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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 ％

25年９月期第１四半期  4,437  21.8  745  99.6  1,079  283.4  630  296.0

24年９月期第１四半期  3,644  △23.2  373  △56.3  281  △60.2  159  △63.5

（注）包括利益 25年９月期第１四半期 百万円（ ％） 1,088 － 24年９月期第１四半期 百万円（ ％）63 △79.9

  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

25年９月期第１四半期  41.95  －

24年９月期第１四半期  10.59  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％

25年９月期第１四半期  21,475  11,794  54.9

24年９月期  20,232  11,006  54.4

（参考）自己資本 25年９月期第１四半期 百万円 11,794 24年９月期 百万円 11,006

  
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

24年９月期  －  0.00  －  20.00  20.00

25年９月期  －         

25年９月期(予想)    0.00  －  20.00  20.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成25年９月期の連結業績予想（平成24年10月１日～平成25年９月30日）

  (％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

  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

第２四半期(累計)  9,000  9.2  1,450  29.4  1,900  55.3  1,100  25.1  73.25

通期  18,100  10.2  2,700  24.0  2,950  49.0  1,800  68.8  119.86

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



  

※  注記事項 

  

  
（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 
  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 
  

（１）当四半期連結累計期間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）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更     ： 有

②  ①以外の会計方針の変更            ： 無

③  会計上の見積りの変更             ： 有

④  修正再表示                  ： 無

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料４ペー

   ジ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」「（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧くださ 

   い。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年９月期１Ｑ 15,348,720株 24年９月期 15,348,720株

②  期末自己株式数 25年９月期１Ｑ 331,693株 24年９月期 331,693株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年９月期１Ｑ 15,017,027株 24年９月期１Ｑ 15,017,124株

 本書（平成25年９月期 第１四半期決算短信）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連結財務諸表のレビュー手続は終了しております。

 本書に記載した業務予想数値等は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提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４ページ「１．当四半期決算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。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間（平成24年10月１日～平成24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、欧州市場の景気回復の遅れ、新興国経済の停滞など厳しい市場環境が継続する一方、高水準の円高で推移

してきた為替相場が当期間後半に急落し、円安基調に転じるなど、経営環境に影響を及ぼす大きな変化が現れまし

た。 

このような中、当社ではインド工場を活用した新たな生産・商流体制の構築を急ぐとともに、新型機種の市場投

入、及び戦略的な価格政策の実施など、市場競争力の強化を図る販売施策に注力いたしました。これらの結果、当

期間の受注高は、4,995百万円（前年同期比116.1％）と高い水準を確保することができました。また、売上高につ

きましては、インド工場を含む生産工程及び納期管理の強化・充実を図るなど、前期末（平成24年９月末）までに

受注した製品の出荷・生産業務を効率的に遂行し、4,437百万円（同121.8％）と大幅増収となりました。なお、当

期間末現在の受注残高は6,650百万円（前年同期末比97.3％）となっております。 

  

製品別売上高状況 

（単位：百万円）

  

製品別の売上高状況につきましては、ストレッチブロー成形機が2,406百万円（前年同期比125.0％）、金型が

1,181百万円（同115.2％）と増収を確保いたしました。機種別では、前期に実用化したＰＦシリーズの次世代機

（ＰＦ24－８Ｂ型）が、特定顧客向けの特殊仕様機で販売実績を残すとともに、インド製の小型機ＡＳＢ－50ＭＢ

型も堅調な販売推移を示しました。一方、ＡＳＢ－70ＤＰシリーズの成形機などは、欧州地域などで販売が伸び

ず、前年同期を下回る結果となりました。付属機器は、大型機種とのセット販売などにより323百万円（同

151.3％）と大幅な増収になるとともに、部品その他も順調に推移し、525百万円（同109.7％）と増収となりまし

た。 

  

セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

セグメント(地域)別売上高状況 

（単位：百万円）

  

① 米州 

前期に伸長した北米市場は前年同期の水準を下回るとともに、中南米市場では景況の低迷から販売は低調とな

り、地域全体の売上高は753百万円（前年同期比82.7％）と減収となりましたが、セグメント利益は収益性が向

上し、133百万円（同105.7％）と増益となりました。 

② 欧州 

地域全体では本格的な回復に至っていないものの、一部の市場では回復の兆しが見え始め、売上高は681百万

円（前年同期比214.3％）、セグメント利益は184百万円（同552.9％）となりました。 

③ 南・西アジア 

大規模市場であるインド市場では、比較的堅調に販売が推移したものの、シンガポール販売法人は前年同期の

水準に及ばず、地域全体の売上高は1,401百万円（前年同期比94.1％）、セグメント利益は215百万円（同

64.6％）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

  
ストレッチブロー 

成形機 
金型 付属機器 部品その他 合計 

当第１四半期  2,406  1,181  323  525  4,437

前第１四半期  1,925  1,026  213  479  3,644

対前年同期比 ％ 125.0 ％ 115.2 ％ 151.3 ％ 109.7 ％ 121.8

  米州 欧州 南・西アジア 東アジア 日本 合計 

当第１四半期  753  681  1,401  623  977  4,437

前第１四半期  910  318  1,488  317  609  3,644

対前年同期比 ％ 82.7 ％ 214.3 ％ 94.1 ％ 196.4 ％ 160.4 ％ 121.8
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④ 東アジア 

主力市場の中国市場や台湾において大型機の販売などにより出荷額を伸ばし、売上高は623百万円（前年同期

比196.4％）と大幅増収となりました。セグメント利益も110百万円（同548.3％）と増益となりました。 

⑤ 日本 

国内向けの次世代機（ＰＦ24－８Ｂ型）の出荷など、大型案件を売上計上したことにより、売上高は977百万

円（前年同期比160.4％）と大幅増収になるとともに、セグメント利益は201百万円（同309.1％）と増益となり

ました。 

  

利益面では、インド工場の利用度拡充、採算性の管理徹底などに注力したことに加え、増収による利益改善効果

などもあり、売上総利益は1,895百万円（前年同期比123.9％）、営業利益は745百万円（同199.6％）と大幅増益を

記録いたしました。また、営業外損益では、当期間末にかけて為替相場の円安傾向が進行した影響により、為替差

益を計上し、経常利益は1,079百万円（同383.4％）と大幅増益を果たすことができました。 

終損益では、経常利益段階までの増益幅に加え、前年同期に計上した中国生産法人の清算に係る特別損失がな

くなったことにより、四半期純利益は630百万円（同396.0％）と高い利益水準を確保いたしました。 

  

当第１四半期連結累計期間における損益の状況は次のとおりであります。 

（単位：百万円）

  
  

（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） 

（単位：百万円）

  

当第１四半期連結会計期間末（以下、当期間末）の流動資産は、売上債権の増加等により、前連結会計年度末

（以下、前期末）と比べ770百万円増加し、16,439百万円となりました。また、固定資産は、インド工場における

有形固定資産の増加により、前期末と比べ472百万円増加し、5,036百万円となりました。この結果、当期間末の資

産合計は、前期末と比べ1,242百万円増加し、21,475百万円となりました。 

流動負債は、未払法人税等及び短期借入金の大幅な増加により、前期末と比べ543百万円増加し、8,236百万円と

なり、また、固定負債は、長期借入金の減少により、前期末と比べ89百万円減少し、1,443百万円となりました。 

純資産は、利益配当金の支払いが行われたものの、それを上回る四半期純利益の計上に加え、為替換算調整勘定

のマイナス計上額の減少もあり、前期末と比べ788百万円増加し、11,794百万円となりました。 

  

  売上高 売上総利益 営業利益 経常利益 四半期純利益 

当第１四半期  4,437  1,895  745  1,079  630

前第１四半期  3,644  1,530  373  281  159

対前年同期比 ％ 121.8 ％ 123.9 ％ 199.6 ％ 383.4 ％ 396.0

  流動資産 固定資産 流動負債 固定負債 純資産 

当第１四半期  16,439  5,036  8,236  1,443  11,794

前連結会計年度  15,669  4,563  7,693  1,533  11,006
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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、引き続き厳しい市場環境が想定される中、インド第２工場棟を本格稼働し、イン

ド工場での生産対象機種の拡充や生産能力の増大を図るとともに、短納期出荷などのユーザーニーズに即応するた

め、当社製品をインド工場からユーザーに直送する体制を整備してまいります。また、次世代機の本格販売を見据

え、次世代機の世界標準モデルの開発に注力するなど新型機の市場浸透を進め、新規需要の獲得に努めます。 

このような中、「（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１四半期連結累計期間にお

いては、為替相場の好転などにより、増益を確保いたしました。これらの状況等を踏まえ、平成24年11月12日付

「平成24年９月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載した平成25年９月期の連結業績予想（平成24年10月１

日～平成25年９月30日）について、業績予想の修正を行っております。修正理由につきましては、本日（平成25年

２月13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。 

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。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年10月１日以後

に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成24年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,937,492 3,149,803

受取手形及び売掛金 4,243,379 4,709,775

商品及び製品 745,314 692,198

仕掛品 3,881,654 3,963,530

原材料及び貯蔵品 3,050,254 3,107,630

繰延税金資産 384,879 363,528

その他 540,141 560,929

貸倒引当金 △113,976 △108,252

流動資産合計 15,669,140 16,439,144

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 829,216 832,040

機械装置及び運搬具（純額） 1,077,629 1,165,371

土地 836,231 836,231

その他（純額） 808,656 1,170,990

有形固定資産合計 3,551,734 4,004,634

無形固定資産 263,935 255,780

投資その他の資産   

投資有価証券 483,690 539,768

その他 268,378 254,374

貸倒引当金 △3,987 △17,881

投資その他の資産合計 748,081 776,262

固定資産合計 4,563,751 5,036,676

資産合計 20,232,891 21,475,821
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,496,529 2,524,867

短期借入金 2,952,252 3,189,533

未払法人税等 30,031 365,885

前受金 1,129,028 1,135,914

賞与引当金 138,345 64,989

役員賞与引当金 32,200 9,750

その他 914,708 946,047

流動負債合計 7,693,095 8,236,987

固定負債   

長期借入金 844,652 733,344

退職給付引当金 431,206 435,365

役員退職慰労引当金 196,929 200,893

その他 60,334 74,280

固定負債合計 1,533,123 1,443,883

負債合計 9,226,218 9,680,871

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 5,943,231 6,272,891

自己株式 △201,458 △201,458

株主資本合計 12,799,035 13,128,694

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 23,647 98,338

為替換算調整勘定 △1,816,009 △1,432,082

その他の包括利益累計額合計 △1,792,362 △1,333,744

純資産合計 11,006,672 11,794,950

負債純資産合計 20,232,891 21,475,821
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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23年10月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 3,644,953 4,437,805

売上原価 2,114,932 2,541,820

売上総利益 1,530,021 1,895,984

販売費及び一般管理費 1,156,565 1,150,569

営業利益 373,455 745,415

営業外収益   

受取利息 14,153 9,247

受取配当金 3,396 3,472

為替差益 － 319,329

受取手数料 51,649 －

その他 5,000 12,899

営業外収益合計 74,199 344,949

営業外費用   

支払利息 13,342 11,086

為替差損 151,618 －

その他 1,208 19

営業外費用合計 166,169 11,105

経常利益 281,485 1,079,259

特別利益   

固定資産売却益 397 17

投資有価証券売却益 － 830

特別利益合計 397 847

特別損失   

固定資産売却損 150 79

固定資産除却損 28,474 －

投資有価証券売却損 － 4,731

貸倒引当金繰入額 18,217 －

たな卸資産評価損 205,070 －

特別退職金 56,605 －

特別損失合計 308,518 4,810

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△26,635 1,075,295

法人税、住民税及び事業税 66,931 397,765

法人税等調整額 △252,656 47,530

法人税等合計 △185,724 445,295

少数株主損益調整前四半期純利益 159,089 630,000

四半期純利益 159,089 630,000
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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23年10月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 159,089 630,000

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 10,958 74,691

為替換算調整勘定 △106,694 383,926

その他の包括利益合計 △95,736 458,618

四半期包括利益 63,353 1,088,618

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 63,353 1,088,618
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成23年10月１日 至平成23年12月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円)

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項） 

（単位：千円)

  
（注） 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成24年10月１日 至平成24年12月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円)

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

  報告セグメント
合計

  米州 欧州 南・西アジア 東アジア 日本 

売上高            

外部顧客への売上高  910,987  318,109  1,488,858  317,494  609,503  3,644,953

セグメント間の内部売上高 
又は振替高  －  －  －  －  －  －

計  910,987  318,109  1,488,858  317,494  609,503  3,644,953

セグメント利益  126,033  33,365  333,923  20,177  65,054  578,554

利益 金額 

報告セグメント計  578,554

全社費用  △206,431

その他の調整額  1,333

四半期連結損益計算書の営業利益  373,455

  報告セグメント
合計

  米州 欧州 南・西アジア 東アジア 日本 

売上高            

外部顧客への売上高  753,522  681,730  1,401,121  623,664  977,765  4,437,805

セグメント間の内部売上高 
又は振替高  －  －  －  －  －  －

計  753,522  681,730  1,401,121  623,664  977,765  4,437,805

セグメント利益  133,157  184,477  215,715  110,637  201,109  845,098
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２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項） 

（単位：千円)

  
（注） 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

受注及び販売の状況 

① 受注状況 

  
  

② 販売実績 

  
  

  

利益 金額 

報告セグメント計  845,098

全社費用  △173,521

その他の調整額  73,838

四半期連結損益計算書の営業利益  745,415

４．補足情報

製品別 

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成23年10月１日 
至 平成23年12月31日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成24年10月１日 
至 平成24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  2,392,329  4,004,660  2,852,583  3,879,136  119.2  96.9

金型  1,228,352  2,335,515  1,239,867  2,107,975  100.9  90.3

付属機器  180,564  417,610  405,324  569,713  224.5  136.4

部品その他  501,741  78,887  498,192  93,595  99.3  118.6

合計  4,302,988  6,836,673  4,995,968  6,650,420  116.1  97.3

製品別 

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成23年10月１日 
至 平成23年12月31日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成24年10月１日 
至 平成24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  1,925,831  52.8  2,406,988  54.2  125.0

金型  1,026,269  28.2  1,181,863  26.6  115.2

付属機器  213,769  5.9  323,402  7.3  151.3

部品その他  479,083  13.1  525,550  11.9  109.7

合計  3,644,953  100.0  4,437,805  100.0  121.8
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