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1.  平成22年10月期第1四半期の連結業績（平成21年11月1日～平成22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 ％

22年10月期第1四半期 2,633 △19.7 △18 ― 81 42.1 156 263.2
21年10月期第1四半期 3,280 ― 107 ― 57 ― 43 ―

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10月期第1四半期 10.79 ―

21年10月期第1四半期 2.97 ―

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10月期第1四半期 15,301 8,568 56.0 589.00
21年10月期 15,028 8,342 55.5 573.54

（参考） 自己資本   22年10月期第1四半期  8,565百万円 21年10月期  8,339百万円

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10月期 ― 1.50 ― 1.50 3.00

22年10月期 ―

22年10月期 
（予想）

1.00 ― 1.00 2.00

3.  平成22年10月期の連結業績予想（平成21年11月1日～平成22年10月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 
連結累計期間

5,460 △11.4 △250 ― △60 ― 100 △38.0 6.88

通期 10,740 △10.0 △460 ― △70 ― 90 △60.3 6.19
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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  有  
 （注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】「4.その他」をご覧ください。 

(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。業績予想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いて
は、3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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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10月期第1四半期 15,027,209株 21年10月期  15,027,209株

② 期末自己株式数 22年10月期第1四半期  485,514株 21年10月期  486,275株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年10月期第1四半期 14,541,124株 21年10月期第1四半期 14,543,802株
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【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

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。
(1) 猟銃事業

(2) 工作機械事業

(3) 自動車関連事業

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
 (資産)

 (負債)

 (純資産)

3． 連結業績予想に関する定性的情報

  純資産合計は前連結会計年度末に比べて225百万円増加し、8,568百万円となりました。
これは、主に利益剰余金の増加134百万円、その他有価証券評価差額金の増加91百万円等によるものであり

ます。

当第１四半期の業績は、計画を上回りました。しかしながら、今後の受注が不透明な状況にあることから平成
21年12月15日に発表しました連結業績予想に修正はありません。

これは、主に現金及び預金の増加612百万円、たな卸資産の増加172百万円、受取手形及び売掛金の減少129
百万円、未収還付法人税等のその他の流動資産の減少270百万円、有形固定資産の減少120百万円等によるも
のであります。

  負債合計は前連結会計年度末に比べて47百万円増加し、6,733百万円となりました。
これは、主に支払手形及び買掛金の増加130百万円、賞与引当金の増加94百万円、繰延税金負債の増加59百

万円、未払法人税等の減少57百万円、未払費用等のその他の流動負債の減少179百万円等によるものでありま
す。

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部に景気の持ち直しが見られるものの、株式市場や為替
相場の変動等の影響から先行き不透明感は拭いきれず、設備投資や雇用情勢は依然として厳しい状況で推移しま
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し、コストパフォーマンスの
高い製品の開発に努めるとともに、一層の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2,633百万円(前年同期比19.7%減)、経常利益は81百万円(前
年同期比42.1%増)、四半期純利益は156百万円(前年同期比263.2%増)となりました。

  資産合計は前連結会計年度末に比べて273百万円増加し、15,301百万円となりました。

主力の米国市場は、景気回復の遅れから失業率は依然として高水準にあり個人消費は停滞しております。
そのような状況の中、販売促進策を積極的に推進してまいりましたが、購買意欲を十分刺激するまでには至
らず、上下二連銃及びボルトアクションライフルとも販売数量は前年同期と比べ減少いたしました。その結
果、売上高は1,282百万円(前年同期比32.7%減)、営業利益は17百万円(前年同期比77.7%減)となりました。

主要顧客である自動車・金型関連業界は、生産状況の持ち直しが見られるものの、設備投資は引き続き厳
しい状況で推移しており、主力の機械部門の販売が前年同期を大幅に下回りました。その結果、売上高は398
百万円(前年同期比49.1%減)、営業利益は24百万円(前年同期比71.4%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4百万円を含んでおります。

自動車業界におきましては、各国で展開された買換え支援策の効果により新車販売台数は増加いたしまし
た。主力の純木製ステアリングハンドル及びシフトノブを搭載した車種の販売が好調に推移したことから、
販売数量は前年同期を大幅に上回りました。その結果、売上高は944百万円(前年同期比59.9%増)、営業利益
は10百万円(前年同期比136.9%増)となりました。
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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)

該当事項はありません。

  (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
１．簡便な会計処理

① 棚卸資産の評価方法

② 固定資産の減価償却費の算定方法

③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理
税金費用の計算

  (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
該当事項はありません。

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の
実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額
を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す
る方法によっております。

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差
異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度において使用した将来の
業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっており、前連結会計年度末以降に経営環境
等、または、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度において使
用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する
方法によっております。

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。

なお、「法人税、住民税及び事業税」及び「法人税等調整額」を「法人税等」として一括掲記して
おります。
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年１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10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,184 1,571 

受取手形及び売掛金 2,340 2,469 

たな卸資産 2,259 2,086 

その他 284 554 

貸倒引当金 △18 △24 

流動資産合計 7,049 6,658 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,440 1,464 

機械装置及び運搬具（純額） 1,511 1,589 

土地 1,568 1,568 

その他（純額） 102 121 

有形固定資産合計 4,622 4,743 

無形固定資産   

その他 42 45 

無形固定資産合計 42 45 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,611 2,447 

その他 1,075 1,233 

貸倒引当金 △100 △100 

投資その他の資産合計 3,587 3,580 

固定資産合計 8,252 8,369 

資産合計 15,301 15,028 
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年１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10月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,777 1,646 

短期借入金 2,400 2,400 

1年内返済予定の長期借入金 700 700 

未払法人税等 2 60 

賞与引当金 106 11 

役員賞与引当金 2 11 

その他 223 402 

流動負債合計 5,213 5,232 

固定負債   

繰延税金負債 356 296 

退職給付引当金 982 958 

役員退職慰労引当金 181 198 

固定負債合計 1,520 1,452 

負債合計 6,733 6,685 

純資産の部   

株主資本   

資本金 863 863 

資本剰余金 519 519 

利益剰余金 6,870 6,735 

自己株式 △73 △73 

株主資本合計 8,179 8,044 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 390 299 

為替換算調整勘定 △4 △3 

評価・換算差額等合計 385 295 

少数株主持分 3 2 

純資産合計 8,568 8,342 

負債純資産合計 15,301 15,028 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年１月31日) 

売上高 3,280 2,633 

売上原価 2,809 2,382 

売上総利益 470 251 

販売費及び一般管理費 362 269 

営業利益又は営業損失（△） 107 △18 

営業外収益   

受取配当金 8 6 

持分法による投資利益 － 31 

助成金収入 － 55 

その他 14 15 

営業外収益合計 22 109 

営業外費用   

支払利息 12 7 

持分法による投資損失 53 － 

その他 7 1 

営業外費用合計 73 9 

経常利益 57 81 

特別利益   

補助金収入 126 － 

受取保険金 － 170 

その他 0 6 

特別利益合計 126 177 

特別損失   

固定資産除売却損 0 0 

投資有価証券評価損 63 － 

特別損失合計 63 0 

税金等調整前四半期純利益 120 258 

法人税等 77 101 

少数株主利益 0 0 

四半期純利益 43 156 
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  (3) 継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

  (4) セグメント情報
 【事業の種類別セグメント情報】

 前第１四半期連結累計期間(自  平成20年11月１日  至  平成21年１月31日)

(注) １  事業の区分は、製品の種類、内部管理上採用している区分によっております。
     ２  各事業区分の主な製品
       (1) 猟銃事業･････････散弾銃、スポーツ用ライフル銃、猟銃関連商品
       (2) 工作機械事業･････深孔加工機、超精密研磨機、深孔加工用工具
       (3) 自動車関連事業･･･自動車用ハンドル、自動車関連商品
       (4) その他事業･･･････含浸木材、木材関連商品
     ３

     ４

 当第１四半期連結累計期間(自  平成21年11月１日  至  平成22年１月31日)

(注) １  事業の区分は、製品の種類、内部管理上採用している区分によっております。
     ２  各事業区分の主な製品
       (1) 猟銃事業･････････散弾銃、スポーツ用ライフル銃、猟銃関連商品
       (2) 工作機械事業･････深孔加工機、超精密研磨機、深孔加工用工具
       (3) 自動車関連事業･･･自動車用ハンドル、自動車関連商品
       (4) その他事業･･･････含浸木材、木材関連商品

― 

計
 営業利益又は営業損失(△)

2,637 (4) 2,633
17 24

2,633 ― 2,633

   (2) セグメント間の内部
       売上高又は振替高

― 4 ― ― 4 (4)

1,282 394 944 11

― 6 (6) ― 

 営業利益又は営業損失(△)

0 6 ― 

7 3,280 ― 3,280

10 △1 51 (69)

7
78 86 4 △0 

1,905 783 590 3,286

1,282 398 944 11
△18

 売上高
   (1) 外部顧客に
       対する売上高

(6) 3,280
107168 (60)

消去又は
全社

連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)(百万円)

その他
事業

計
自動車

関連事業

計
消去又は

全社
連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

その他
事業

猟銃事業
工作機械

事業
自動車

関連事業
(百万円) (百万円) (百万円)

 売上高

   (2) セグメント間の内部
       売上高又は振替高

   (1) 外部顧客に
       対する売上高

計

1,905 777 590

猟銃事業
工作機械

事業
(百万円) (百万円)

「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、当第１
四半期連結会計期間から平成18年７月５日公表の「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委
員会 企業会計基準第９号)を適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による簿価
切下げの方法)に変更しております。
この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益は、猟銃事業が12百万円、工作機械事業が12百
万円それぞれ減少しております。なお、自動車関連事業及びその他事業に与える影響はありません。
「追加情報」に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より、法人税法の改正(所得税法等の一部を改
正する法律平成20年４月30日 法律第23号)に伴い、法定耐用年数及び資産区分が見直されました。これ
により、国内連結子会社の機械装置については、当第１四半期連結会計期間より従来の耐用年数を改正
後の法人税法に基づく耐用年数に変更しております。
この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益は、猟銃事業が12百万円減少し、工作機械事業
が0百万円増加しております。なお、自動車関連事業に与える影響はありません。また、その他事業に与
える影響は軽微であります。
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 【所在地別セグメント情報】
 前第１四半期連結累計期間(自  平成20年11月１日  至  平成21年１月31日)
 全セグメントの売上高の合計に占める｢日本｣の割合が90%を超えているため記載を省略しております。

 当第１四半期連結累計期間(自  平成21年11月１日  至  平成22年１月31日)
 全セグメントの売上高の合計に占める｢日本｣の割合が90%を超えているため記載を省略しております。

 【海外売上高】
 前第１四半期連結累計期間(自  平成20年11月１日  至  平成21年１月31日)

北米 欧州 その他 計

 当第１四半期連結累計期間(自  平成21年11月１日  至  平成22年１月31日)
北米 欧州 その他 計

(注) １  国又は地域の区分は、地理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
           北米･････アメリカ、カナダ
           欧州･････ベルギー、ドイツ
           その他･･･オーストラリア、アジア
     ３  海外売上高は、連結子会社の日本以外の国又は地域における売上高であります。

  (5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
該当事項はありません。

3,280
1,415

43.2 15.5 0.8 59.5

1,279
― ― 2,633

 Ⅲ連結売上高に占める
   海外売上高の割合(%)

37.9

173 109

6.6

 Ⅰ海外売上高(百万円) 997
― Ⅱ連結売上高(百万円)

4.1

 Ⅱ連結売上高(百万円)
 Ⅲ連結売上高に占める
   海外売上高の割合(%)

508 26 1,950
― ― ―

48.6

 Ⅰ海外売上高(百万円)
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