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1.  平成24年10月期第2四半期の連結業績（平成23年11月1日～平成24年4月30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 ％

24年10月期第2四半期 5,649 33.9 407 ― 490 ― 277 ―

23年10月期第2四半期 4,218 △22.8 △145 ― 7 △96.0 19 △90.4

（注）包括利益 24年10月期第2四半期 285百万円 （―％） 23年10月期第2四半期 24百万円 （―％）

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

24年10月期第2四半期 19.08 ―

23年10月期第2四半期 1.36 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年10月期第2四半期 13,535 8,687 64.2
23年10月期 13,137 8,416 64.1

（参考） 自己資本   24年10月期第2四半期  8,687百万円 23年10月期  8,416百万円

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

23年10月期 ― 1.00 ― 1.00 2.00
24年10月期 ― 2.00

24年10月期（予想） ― 2.00 4.00

3.  平成24年10月期の連結業績予想（平成23年11月1日～平成24年10月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 12,000 33.1 500 ― 700 252.3 350 330.8 24.08



(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（その他）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 

(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。 

4.  その他

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   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年10月期2Q 15,027,209 株 23年10月期 15,027,209 株

② 期末自己株式数 24年10月期2Q 490,214 株 23年10月期 490,087 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年10月期2Q 14,537,093 株 23年10月期2Q 14,537,888 株
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当第２四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などを背景に、東日本大震災の
影響から一部に持ち直しの動きが見られるものの、欧州の債務危機による為替レートの変動、株式市場の低迷な
ど、依然として景気の先行きは不透明な状況で推移いたしました。 

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作りを目指すと同時に原価低減に取組む
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２四半期連結累計期間の売上高は5,649百万円(前年同期比33.9％増)、経常利益は490百万円
(前年同期は7百万円)、四半期純利益は277百万円(前年同期は19百万円)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 

新製品を投入した上下二連銃と、価格調整を行ったボルトアクションライフルの主力２機種が堅調に推移
したことから販売数量は前年同期を大きく上回りました。その結果、売上高は2,770百万円(前年同期比24.4％
増)、セグメント利益(営業利益)は111百万円(前年同期はセグメント損失(営業損失)120百万円)となりまし
た。 

②  工作機械事業 
主力の機械部門は、震災からの復興需要と、タイの水害特需により工作機械の受注が増加したことなどか

ら、売上高は前年同期を大幅に上回りました。また、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1,496百万円(前年同期比72.2％増)、セグメント利益(営業利益)は396百万円
(前年同期比394.1％増)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3百万円を含
んでおります。 

③  自動車関連事業 
タイの水害等による生産調整を行ったものの、震災の影響から復興してきたことや、主力の純木製ステア

リングハンドルを搭載した車種のモデルチェンジにより受注台数が増加し、また新たに樹脂製ステアリングハ
ンドルの受注を獲得したことから販売数量は前年同期を上回りました。その結果、売上高は1,379百万円(前年
同期比23.0％増)、セグメント利益(営業利益)は11百万円(前年同期比22.7％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。 
  

該当事項はありません。 
  

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(その他)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23年10月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,801,245 2,076,375

受取手形及び売掛金 1,815,587 1,926,715

たな卸資産 2,377,868 2,338,963

その他 197,662 172,101

貸倒引当金 △54 △76

流動資産合計 6,192,309 6,514,079

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,295,046 1,260,075

機械装置及び運搬具（純額） 989,444 862,240

土地 1,568,295 1,568,295

その他（純額） 58,677 53,737

有形固定資産合計 3,911,463 3,744,349

無形固定資産

その他 33,721 28,125

無形固定資産合計 33,721 28,125

投資その他の資産

投資有価証券 2,227,524 2,193,737

その他 852,863 1,131,008

貸倒引当金 △80,083 △76,083

投資その他の資産合計 3,000,304 3,248,661

固定資産合計 6,945,490 7,021,136

資産合計 13,137,799 13,535,216
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年10月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年４月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,408,692 1,512,716

短期借入金 400,000 400,000

未払法人税等 38,366 194,918

賞与引当金 87,080 226,808

役員賞与引当金 12,050 6,633

その他 382,073 286,637

流動負債合計 2,328,262 2,627,714

固定負債

長期借入金 1,000,000 1,000,000

繰延税金負債 159,213 143,564

退職給付引当金 1,037,873 822,756

役員退職慰労引当金 196,449 169,114

その他 － 84,987

固定負債合計 2,393,536 2,220,423

負債合計 4,721,799 4,848,137

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 6,968,423 7,230,982

自己株式 △74,180 △74,203

株主資本合計 8,276,621 8,539,158

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 150,993 157,478

為替換算調整勘定 △11,614 △9,557

その他の包括利益累計額合計 139,378 147,920

純資産合計 8,416,000 8,687,079

負債純資産合計 13,137,799 13,535,216
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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22年11月１日
至 平成23年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年11月１日
至 平成24年４月30日)

売上高 4,218,971 5,649,581

売上原価 3,819,089 4,695,876

売上総利益 399,882 953,704

販売費及び一般管理費 545,797 546,503

営業利益又は営業損失（△） △145,914 407,200

営業外収益

受取配当金 7,517 7,573

持分法による投資利益 24,688 50,310

その他 133,517 42,155

営業外収益合計 165,722 100,038

営業外費用

支払利息 9,083 7,552

投資有価証券評価損 － 6,900

その他 2,907 2,342

営業外費用合計 11,991 16,795

経常利益 7,817 490,443

特別利益

貸倒引当金戻入額 22,843 －

投資有価証券売却益 － 2,270

受取保険金 43,226 －

その他 46 －

特別利益合計 66,116 2,270

特別損失

固定資産除売却損 411 2,948

特別損失合計 411 2,948

税金等調整前四半期純利益 73,521 489,765

法人税等 53,691 212,405

少数株主損益調整前四半期純利益 19,830 277,359

四半期純利益 19,830 277,359
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四半期連結包括利益計算書
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22年11月１日
至 平成23年４月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年11月１日
至 平成24年４月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 19,830 277,359

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,505 10,590

為替換算調整勘定 714 2,056

持分法適用会社に対する持分相当額 2,171 △4,104

その他の包括利益合計 4,392 8,542

四半期包括利益 24,222 285,902

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 24,222 285,902
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該当事項はありません。 
  

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成22年11月１日  至  平成23年４月30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２四半期連結累計期間(自  平成23年11月１日  至  平成24年４月30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

2,227,169 864,952 1,121,574 4,213,697 5,274 4,218,971 ― 4,218,971

セグメント間の 
内部売上高又は 
振替高

― 3,981 ― 3,981 ― 3,981 △3,981 ―

計 2,227,169 868,934 1,121,574 4,217,678 5,274 4,222,953 △3,981 4,218,971

セグメント利益 
又は損失(△)

△120,621 80,283 9,536 △30,801 △12,825 △43,626 △102,287 △145,914

(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△102,287千円には、セグメント間取引消去3,055千円及び各報告セ
グメントに配分していない全社費用△105,343千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損失(△)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

2,770,085 1,492,571 1,379,131 5,641,789 7,792 5,649,581 ― 5,649,581

セグメント間の 
内部売上高又は 
振替高

15 3,808 ― 3,823 ― 3,823 △3,823 ―

計 2,770,100 1,496,380 1,379,131 5,645,612 7,792 5,653,404 △3,823 5,649,581

セグメント利益 
又は損失(△)

111,513 396,679 11,699 519,892 △15,108 504,784 △97,583 407,200

(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△97,583千円には、セグメント間取引消去2,340千円及び各報告セ
グメントに配分していない全社費用△99,924千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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