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1.  平成22年9月期第2四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成22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 ％

22年9月期第2四半期 8,542 11.3 1,327 79.9 1,363 400.4 1,000 ―
21年9月期第2四半期 7,672 ― 737 ― 272 ― △57 ―

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2四半期 66.61 ―
21年9月期第2四半期 △3.79 ―

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2四半期 19,724 9,895 50.2 658.85
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2四半期  9,895百万円 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 ― 0.00
22年9月期 

（予想）
― 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  有   

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 17,700 18.6 2,410 52.3 2,290 104.1 1,540 209.9 102.53



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2四半期 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2四半期  329,340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2四半期 15,020,310株 21年9月期第2四半期 15,022,343株



  

 連結中間期  営業利益・経常利益・ 終利益で過去 高記録を更新 

  

 当第２四半期連結累計期間（平成21年10月１日～平成22年３月31日、以下、当第２四半期又は当期間）におきまし

ては、長く引き続いた不況が底入れしつつあり、設備化を抑制してきたユーザーの投資意欲も旺盛さを取り戻し、事

業は好況へ転じました。当期間に成約した受注高は、9,482百万円（前年同期比142.1％）と、極めて顕著な伸びを示

すとともに、受注から概ね４－６ヵ月間のリードタイムを経て計上される売上高は、前期（昨年９月期）末現在の受

注残が相対的にはやや僅少（5,058百万円）であった中、受注製品の生産・出荷活動に尽力し、8,542百万円（同

111.3％）と増収を果たすことができました。なお、本年３月末の受注残高は、5,998百万円（前年同期末5,174百万

円）となりました。 

 営業活動では、前期、支出削減のため抑制化した展示会への出展を本格的に再開し、特に、今後の成長が期待され

る中南米・アフリカ・アジア地域などの有望市場を中心に意欲的に参加し、ユーザーへの訴求に尽力いたしました。

また、当期間に発表した新製品の販売促進・市場浸透に集中して取り組み、新規需要の喚起を図ったほか、景況の影

響で値崩れしがちな環境下で、利益性を重視した受注獲得活動の遂行に意を注ぎました。 

 また、技術・生産面では、生産性を飛躍的に向上させた大型成形機を開発し、販売を開始するとともに、需要増が

期待される高品質耐熱容器用の新型成形機の開発、及びＰＥＴ製大型容器用の成形機の開発に取り組みました。併せ

て、製造原価のなお一層の低減化を目標に、生産活動の要であるインド工場の活用度を高める取り組みを進めるとと

もに、東南アジアからの部材購入ルートの確保など海外調達の拡大化を図る諸策を講じました。 

  

 地域別売上高では、米州は、世界同時不況の震源地となった北米地域が微増に転じるとともに、メキシコなど中米

地域も増収となりました。域内に有力市場を擁する南・西アジア市場では、特に著しい経済発展を遂げるインド市場

の需要が極めて旺盛で、現地で大規模工場を拠点化している強みも発揮され、大幅に同国での売上を伸ばしました。

更に、バングラデシュやケニアなどで好調な販売成果を残し、市場全体で大きく伸長しました。また、景気停滞感が

いまだに漂う欧州地域では、前期に減収となったトルコの復調やポーランドなどの売上伸長もあり、微増となりまし

た。一方、東アジア地域では、新鋭の耐熱成形機の出荷などで台湾が進展した中で、中国が振るわず減収となったほ

か、相対的に景気回復の歩みが遅れている国内や南米地域も同様に、減収となりました。なお、当第２四半期の海外

売上高比率は92.7％（前年同期88.0％）となりました。 

  

 機種別売上高では、ストレッチブロー成形機は、景況の回復と投資マインドの復調により、需給状況が大きく好転

し、増収となりました。１（ワン）ステップタイプの中核機ＡＳＢ－70ＤＰ型が好調な販売成果を示すとともに、価

格性に優れ世界中で人気の小型機ＡＳＢ－50ＭＢ型は、インド国内需要にも支えられて大きく伸長しました。また、

米国市場で好調な大型機ＡＳＢ－150ＤＰ型や、多品種少量生産に適した小型機ＡＳＢ－12Ｎ/10型なども売上を伸ば

しました。更に、ＰＦ８－４Ｂ型などの1.5ステップタイプのＰＦシリーズ機は、東南アジアに加え、アフリカ地域

などのＰＥＴボトル新興市場で順調に売上を伸ばしました。一方、一昨年秋からの不況下、需要急減の成形機に比べ

投資金額が相対的に寡少で済むため、前年は売上微増となった金型及び部品その他の当期間の売上は、前年の反動な

どの影響もあり、減収となりました。 

  

 利益面につきましては、増収に伴う収益性の改善効果に加え、インド工場増産によるコストダウンメリット、及び

海外調達の活用による製造原価の低減化に尽力した結果、売上総利益は3,450百万円（前年同期比116.7％）と改善い

たしました。また、経費支出の圧縮化に引き続き取り組むとともに、技術面では当期間の商品開発対象を厳選し効率

化を図ったことにより、販売費及び一般管理費が減少し、営業利益は1,327百万円（同179.9％）を計上し、大幅な増

益を達成することができました。 

 また、前年同期、急激な為替の変動により、多額の為替差損の計上を強いられましたが、当期間は比較的安定した

為替相場に支えられ、僅少の為替差益を計上するなど営業外損益が好転した結果、経常利益は1,363百万円（同

500.4％）と、急増する結果となりました。 

 この結果、 終利益の四半期純利益は1,000百万円と、前年同期の赤字計上（四半期純損失57百万円）から一転し

て、急浮上することができました。なお、第23期（2001年９月期）から集計している連結中間期（第31期以降は第２

四半期連結累計期間）ベースの営業利益・経常利益・ 終利益の各利益指標では、それぞれ 高記録を達成し、「Ｖ

字回復」とも見える著しい成果を収めることができました。 

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



（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、たな卸資産及び売上債権が減少したものの、現金及び預金の大幅

な増加により、前連結会計年度末と比べ964百万円増加し15,725百万円となりました。また、固定資産は、ＩＴ

基幹システムの構築費用及び為替の変動による計上額の増加等もあり、前連結会計年度末と比べ76百万円増加し

3,998百万円となりました。 

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３百

万円増加し8,157百万円となりました。また、固定負債は、長期借入金の返済等により、162百万円減少し1,671

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1,200百万円増加し9,895百万円となりました。 

  

（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607百万円増加し、当第２四半期連結累計期間末では3,464百万円となりました。 

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 

税金等調整前四半期純利益1,401百万円の計上に、仕入債務の増加、及びたな卸資産・売上債権の減少など

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2,716百万円（前年同期：267百万円の支出）と大

幅な増加となりました。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の預け入れによる支出、及びＩＴ基幹システムの導入に伴う支出等があり、投資活動の結果支出し

た資金は626百万円（前年同期：138百万円の支出）となりました。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

借入金の返済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1,487百万円（前年同期：798百万

円の収入）となりました。 

  

 当社グループにおきましては、需要を喚起・創成できる魅力ある商品開発の促進、ユーザーニーズにフィットする

製品構成を目指した機種統合を推進するとともに、部品の共有化、海外生産工場の活用、及び部材の海外調達による

製造・調達コストの低減化を進めております。加えて、販売戦略の的確な実施による収益性の維持・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２四半期連結累計期間の受注成

約高・売上高状況は、世界同時不況前の水準には至らないものの、長く引き続いた需要の停滞から脱したと判断でき

る状況となりました。また、業績状況には為替・株価など、今後の外的環境による懸念材料が残る中、当初予想を大

幅に上回る状況で推移しております。 

 これらの状況を勘案した結果、平成21年11月17日付「平成21年９月期決算短信」に記載いたしました平成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）を上方修正いたします。修正理由につきましては、本日

（平成22年５月14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。 

  

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。 

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

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22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21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,669,964 3,499,220

受取手形及び売掛金 3,018,118 3,137,027

商品及び製品 1,050,450 1,110,792

仕掛品 3,467,596 3,897,958

原材料及び貯蔵品 2,685,709 2,510,536

繰延税金資産 429,328 327,506

その他 502,594 496,821

貸倒引当金 △98,117 △219,156

流動資産合計 15,725,644 14,760,707

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,304,454 1,306,233

機械装置及び運搬具（純額） 752,388 787,257

土地 836,231 836,231

その他（純額） 192,366 179,619

有形固定資産合計 3,085,441 3,109,342

無形固定資産 262,100 137,303

投資その他の資産   

投資有価証券 543,278 518,602

その他 255,808 320,337

貸倒引当金 △148,037 △163,928

投資その他の資産合計 651,048 675,011

固定資産合計 3,998,590 3,921,657

資産合計 19,724,234 18,682,365



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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21年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,259,283 1,519,687

短期借入金 3,755,759 4,813,621

未払金 347,011 289,145

未払法人税等 273,884 111,376

前受金 1,124,684 1,025,273

賞与引当金 124,209 92,106

役員賞与引当金 10,060 18,000

その他 262,185 284,103

流動負債合計 8,157,078 8,153,313

固定負債   

長期借入金 1,057,770 1,323,590

退職給付引当金 361,641 363,734

役員退職慰労引当金 141,594 133,525

その他 110,638 12,981

固定負債合計 1,671,644 1,833,831

負債合計 9,828,723 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 4,083,376 3,233,052

自己株式 △200,156 △199,485

株主資本合計 10,940,481 10,090,828

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △99,036 △114,075

為替換算調整勘定 △945,933 △1,281,532

評価・換算差額等合計 △1,044,970 △1,395,607

純資産合計 9,895,511 8,695,220

負債純資産合計 19,724,234 18,682,365



（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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 7,672,669 8,542,585

売上原価 4,714,703 5,091,689

売上総利益 2,957,965 3,450,895

販売費及び一般管理費 2,220,149 2,123,272

営業利益 737,815 1,327,623

営業外収益   

受取利息 20,824 46,492

受取配当金 5,570 3,466

為替差益 － 32,049

その他 34,429 24,523

営業外収益合計 60,824 106,531

営業外費用   

支払利息 67,811 55,278

為替差損 432,843 －

その他 25,450 15,196

営業外費用合計 526,104 70,474

経常利益 272,535 1,363,680

特別利益   

固定資産売却益 － 4,352

投資有価証券売却益 － 11,562

貸倒引当金戻入額 － 20,207

役員退職慰労引当金戻入額 10,604 －

償却債権取立益 3,646 6,820

特別利益合計 14,250 42,942

特別損失   

固定資産売却損 46 1,840

固定資産除却損 27,161 3,086

特別損失合計 27,208 4,926

税金等調整前四半期純利益 259,578 1,401,696

法人税、住民税及び事業税 119,971 390,536

法人税等調整額 196,616 10,622

法人税等合計 316,587 401,158

四半期純利益又は四半期純損失（△） △57,008 1,000,538



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22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 1,401,696

減価償却費 215,237 217,462

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,644 △139,594

受取利息及び受取配当金 △26,395 △49,959

支払利息 67,811 55,278

売上債権の増減額（△は増加） 996,403 142,434

たな卸資産の増減額（△は増加） △169,344 474,521

仕入債務の増減額（△は減少） △1,316,322 696,239

前受金の増減額（△は減少） △324,080 82,287

その他 551,911 82,165

小計 265,444 2,962,532

利息及び配当金の受取額 27,556 37,661

利息の支払額 △66,739 △57,484

法人税等の支払額 △493,437 △226,217

営業活動によるキャッシュ・フロー △267,176 2,716,492

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） － △463,538

有形固定資産の取得による支出 △85,860 △53,900

投資有価証券の取得による支出 △5,370 △23,158

その他 △47,657 △85,632

投資活動によるキャッシュ・フロー △138,887 △626,229

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 △766,014

長期借入れによる収入 300,000 60,000

長期借入金の返済による支出 △487,907 △630,220

自己株式の取得による支出 △222 △670

配当金の支払額 △220,481 △150,095

その他 － △529

財務活動によるキャッシュ・フロー 798,972 △1,487,530

現金及び現金同等物に係る換算差額 △197,084 4,578

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 195,823 607,310

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 3,286,884 3,464,977



 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） 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年10月１日 至平成22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 

前第２四半期連結累計期間 

  （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、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。 

  

（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

  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  1,440,773  1,517,374  1,717,963  3,866,473  8,542,585  －  8,542,585

(2）セグメント間の内部売上高  3,941,842  29,211  1,391  1,248,190  5,220,635  (5,220,635)  －

計  5,382,615  1,546,586  1,719,354  5,114,664  13,763,220  (5,220,635)  8,542,585

営業利益  182,349  81,139  105,410  811,700  1,180,599  147,023  1,327,623



前第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） 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年10月１日 至平成22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。 

  

 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）  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

  米州 欧州 アジア 計

Ⅰ 海外売上高 （千円）  1,582,814  1,743,721  4,589,146  7,915,682

Ⅱ 連結売上高 （千円）  －  －  －  8,542,585

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に
占める割合 （％）  18.6  20.4  53.7  92.7

（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） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年３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  5,069,952  3,963,295  78.2

金型  2,137,558  1,826,018  85.4

付属機器  319,062  266,440  83.5

  
合計  7,526,573  6,055,754  80.5

  
製品別  

    

    
前第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） 

      

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年３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  3,326,631  3,063,617  5,541,239  3,365,110  166.6  109.8

金型  1,974,921  1,742,634  2,510,831  2,184,246  127.1  125.3

付属機器  334,360  254,109  431,714  335,629  129.1  132.1

部品その他  1,036,258  114,115  998,741  113,847  96.4  99.8

  
合計  6,672,172  5,174,476  9,482,527  5,998,834  142.1  115.9

  
製品別  

    

  
前第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） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年３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  3,719,038  48.5  5,080,551  59.5  136.6

金型  2,496,585  32.5  2,159,788  25.3  86.5

付属機器  443,532  5.8  333,911  3.9  75.3

部品その他  1,013,513  13.2  968,334  11.3  95.5

  
合計  7,672,669  100.0  8,542,585  100.0  111.3
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