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(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３四半期  12,461  12.7  1,790  65.0  1,690  142.1  1,190  416.6

21年９月期第３四半期  11,053  －  1,085  －  698  －  230  －

  
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３四半期  79  28  －      

21年９月期第３四半期  15  34  －      

  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３四半期  20,137  9,654  47.9  642  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３四半期 9,654百万円 21年９月期 8,695百万円 

  
年間配当金 

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

（注）当四半期における配当予想の修正有無  ： 無 

  （％表示は、対前期増減率)

  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

（注）当四半期における業績予想の修正有無  ： 無 



  
  
４．その他（詳細は、添付資料３ページ「２．その他の情報」をご覧ください。） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（注）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の有無となります。 

  

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

  

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 本書（平成22年９月期第３四半期決算短信）は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、本書

開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。  

   

※  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、添付資料３ページ「１．当四半期の連結業績等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」をご覧ください。   

  

(１）当四半期中における重要な子会社の異動  ： 無 

   新規    －社（社名）              、除外  －社（社名） 

(２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 無 

(３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更  

①  会計基準等の改正に伴う変更 ：  無 

② ①以外の変更        ： 無 

(４）発行済株式数（普通株式） 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年９月期３Ｑ 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３Ｑ 329,840株 21年９月期 327,320株

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年９月期３Ｑ 15,019,937株 21年９月期３Ｑ 15,022,095株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間（平成21年10月１日～平成22年６月30日、以下、当第３四半期又は当期間）におきま

しては、世界的な景気後退の影響は時間の経過とともに減じており、当社製品への需要も回復基調が本格化してい

ます。即ち、当期間は受注高13,396百万円（前年同期比137.0％）、売上高12,461百万円（同112.7％）を計上する

など、販売・出荷面での業績は好調に進展することができました。なお、本年６月末の受注残高は5,994百万円

（前年同期末4,901百万円）となりました。 

 地域別売上高では、北米市場での増収に加え、トルコの復調やポーランド・エジプトへの売上計上に伴う欧州市

場での増収、更にインド、ケニア及びバングラデシュの売上増が寄与し、南・西アジア市場が大幅増収となりまし

た。一方、耐熱容器用成形システムの新モデルが採用された台湾が大幅伸長したものの、中国での低迷により東ア

ジア市場が停滞し、日本国内もまだ本格回復には至っておりません。なお、当第３四半期の連結海外売上高比率は

92.9％（前年同期89.8％）となりました。 

 機種別売上高では、１（ワン）ステップタイプの中核機ＡＳＢ－70ＤＰ型が低迷した中で、量産機ＡＳＢ－150

ＤＰ型が北米で人気を博し伸長したほか、需要好調の小型機ＡＳＢ－50ＭＢ型やＡＳＢ－12Ｎ/10型も、前年同期

に比して大幅増収を達成することができました。また、1.5ステップタイプのＰＦシリーズ機も、好調な販売成果

を収めることができました。 

 利益面では、前述の増収効果が寄与するとともに、インド工場の増産や受注採算性の向上策による製造原価率の

低減化、及び固定費の抑制成果も奏功し、売上総利益は5,032百万円（前年同期比116.8％）、営業利益は1,790百

万円（同165.0％）と収益性は向上し、大幅増益を達成することができました。 

 また、前年同期に多額に計上していた為替差損は、当期間は緩やかな円高で推移したことから大幅減となり、経

常利益は1,690百万円（同242.1％）と大幅増となりました。更に、税額負担のうち、当期間の法人税等調整額は、

未実現利益に係る繰延税金資産の増加等により、前年同期に比べ差し引き416百万円と大きく軽減された結果、

終損益の四半期純利益は前年同期の約５倍増となる1,190百万円（同516.6％）と大きく飛躍することができまし

た。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

〔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、売上債権の回収促進及び前受金の増加などにより現金及び預金が大

幅に増加したことなどから、前連結会計年度末と比べ1,577百万円増加し、16,337百万円となりました。また、固

定資産は、ＩＴ基幹システムの入れ替えに伴う導入費用が増加したものの、減価償却費計上に伴う減価償却累計額

の増加により、前連結会計年度末と比べ122百万円減少し、3,799百万円となりました。 

 流動負債は、短期借入金の返済が行われたものの、仕入債務の増加等により、前連結会計年度末と比べ821百万

円増加し、8,974百万円となりました。また、固定負債は、長期借入金の返済等により、326百万円減少し、1,507

百万円となりました。 

 純資産は、為替換算調整勘定のマイナス計上額が増加したものの、四半期純利益の計上により、前連結会計年度

末と比べ959百万円増加し、9,654百万円となりました。 

  

〔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

562百万円増加し、当第３四半期連結累計期間末では3,420百万円となりました。 

 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（1,677百万円）の計上及び仕入債務の増加等による資金の増加要因が、たな卸資

産の増加による減少要因を大幅に上回り、営業活動の結果増加した資金は3,156百万円（前年同期：191百万円の

支出）となりました。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 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543百万円（前年同期：363百万円の支出）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1,863百万円（前年同期：1,202百万

円の収入）となりました。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 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

る製品ラインの整備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・向上などを経営課題

として捉え、積極的に事業活動を展開しております。 

 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、当第３四半期連結累計期間の

受注・売上状況は堅調な伸びを示しており、今後の業績状況には、為替・株価など外的環境による懸念は残ります

ものの、概ね予定どおりに推移するものと予想しております。 

 このため、平成22年５月14日付「平成22年９月期第２四半期決算短信」に記載いたしました平成22年９月期通期

の連結業績予想（平成21年10月１日～平成22年９月30日）の修正はありません。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

   

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 該当事項はありません。 

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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22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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,376,927 3,499,220

受取手形及び売掛金 3,023,427 3,137,027

有価証券 9,915 －

商品及び製品 1,055,175 1,110,792

仕掛品 3,794,098 3,897,958

原材料及び貯蔵品 2,906,356 2,510,536

繰延税金資産 597,771 327,506

その他 667,085 496,821

貸倒引当金 △92,943 △219,156

流動資産合計 16,337,813 14,760,707

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,239,153 1,306,233

機械装置及び運搬具（純額） 669,659 787,257

土地 836,231 836,231

その他（純額） 206,566 179,619

有形固定資産合計 2,951,611 3,109,342

無形固定資産 257,594 137,303

投資その他の資産   

投資有価証券 477,526 518,602

その他 253,123 320,337

貸倒引当金 △140,515 △163,928

投資その他の資産合計 590,135 675,011

固定資産合計 3,799,341 3,921,657

資産合計 20,137,155 18,682,365
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,809,845 1,519,687

短期借入金 3,565,494 4,813,621

未払金 372,281 289,145

未払法人税等 465,193 111,376

前受金 1,283,748 1,025,273

賞与引当金 174,572 92,106

役員賞与引当金 15,090 18,000

その他 288,557 284,103

流動負債合計 8,974,784 8,153,313

固定負債   

長期借入金 858,760 1,323,590

退職給付引当金 389,945 363,734

役員退職慰労引当金 158,396 133,525

その他 100,436 12,981

固定負債合計 1,507,538 1,833,831

負債合計 10,482,322 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 4,273,546 3,233,052

自己株式 △200,436 △199,485

株主資本合計 11,130,372 10,090,828

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △89,305 △114,075

為替換算調整勘定 △1,386,234 △1,281,532

評価・換算差額等合計 △1,475,539 △1,395,607

純資産合計 9,654,832 8,695,220

負債純資産合計 20,137,155 18,682,365
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（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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 11,053,740 12,461,309

売上原価 6,744,315 7,428,658

売上総利益 4,309,424 5,032,651

販売費及び一般管理費 3,223,857 3,241,723

営業利益 1,085,567 1,790,928

営業外収益   

受取利息 25,379 72,159

受取配当金 9,577 7,511

その他 35,072 32,425

営業外収益合計 70,029 112,096

営業外費用   

支払利息 99,270 82,359

為替差損 331,538 115,061

その他 26,509 14,893

営業外費用合計 457,318 212,314

経常利益 698,278 1,690,710

特別利益   

固定資産売却益 2,781 4,738

投資有価証券売却益 － 11,562

貸倒引当金戻入額 － 27,827

役員退職慰労引当金戻入額 10,604 －

償却債権取立益 3,646 21,099

特別利益合計 17,031 65,228

特別損失   

固定資産売却損 759 2,539

固定資産除却損 27,184 3,280

投資有価証券評価損 － 72,721

特別損失合計 27,944 78,541

税金等調整前四半期純利益 687,365 1,677,396

法人税、住民税及び事業税 208,644 654,923

法人税等調整額 248,225 △168,235

法人税等合計 456,870 486,688

四半期純利益 230,495 1,190,708
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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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22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 1,677,396

減価償却費 326,046 304,692

貸倒引当金の増減額（△は減少） 29,705 △146,056

受取利息及び受取配当金 △34,956 △79,670

支払利息 99,270 82,359

売上債権の増減額（△は増加） 1,424,864 20,789

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,481 △317,402

仕入債務の増減額（△は減少） △1,982,227 1,323,058

前受金の増減額（△は減少） △558,838 312,441

その他 433,081 271,373

小計 426,791 3,448,983

利息及び配当金の受取額 40,355 72,974

利息の支払額 △97,861 △80,037

法人税等の支払額 △561,052 △285,424

営業活動によるキャッシュ・フロー △191,766 3,156,495

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） － △310,050

有形固定資産の取得による支出 △171,497 △109,267

投資有価証券の取得による支出 △5,970 △23,758

その他 △185,594 △100,247

投資活動によるキャッシュ・フロー △363,061 △543,323

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 △808,485

長期借入れによる収入 800,000 60,000

長期借入金の返済による支出 △807,513 △962,730

自己株式の取得による支出 △222 △950

配当金の支払額 △220,788 △150,340

その他 － △797

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,202,793 △1,863,303

現金及び現金同等物に係る換算差額 △156,366 △187,315

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 491,599 562,552

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 3,582,661 3,420,219
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 該当事項はありません。  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 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。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第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） 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年10月１日 至平成22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 

前第３四半期連結累計期間  

（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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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

  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  2,160,100  2,088,856  2,581,169  5,631,183  12,461,309  －  12,461,309

(2）セグメント間の内部売上高  5,956,919  51,664  4,496  2,077,221  8,090,301 ( ) 8,090,301  －

計  8,117,019  2,140,521  2,585,666  7,708,404  20,551,611 ( ) 8,090,301  12,461,309

営業利益  363,861  92,156  166,109  1,125,266  1,747,394  43,533  1,790,928
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〔海外売上高〕 

前第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） 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年10月１日 至平成22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。 

  

 該当事項はありません。 

  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

  米州 欧州 アジア 計

Ⅰ 海外売上高 （千円）  2,195,603  2,617,424  6,760,651  11,573,680

Ⅱ 連結売上高 （千円）  －  －  －  12,461,309

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に
占める割合 （％）  17.6  21.0  54.3  92.9

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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 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 

  

４．補足情報

  
製品別 

  

  
前第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） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年６月30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  6,439,532  6,312,068  98.0

金型  3,118,947  3,011,358  96.6

付属機器  442,102  417,186  94.4

  
合計  10,000,582  9,740,613  97.4

  
製品別  

    

    
前第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） 

      

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年６月30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  5,008,091  3,003,798  7,958,914  3,687,099  158.9  122.7

金型  2,828,347  1,553,754  3,305,153  1,896,382  116.9  122.1

付属機器  469,245  262,092  601,538  325,480  128.2  124.2

部品その他  1,475,039  82,310  1,530,829  85,053  103.8  103.3

  
合計  9,780,724  4,901,957  13,396,434  5,994,016  137.0  122.3

  
製品別  

    

  
前第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） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年６月30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  5,460,317  49.4  7,176,237  57.6  131.4

金型  3,538,890  32.0  3,241,973  26.0  91.6

付属機器  570,433  5.2  513,883  4.1  90.1

部品その他  1,484,098  13.4  1,529,214  12.3  103.0

  
合計  11,053,740  100.0  12,461,309  100.0  112.7
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