348,720株 21年9月期  15,348,720株
② 期末自己株式数 22年9月期第1四半期  328,245株 21年9月期  327,320株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第1四半期 15,020,994株 21年9月期第1四半期 15,022,568株



当第１四半期連結会計期間（平成21年10月１日～平成21年12月31日、以下、当第１四半期又は当期間）におきまし

ては、売上高は、前期（昨年９月期）末の受注残高（5,058百万円）が前期中の世界的な経済低迷の影響を被り僅少

であったことにより、4,057百万円（前年同期比94.0％）と減少いたしました。しかしながら、ユーザーの設備投資

マインドは総じて動意づき始め、当期間の受注高は5,373百万円（同131.2％）と急増し、当期間末現在の受注残高も

6,374百万円（前年同期末比107.1％）を計上するなど、長く引き続いた需要の停滞状態からは脱したと判断できる指

標を示し、今後の売上増進を期しています。 

地域別売上高では、台湾での新耐熱ボトル成形システムの採用、韓国での乳飲料向け中・小型機の出荷が寄与した

東アジア市場は、中国が低迷し全体では微減となりました。また、欧州市場では、トルコが復調したものの、他地域

での停滞が続き、全体では大幅に減少し、国内市場も減収となりました。一方、米州では中米が健闘し、南・西アジ

ア市場は、インド・レバノン・バングラデシュなどが好調な出荷実績を収めるなど、地域により需要の回復状況には

濃淡が表れています。なお、当第１四半期の連結海外売上高比率は92.0％（前年同期89.8％）となりました。 

機種別売上高では、ＡＳＢ－150ＤＰ型や小型機ＡＳＢ－50ＭＢ型など１（ワン）ステップタイプ機が好調な販売

成果を示したほか、ＰＦ８－４Ｂ型など1.5ステップタイプ機も大幅に伸長いたしました。しかしながら、昨年の経

済低迷下、成形機本体に比べ投資金額が相対的に低廉であったため代替需要により減少が抑制できた金型、付属機器

及び部品その他は昨年の反動もあり、売上が減少いたしました。 

一方、利益面では、上記の減収、並びに初期開発コストが付加された新製品の出荷などもあり、売上総利益は

1,581百万円（前年同期比84.4％）と減益となりましたが、営業利益は、販売費及び一般管理費の節減に努めた結

果、減益額は圧縮され531百万円（同97.3％）と、微減で収まりました。 

また、前年第１四半期では、多額の為替差損の計上を余儀なくされたことに比べ、当期間は比較的穏やかな為替変

動の中、期末日レートが前期末比で小幅な円安水準となったことから為替差益が計上され、経常利益はこの影響もあ

り596百万円（前年同期比353.5％）、約3.5倍という大幅な増益となりました。 

終損益では、投資有価証券評価損104百万円の計上を余儀なくされたものの法人税等が減少したことから、当第

１四半期は四半期純利益409百万円（前年同期：四半期純損失181百万円）を計上することができました。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況  

当第１四半期連結会計期間末の流動資産は、現金及び預金、及び売上債権の増加により、前連結会計年度末と

比べ814百万円増加し15,575百万円となりました。また、固定資産は、ＩＴ基幹システムの導入費用の計上等も

あり、前連結会計年度末と比べ６百万円増加し3,928百万円となりました。 

流動負債は、短期借入金が減少したものの、仕入債務及び前受金の増加により、前連結会計年度末と比べ606

百万円増加し8,759百万円となりました。また、固定負債は、長期借入金の返済等により、211百万円減少し

1,622百万円となりました。 

純資産は、四半期純利益の計上、及び為替換算調整勘定のマイナス計上額の減少により、前連結会計年度末と

比べ426百万円増加し9,122百万円となりました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況   

当第１四半期連結会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910百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末では3,767百万円となりました。 

当第１四半期連結会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506百万円の計上に、仕入債務及び前受金の増加などの資金の増加要因が加わ

り、営業活動の結果増加した資金は1,408百万円（前年同期：723百万円の支出）となりました。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー  

基幹システムの導入に伴う支出が発生したものの定期預金の払い戻しによる増加要因があり、投資活動の結

果増加した資金は123百万円（前年同期：27百万円の収入）となりました。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

借入金の減少及び配当金の支払いにより、財務活動の結果支出した資金は667百万円（前年同期1,058百万円

の収入）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



当社グループにおきましては、市場需要を喚起・創造できる商品開発の促進と市場導入、ユーザーニーズに合った

製品構成への切り替えによる機種統合及び部品の共有化、海外生産工場の活用による製造・調達コストの低減、的確

な販売戦略の実施による採算性の維持・向上などを短期的な経営課題として捉え、積極的な推進活動を行っておりま

す。 

このような中で、「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１四半期連結会計期間の受注成

約高は、回復の兆しが見え始めたものの、まだ、本格的な回復には至っておらず、不透明な経営環境は当面続くと予

想されるほか、為替・株価などの外的環境による影響も懸念されております。 

このため、平成21年11月17日付「平成21年９月期決算短信」に記載した平成22年９月期の連結業績予想（平成21年

10月１日～平成22年９月30日）は、そのまま据え置くこととし、現時点では修正を行わないことといたします。 

なお、今後の情報収集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おります。 

  

該当事項はありません。   

  

該当事項はありません。   

  

該当事項はありません。 

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１四半期連結会計期間末
(平成21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21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,259,148 3,499,220

受取手形及び売掛金 3,270,246 3,137,027

商品及び製品 1,111,277 1,110,792

仕掛品 3,625,242 3,897,958

原材料及び貯蔵品 2,626,656 2,510,536

繰延税金資産 402,773 327,506

その他 478,309 496,821

貸倒引当金 △198,389 △219,156

流動資産合計 15,575,265 14,760,707

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,308,164 1,306,233

機械装置及び運搬具（純額） 764,624 787,257

土地 836,231 836,231

その他（純額） 173,408 179,619

有形固定資産合計 3,082,429 3,109,342

無形固定資産 248,041 137,303

投資その他の資産   

投資有価証券 488,471 518,602

その他 267,741 320,337

貸倒引当金 △158,272 △163,928

投資その他の資産合計 597,940 675,011

固定資産合計 3,928,411 3,921,657

資産合計 19,503,676 18,682,365



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,009,303 1,519,687

短期借入金 4,519,550 4,813,621

未払金 389,091 289,145

未払法人税等 102,993 111,376

前受金 1,398,228 1,025,273

賞与引当金 44,002 92,106

役員賞与引当金 5,030 18,000

その他 291,383 284,103

流動負債合計 8,759,582 8,153,313

固定負債   

長期借入金 1,102,680 1,323,590

退職給付引当金 370,145 363,734

役員退職慰労引当金 137,197 133,525

その他 12,045 12,981

固定負債合計 1,622,069 1,833,831

負債合計 10,381,651 9,987,144

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 3,492,456 3,233,052

自己株式 △199,725 △199,485

株主資本合計 10,349,992 10,090,828

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △70,377 △114,075

為替換算調整勘定 △1,157,590 △1,281,532

評価・換算差額等合計 △1,227,967 △1,395,607

純資産合計 9,122,024 8,695,220

負債純資産合計 19,503,676 18,682,365



（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10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 4,318,249 4,057,181

売上原価 2,444,454 2,476,020

売上総利益 1,873,794 1,581,160

販売費及び一般管理費 1,327,193 1,049,317

営業利益 546,600 531,843

営業外収益   

受取利息 5,391 19,366

受取配当金 5,253 3,157

為替差益 － 68,607

その他 10,733 14,829

営業外収益合計 21,378 105,961

営業外費用   

支払利息 33,185 38,127

為替差損 345,726 －

その他 20,327 3,231

営業外費用合計 399,239 41,359

経常利益 168,739 596,445

特別利益   

固定資産売却益 － 4,353

貸倒引当金戻入額 30,618 12,776

役員退職慰労引当金戻入額 7,180 －

特別利益合計 37,798 17,129

特別損失   

固定資産売却損 48 1,646

固定資産除却損 1,297 1,315

投資有価証券評価損 － 104,150

特別損失合計 1,345 107,113

税金等調整前四半期純利益 205,192 506,461

法人税、住民税及び事業税 69,144 180,216

法人税等調整額 317,659 △83,373

法人税等合計 386,804 96,843

四半期純利益又は四半期純損失（△） △181,612 409,618



（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10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21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 205,192 506,461

減価償却費 109,346 110,402

貸倒引当金の増減額（△は減少） 45,970 △28,892

受取利息及び受取配当金 △10,644 △22,524

支払利息 33,185 38,127

売上債権の増減額（△は増加） 292,331 △95,790

たな卸資産の増減額（△は増加） △552,287 258,291

仕入債務の増減額（△は減少） △321,555 464,025

前受金の増減額（△は減少） △392,851 345,598

その他 355,537 19,626

小計 △235,773 1,595,325

利息及び配当金の受取額 14,308 28,589

利息の支払額 △38,595 △32,728

法人税等の支払額 △463,082 △182,861

営業活動によるキャッシュ・フロー △723,142 1,408,325

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） － 185,153

有形固定資産の取得による支出 △40,149 △15,915

投資有価証券の取得による支出 △4,770 △600

その他 72,586 △45,220

投資活動によるキャッシュ・フロー 27,667 123,418

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） 1,588,211 △92,890

長期借入金の返済による支出 △313,305 △429,110

自己株式の取得による支出 △100 △240

配当金の支払額 △216,035 △145,465

その他 － △263

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,058,769 △667,970

現金及び現金同等物に係る換算差額 △308,241 46,479

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 55,052 910,253

現金及び現金同等物の期首残高 3,091,061 2,857,666

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,146,114 3,767,920



 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。  

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日） 

  
  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12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 

前第１四半期連結累計期間  

 （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、当第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、営業利益が、日本で82,219千円減少しております。 

  

（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  1,081,078  631,474  1,170,487  1,435,209  4,318,249  －  4,318,249

(2）セグメント間の内部売上高  1,626,266  19,236  106  1,027,223  2,672,832  (2,672,832)  －

計  2,707,344  650,710  1,170,593  2,462,433  6,991,082  (2,672,832)  4,318,249

営業利益  30,647  28,440  115,608  242,401  417,098  129,502  546,600

  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  760,853  701,664  802,587  1,792,075  4,057,181  －  4,057,181

(2）セグメント間の内部売上高  1,989,879  7,614  1,445  665,572  2,664,512  (2,664,512)  －

計  2,750,733  709,279  804,033  2,457,647  6,721,694  (2,664,512)  4,057,181

営業利益  73,942  12,380  57,276  376,452  520,052  11,791  531,843



前第１四半期連結累計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日） 

  
  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12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。   

   

 該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕

  米州 欧州 アジア 計

Ⅰ 海外売上高 （千円）  808,095  1,277,179  1,793,454  3,878,729

Ⅱ 連結売上高 （千円）  －  －  －  4,318,249

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に
占める割合 （％）  18.7  29.6  41.5  89.8

  米州 欧州 アジア 計

Ⅰ 海外売上高 （千円）  722,216  825,894  2,183,796  3,731,906

Ⅱ 連結売上高 （千円）  －  －  －  4,057,181

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に
占める割合 （％）  17.8  20.4  53.8  92.0

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



 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 

  

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

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

  
前年同期比(％) 

  
  

金額（千円） 金額（千円） 

ストレッチブロー成形機  2,973,337  1,896,986  63.8

金型  1,227,561  858,817  70.0

付属機器  167,373  125,340  74.9

  
合計  4,368,272  2,881,143  66.0

  
製品別  

    

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

      

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

  
前年同期比  

      

  
受注高(千円) 受注残高(千円) 受注高(千円) 受注残高(千円) 

  
受注高(％) 受注残高(％)

ストレッチブロー成形機  2,021,390  3,319,333  3,253,376  3,775,943  160.9  113.8

金型  1,263,733  2,176,517  1,395,169  2,213,371  110.4  101.7

付属機器  287,063  343,153  194,698  266,320  67.8  77.6

部品その他  522,068  111,974  529,854  119,173  101.5  106.4

  
合計  4,094,255  5,950,979  5,373,099  6,374,810  131.2  107.1

  
製品別  

    

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

      

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

  
前年同期比(％) 

        
  

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 

ストレッチブロー成形機  2,158,081  50.0  2,381,855  58.7  110.4

金型  1,351,514  31.3  1,015,000  25.0  75.1

付属機器  307,190  7.1  166,204  4.1  54.1

部品その他  501,463  11.6  494,120  12.2  98.5

  
合計  4,318,249  100.0  4,057,181  100.0  94.0
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