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1.  平成25年10月期第1四半期の連結業績（平成24年11月1日～平成25年1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 ％

25年10月期第1四半期 2,834 10.4 161 31.5 218 32.6 144 71.9
24年10月期第1四半期 2,566 14.4 122 ― 164 ― 83 201.8

（注）包括利益 25年10月期第1四半期 277百万円 （189.9％） 24年10月期第1四半期 95百万円 （△34.0％）

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10月期第1四半期 9.92 ―

24年10月期第1四半期 5.77 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年10月期第1四半期 12,852 8,696 67.7
24年10月期 13,307 8,446 63.5

（参考） 自己資本   25年10月期第1四半期  8,696百万円 24年10月期  8,446百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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10月期 ― 2.00 ― 2.00 4.00

25年10月期 ―

25年10月期（予想） 2.00 ― 2.00 4.00

3. 平成25年10月期の連結業績予想（平成24年11月 1日～平成25年10月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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(累計) 5,780 2.3 220 △46.0 300 △38.8 170 △38.7 11.69
通期 11,270 △4.4 340 △46.7 490 △39.1 280 15.2 19.26



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料P.2「2. サマリー情報（注記事項）に関する事項（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」を御覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）当第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。
詳細は、添付資料P.2「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」を御覧ください。 

(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 
 この四半期決算短信は、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、この四半期決算短信の開示時点において、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せん。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、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いており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年10月期1Q 15,027,209 株 24年10月期 15,027,209 株

② 期末自己株式数 25年10月期1Q 490,945 株 24年10月期 490,795 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年10月期1Q 14,536,326 株 24年10月期1Q 14,537,122 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による各種の政策効果や政権交代への期待感を背景
に、株価の上昇、為替の円安傾向など景気回復へ向け明るい兆しが見え始めてまいりました。 

このような状況のもと、当社グループは顧客の期待に応えられる製品づくりを目指すと同時に原価低減に取り
組むなど、グループ一丸となって業績向上に努めてまいりました。 
  以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は2,834百万円(前年同期比10.4％増)、経常利益は218百万円
(前年同期比32.6％増)、四半期純利益は144百万円(前年同期比71.9％増)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。 
①  猟銃事業 

主力の米国市場は低価格指向が継続しているものの、銃規制強化前の駆け込み需要等もあり、付加価値の
高い上下二連銃及びボルトアクションライフルの販売数量は前年同期を上回りました。その結果、売上高は
1,483百万円(前年同期比12.8％増)、セグメント利益(営業利益)は124百万円(前年同期比371.2％増)となりま
した。 

②  工作機械事業 
主力の機械部門は、前年同期と比べ販売台数が減少いたしました。一方、ツール部門及び加工部門は前年

同期と同水準を維持いたしました。その結果、売上高は583百万円(前年同期比10.6％減)、セグメント利益
(営業利益)は86百万円(前年同期比40.9％減)となりました。なお、売上高につきましては、セグメント間の
内部売上高2百万円を含んでおります。 

③  自動車関連事業 
主力の純木製ステアリングハンドルは搭載車種の販売台数が堅調に推移し、昨年販売を開始した竹製ステ

アリングハンドルも加わったことから販売数量は前年同期を上回りました。また、シフトノブについては販
売数量は若干減少したものの、付加価値の高い製品の販売数量が増加いたしました。その結果、売上高は764
百万円(前年同期比28.5％増)、セグメント利益(営業利益)は11百万円(前年同期比120.9％増)となりました。

  

該当事項はありません。 
  

税金費用の計算 
当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純

利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 
  

(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11月１日以後

に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これによ
る損益に与える影響は軽微であります。 

1.  当四半期決算に関する定性的情報
    連結経営成績に関する定性的情報

2.  サマリー情報(注記事項)に関する事項
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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10月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,200,071 1,576,920

受取手形及び売掛金 2,128,209 1,972,023

たな卸資産 2,193,402 2,439,917

その他 318,065 283,292

貸倒引当金 △113 △65

流動資産合計 6,839,635 6,272,088

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,219,308 1,200,648

機械装置及び運搬具（純額） 828,416 800,135

土地 1,568,295 1,568,295

その他（純額） 76,405 60,366

有形固定資産合計 3,692,425 3,629,445

無形固定資産

その他 39,048 38,027

無形固定資産合計 39,048 38,027

投資その他の資産

投資有価証券 1,994,052 2,168,996

その他 812,585 814,310

貸倒引当金 △70,316 △70,316

投資その他の資産合計 2,736,321 2,912,991

固定資産合計 6,467,795 6,580,464

資産合計 13,307,430 12,852,552
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年10月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年１月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,676,819 1,647,989

短期借入金 300,000 －

1年内返済予定の長期借入金 700,000 700,000

未払法人税等 200,666 64,641

賞与引当金 97,523 122,936

役員賞与引当金 27,500 5,302

その他 510,513 233,743

流動負債合計 3,513,023 2,774,613

固定負債

長期借入金 300,000 300,000

退職給付引当金 739,970 736,728

役員退職慰労引当金 180,990 171,334

その他 126,836 172,885

固定負債合計 1,347,797 1,380,947

負債合計 4,860,820 4,155,561

純資産の部

株主資本

資本金 863,126 863,126

資本剰余金 519,252 519,252

利益剰余金 7,167,048 7,284,138

自己株式 △74,297 △74,323

株主資本合計 8,475,129 8,592,193

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △17,955 100,762

為替換算調整勘定 △10,564 4,034

その他の包括利益累計額合計 △28,519 104,797

純資産合計 8,446,610 8,696,991

負債純資産合計 13,307,430 12,852,552
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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11月１日
至 平成24年１月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年11月１日
至 平成25年１月31日)

売上高 2,566,367 2,834,349

売上原価 2,172,406 2,363,216

売上総利益 393,961 471,132

販売費及び一般管理費 271,324 309,809

営業利益 122,636 161,323

営業外収益

受取配当金 7,239 8,055

持分法による投資利益 25,874 31,563

その他 15,321 21,736

営業外収益合計 48,435 61,355

営業外費用

支払利息 3,775 3,243

その他 2,379 713

営業外費用合計 6,155 3,957

経常利益 164,917 218,721

特別利益

投資有価証券売却益 2,270 －

特別利益合計 2,270 －

特別損失

固定資産除売却損 184 －

特別損失合計 184 －

税金等調整前四半期純利益 167,003 218,721

法人税等 83,112 74,533

少数株主損益調整前四半期純利益 83,890 144,187

四半期純利益 83,890 144,187
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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11月１日
至 平成24年１月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年11月１日
至 平成25年１月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 83,890 144,187

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 16,738 115,060

為替換算調整勘定 △875 7,098

持分法適用会社に対する持分相当額 △4,013 11,158

その他の包括利益合計 11,849 133,317

四半期包括利益 95,740 277,504

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 95,740 277,504
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該当事項はありません。 
  

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自 平成23年11月１日 至 平成24年１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  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 
該当事項はありません。 

  
Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自 平成24年11月１日 至 平成25年１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  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 
該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 
  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報等
【セグメント情報】

報告セグメント
その他
(注) １

合計
調整額 
(注) ２

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注) ３

猟銃 
事業

工作機械 
事業

自動車
関連事業

計

売上高

外部顧客への 
売上高

1,315,073 650,715 595,102 2,560,891 5,476 2,566,367 ― 2,566,367

セグメント間の 
内部売上高又は 
振替高

6 1,234 ― 1,240 ― 1,240 △1,240 ―

計 1,315,080 651,949 595,102 2,562,132 5,476 2,567,608 △1,240 2,566,367

セグメント利益 
又は損失(△)

26,526 146,155 5,175 177,856 △6,123 171,732 △49,095 122,636

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、木材関連事業を含んでおりま

す。

２ セグメント利益又は損失(△)の調整額△49,095千円には、セグメント間取引消去1,159千円及び各報告セグ

メントに配分していない全社費用△50,255千円が含まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰

属しない提出会社の営業費用であります。

３ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

報告セグメント
その他
(注) １

合計
調整額 
(注) ２

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注) ３

猟銃 
事業

工作機械 
事業

自動車
関連事業

計

売上高

外部顧客への 
売上高

1,483,426 580,587 764,859 2,828,873 5,476 2,834,349 ― 2,834,349

セグメント間の 
内部売上高又は 
振替高

6 2,458 ― 2,465 ― 2,465 △2,465 ―

計 1,483,432 583,046 764,859 2,831,339 5,476 2,836,815 △2,465 2,834,349

セグメント利益 
又は損失(△)

124,997 86,394 11,430 222,822 △9,123 213,698 △52,375 161,323

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、木材関連事業を含んでおりま

す。

２ セグメント利益又は損失(△)の調整額△52,375千円には、セグメント間取引消去833千円及び各報告セグメ

ントに配分していない全社費用△53,209千円が含まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰属

しない提出会社の営業費用であります。

３ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(5) 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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