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第一部 【企業情報】

 
第１ 【企業の概況】

 
１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第83期

第１四半期
連結累計期間

第84期
第１四半期
連結累計期間

第83期

会計期間
自 平成25年11月１日
至 平成26年１月31日

自 平成26年11月１日
至 平成27年１月31日

自 平成25年11月１日
至 平成26年10月31日

売上高 (千円) 3,044,457 2,733,859 12,742,118

経常利益 (千円) 299,771 212,305 899,850

四半期(当期)純利益 (千円) 263,690 136,428 642,747

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 393,046 216,407 720,807

純資産額 (千円) 9,838,450 10,263,632 10,106,423

総資産額 (千円) 14,008,441 14,631,567 14,599,633

１株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 18.14 9.38 44.21

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 70.2 70.1 69.2
  

(注) １． 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載
しておりません。

 ２． 売上高には、消費税等は含まれておりません。

 ３． 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。

 

 
２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容に

ついて、重要な変更はありません。

 また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 
１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

 なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 
３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、消費税率引き上げの影響から個人消費は弱さがみられるもの

の、政府による経済政策や日本銀行の金融政策の効果を背景に、企業収益や雇用情勢は改善されるなど、緩やかな

がら景気は回復基調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2,733,859千円(前年同期比10.2％減)、経常利益は212,305千

円(前年同期比29.2％減)、四半期純利益は136,428千円(48.3％減)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

主力製品である上下二連銃の販売数量は前年同期を若干下回ったものの、付加価値の高い製品の販売は堅調

に推移いたしました。一方、ボルトアクションライフルの販売数量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1,563,742千円(前年同期比6.6％減)、セグメント利益(営業利益)は163,055千円(前年同期

比15.7％増)となりました。

②  工作機械事業

主力の機械部門は堅調に推移したものの、ツール部門及び加工部門については、価格の低い製品の販売本数

が増加したことや新工場の操業初年度などの要因で利益面において前年同期を下回りました。その結果、売上

高は582,801千円(前年同期比4.5％減)、セグメント利益(営業利益)は61,297千円(前年同期比40.5％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3,624千円を含んでおります。

③ 自動車関連事業

搭載車種のモデルチェンジを控え受注数量の調整などから、主力の純木製ステアリングハンドル及びシフト

ノブの販売数量は前年同期を下回りました。その結果、売上高は588,768千円(前年同期比22.5％減)、セグメン

ト利益(営業利益)は2,737千円(前年同期比51.2％減)となりました。

 
(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題は

ありません。

 
(3) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は6,852千円であります。
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第３ 【提出会社の状況】

 
１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 50,000,000

計 50,000,000
 

 
② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成27年１月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成27年３月17日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 15,027,209 15,027,209
東京証券取引所
(市場第２部)

単元株式数は1,000株
であります。

計 15,027,209 15,027,209 ― ―
 

 
(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 
(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
(千円)

資本金
残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成26年11月１日～
平成27年１月31日

― 15,027,209 ― 863,126 ― 515,444
 

 
(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(平成26年10月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

平成27年１月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 232,000
 

― 単元株式数 1,000株

完全議決権株式(その他) 普通株式 14,666,000
 

14,666 単元株式数 1,000株

単元未満株式 普通株式 129,209
 

― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数  15,027,209
 

― ―

総株主の議決権 ― 14,666 ―
  

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式648株が含まれております。
 

 
② 【自己株式等】

平成27年１月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合

(％)

(自己保有株式)
㈱ミロク

高知県南国市篠原537-１ 232,000 ― 232,000 1.54

計 ― 232,000 ― 232,000 1.54
  

(注) 当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(自己株式等)」欄の普通株式に含めております。
 

 
２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 
１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「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」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 
２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成26年11月１日から平成

27年１月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成26年11月１日から平成27年１月31日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１ 【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26年10月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年１月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,485,231 1,357,735

  受取手形及び売掛金 2,455,751 ※1  2,105,796

  たな卸資産 2,629,649 3,090,601

  その他 400,785 414,951

  貸倒引当金 △313 △320

  流動資産合計 6,971,103 6,968,764

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 1,198,038 1,179,680

   機械装置及び運搬具（純額） 1,060,585 1,026,989

   土地 1,559,995 1,559,995

   その他（純額） 118,444 128,382

   有形固定資産合計 3,937,064 3,895,048

  無形固定資産   

   のれん 135,933 127,437

   その他 120,406 113,762

   無形固定資産合計 256,340 241,200

  投資その他の資産   

   投資有価証券 2,385,274 2,455,229

   その他 1,096,453 1,117,929

   貸倒引当金 △46,603 △46,603

   投資その他の資産合計 3,435,125 3,526,555

  固定資産合計 7,628,530 7,662,803

 資産合計 14,599,633 14,631,567
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成26年10月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年１月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 1,526,616 ※1  1,557,315

  短期借入金 ― 300,000

  未払法人税等 172,212 68,356

  賞与引当金 94,921 174,676

  役員賞与引当金 43,000 8,119

  その他 762,375 478,187

  流動負債合計 2,599,125 2,586,655

 固定負債   

  長期借入金 700,000 700,000

  繰延税金負債 184,615 201,979

  役員退職慰労引当金 274,489 179,221

  退職給付に係る負債 668,861 643,415

  その他 66,118 56,662

  固定負債合計 1,894,084 1,781,279

 負債合計 4,493,210 4,367,935

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 863,126 863,126

  資本剰余金 519,484 519,484

  利益剰余金 8,421,795 8,499,046

  自己株式 △74,663 △74,682

  株主資本合計 9,729,743 9,806,974

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 228,080 268,035

  為替換算調整勘定 148,599 188,622

  その他の包括利益累計額合計 376,679 456,658

 純資産合計 10,106,423 10,263,632

負債純資産合計 14,599,633 14,631,567
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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25年11月１日
　至 平成26年１月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年11月１日
　至 平成27年１月31日)

売上高 3,044,457 2,733,859

売上原価 2,509,820 2,239,744

売上総利益 534,637 494,115

販売費及び一般管理費 349,602 319,185

営業利益 185,034 174,930

営業外収益   

 受取配当金 8,215 8,638

 持分法による投資利益 ― 16,940

 補助金収入 108,600 ―

 その他 19,723 13,411

 営業外収益合計 136,538 38,989

営業外費用   

 支払利息 1,557 1,134

 持分法による投資損失 17,137 ―

 その他 3,105 479

 営業外費用合計 21,801 1,614

経常利益 299,771 212,305

特別利益   

 段階取得に係る差益 40,043 ―

 特別利益合計 40,043 ―

税金等調整前四半期純利益 339,815 212,305

法人税等 76,124 75,877

少数株主損益調整前四半期純利益 263,690 136,428

四半期純利益 263,690 136,428
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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25年11月１日
　至 平成26年１月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年11月１日
　至 平成27年１月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 263,690 136,428

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 83,097 31,429

 為替換算調整勘定 3,316 7,159

 持分法適用会社に対する持分相当額 42,940 41,389

 その他の包括利益合計 129,355 79,978

四半期包括利益 393,046 216,407

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 393,046 216,407
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【注記事項】

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

 
当第１四半期連結累計期間

(自 平成26年11月１日 至 平成27年１月31日)

税金費用の計算 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む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
率を乗じて計算しております。

 

 
(四半期連結貸借対照表関係)

※１ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当第１四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の満期手形が、四半期連結会計期間末

残高に含まれております。

 
前連結会計年度

(平成26年10月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年１月31日)

受取手形 ―千円
 

85,928 千円
 

支払手形 ― 〃
 

72,314 〃
 

 

 
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次の

とおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年11月１日
至 平成26年１月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年11月１日
至 平成27年１月31日)

減価償却費 88,362 千円
 

106,063 千円
 

のれんの償却額 8,495 〃
 

8,495 〃
 

 

 
(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 平成25年11月１日 至 平成26年１月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年12月６日
取締役会

普通株式 59,190 4.00 平成25年10月31日 平成26年１月30日 利益剰余金
 

 
２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後

となるもの

該当事項はありません。

 
当第１四半期連結累計期間(自 平成26年11月１日 至 平成27年１月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年12月５日
取締役会

普通株式 59,178 4.00 平成26年10月31日 平成27年１月29日 利益剰余金
 

 
２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後

となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成25年11月１日 至 平成26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)

 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 1,674,063 606,934 760,178 3,041,176 3,281 3,044,457 ― 3,044,457

セグメント間の内部
売上高又は振替高

4 3,133 ― 3,138 ― 3,138 △3,138 ―

計 1,674,068 610,067 760,178 3,044,315 3,281 3,047,596 △3,138 3,044,457

セグメント利益
又は損失(△)

140,886 102,937 5,608 249,432 △10,368 239,064 △54,029 185,034
  

(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△54,029千円には、セグメント間取引消去1,302千円及び各報告セグ
メントに配分していない全社費用△55,332千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。
 

 
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

(のれんの金額の重要な変動)

「猟銃事業」セグメントにおいて、㈱ミロク工芸の株式を追加取得し連結子会社としたことにより、のれんが発生

しております。

なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第１四半期連結累計期間においては169,916千円であります。

 
Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成26年11月１日 至 平成27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)

 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 1,563,742 579,177 588,768 2,731,687 2,172 2,733,859 ― 2,733,859

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― 3,624 ― 3,624 ― 3,624 △3,624 ―

計 1,563,742 582,801 588,768 2,735,312 2,172 2,737,484 △3,624 2,733,859

セグメント利益 163,055 61,297 2,737 227,090 387 227,478 △52,548 174,930
  

(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． セグメント利益の調整額△52,548千円には、セグメント間取引消去1,156千円及び各報告セグメントに配分
していない全社費用△53,704千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。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年11月１日
至 平成26年１月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年11月１日
至 平成27年１月31日)

１株当たり四半期純利益金額 18円14銭 9円38銭

(算定上の基礎)   

四半期純利益金額(千円) 263,690 136,428

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 263,690 136,428

普通株式の期中平均株式数(千株) 14,540 14,537
  

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
 

 
(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

平成26年12月５日開催の取締役会において、平成26年10月31日の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次の

とおり期末配当を行うことを決議いたしました。

① 配当金の総額 59,178千円

② １株当たりの金額 ４円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成27年１月29日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成27年３月13日
 

株  式  会  社  ミ  ロ  ク

取  締  役  会  御  中
 

 

有限責任監査法人  ト  ー  マ  ツ  
 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士     辻   内         章   ㊞

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士     千   原   徹   也   ㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ミロク

の平成26年11月１日から平成27年10月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成26年11月１日から平成27

年１月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成26年11月１日から平成27年１月31日まで)に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 
監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ミロク及び連結子会社の平成27年１月31日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての

重要な点において認められなかった。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 
以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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