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1.  平成23年10月期第2四半期の連結業績（平成22年11月1日～平成23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 ％

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

22年10月期第2四半期 5,468 △11.2 △77 ― 193 △3.8 205 27.4

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

23年10月期第2四半期 1.36 ―

22年10月期第2四半期 14.13 ―

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

23年10月期第2四半期 13,452 8,410 62.5 578.51
22年10月期 14,594 8,418 57.7 578.86

（参考） 自己資本   23年10月期第2四半期  8,410百万円 22年10月期  8,415百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年10月期 ― 1.00 ― 2.00 3.00
23年10月期 ― 1.00

23年10月期 
（予想）

― 1.00 2.00

3.  平成23年10月期の連結業績予想（平成22年11月1日～平成23年10月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 9,650 △8.5 △280 ― 0 △100.0 20 △91.4 1.38



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(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、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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条件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、四半期決算短信（添付資料）2ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」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 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年10月期2Q  15,027,209株 22年10月期  15,027,209株

② 期末自己株式数 23年10月期2Q  489,625株 22年10月期  488,802株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年10月期2Q  14,537,888株 22年10月期2Q 14,541,175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、政府経済対策の効果や新興国向けを中心とする輸出関連等

により景気の持ち直しに向けた動きがみられたものの、平成23年３月11日に発生した東日本大震災は甚大な被害

をもたらすとともに、原発事故に伴う電力供給の制約等により、景気の先行きは不透明な状況となりました。 

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

いりましたが、円高や低価格指向の高まり等、経済環境による影響を受ける厳しい状況が続いております。 

  以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は4,218百万円(前年同期比22.8%減)、経常利益は7百万円(前

年同期比96.0%減)、四半期純利益は19百万円(前年同期比90.4%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 

主力の米国及び欧州市場は、低価格指向が強まり価格競争はより厳しさを増してきました。円高の影響に

より過剰傾向が続いてきた流通在庫は、減少傾向に転じたもののまだ一部の機種は過剰状態にあります。この

ような状況の中、市場規模が大きく、競合メーカーも多く競争の激しいボルトアクションライフルの販売数量

は大幅に減少いたしました。その結果、売上高は2,227百万円、営業損失は120百万円となりました。 

②  工作機械事業 

主要顧客である自動車・金型関連業界は、中国を始めとするアジア向けの設備投資が徐々に増加する等、

緩やかな持ち直しが見られる状況で推移いたしました。主力の機械部門は受注が伸びず売上は減少しました

が、顧客の生産状況の回復に伴いツール部門及び加工部門は増加いたしました。その結果、売上高は868百万

円、営業利益は80百万円となりました。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 

自動車業界におきましては、中国やインドは堅調に推移するなど持ち直しの兆しが見られたものの、東日

本大震災の影響により、納入先メーカーの生産停止に伴い当社生産ラインも一時停止せざるを得ない状況とな

り、主力の純木製ステアリングハンドルの生産数量は大幅に減少いたしました。その結果、売上高は1,121百

万円、営業利益は9百万円となりました。 

  

資産、負債及び純資産の状況 

(資産) 

資産合計は前連結会計年度末に比べて1,142百万円減少し13,452百万円となりました。 

これは、主に現金及び預金の減少319百万円、受取手形及び売掛金の減少520百万円、有形固定資産の減少

214百万円等によるものであります。 

(負債) 

負債合計は前連結会計年度末に比べて1,134百万円減少し、5,042百万円となりました。 

これは、主に支払手形及び買掛金の減少292百万円、短期借入金の減少600百万円、未払法人税等の減少164

百万円等によるものであります。 

(純資産) 

純資産合計は前連結会計年度末に比べて8百万円減少し8,410百万円となりました。 

これは、主に利益剰余金の減少9百万円等によるものであります。 

  

当第２四半期連結累計期間の業績は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災により、一部当社グループの

事業活動に影響を及ぼしたことから、平成22年12月15日に発表しました連結業績予想を修正しております。詳細

につきましては、平成23年６月６日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。      

  

1.  当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態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
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該当事項はありません。 

  

１  簡便な会計処理 

①  棚卸資産の評価方法 

当第２四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。 

②  固定資産の減価償却費の算定方法 

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。 

③  繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

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。 

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 

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。 

  

資産除去債務に関する会計基準等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年３月31日)及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日)を適用してお

ります。これによる損益に与える影響はありません。 

  

2.  その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年４月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,116,111 2,435,777

受取手形及び売掛金 1,817,296 2,337,641

たな卸資産 2,059,798 1,962,979

その他 174,021 285,018

貸倒引当金 △49 △18,878

流動資産合計 6,167,178 7,002,539

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,328,652 1,376,112

機械装置及び運搬具（純額） 1,107,994 1,261,245

土地 1,568,295 1,568,295

その他（純額） 92,831 107,048

有形固定資産合計 4,097,772 4,312,701

無形固定資産

その他 39,865 34,380

無形固定資産合計 39,865 34,380

投資その他の資産

投資有価証券 2,350,521 2,375,038

その他 882,909 960,128

貸倒引当金 △85,980 △89,995

投資その他の資産合計 3,147,451 3,245,171

固定資産合計 7,285,089 7,592,253

資産合計 13,452,267 14,594,792

㈱ミロク (7983) 平成23年10月期 第２四半期決算短信

4



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年４月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年10月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,129,792 1,422,593

短期借入金 1,300,000 1,900,000

未払法人税等 41,297 205,547

賞与引当金 195,503 79,506

役員賞与引当金 7,650 15,300

その他 204,004 379,640

流動負債合計 2,878,247 4,002,587

固定負債

長期借入金 700,000 700,000

繰延税金負債 205,801 215,531

退職給付引当金 1,072,260 1,065,555

役員退職慰労引当金 185,831 192,712

固定負債合計 2,163,893 2,173,798

負債合計 5,042,140 6,176,386

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 6,921,810 6,931,584

自己株式 △74,109 △73,966

株主資本合計 8,230,079 8,239,996

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 189,092 185,415

為替換算調整勘定 △9,045 △9,760

評価・換算差額等合計 180,046 175,654

少数株主持分 － 2,755

純資産合計 8,410,126 8,418,406

負債純資産合計 13,452,267 14,594,792
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(2) 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21年11月１日
至 平成22年４月30日)

当第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)

売上高 5,468,179 4,218,971

売上原価 5,026,999 3,819,089

売上総利益 441,180 399,882

販売費及び一般管理費 518,588 545,797

営業損失（△） △77,407 △145,914

営業外収益

受取配当金 6,888 7,517

持分法による投資利益 79,471 24,688

助成金収入 137,320 110,641

その他 63,982 22,875

営業外収益合計 287,664 165,722

営業外費用

支払利息 14,663 9,083

その他 2,004 2,907

営業外費用合計 16,667 11,991

経常利益 193,588 7,817

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 22,843

受取保険金 176,436 43,226

その他 11,679 46

特別利益合計 188,116 66,116

特別損失

固定資産除売却損 1,294 411

特別損失合計 1,294 411

税金等調整前四半期純利益 380,410 73,521

法人税等 174,579 53,691

少数株主損益調整前四半期純利益 － 19,830

少数株主利益 302 －

四半期純利益 205,529 19,830
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該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年11月１日  至  平成22年４月30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 

  

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年11月１日  至  平成22年４月30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。 

  

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年11月１日  至  平成22年４月30日) 

 
(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。 
  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報等

【事業の種類別セグメント情報】

猟銃事業
工作機械 

事業

自動車 

関連事業

その他 

事業
計

消去又は 

全社
連結

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

売上高

(1) 外部顧客に 

    対する売上高
2,598,280 943,251 1,908,120 18,527 5,468,179 ― 5,468,179

(2) セグメント間の内部 

    売上高又は振替高
6 6,689 ― ― 6,695 (6,695) ―

計 2,598,287 949,940 1,908,120 18,527 5,474,875 (6,695) 5,468,179

営業利益又は営業損失(△) △81,646 97,751 21,197 △4,695 32,607 (110,015) △77,407

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

北米 欧州 その他 計

Ⅰ  海外売上高(千円) 1,837,468 568,028 183,179 2,588,677

Ⅱ  連結売上高(千円) ― ― ― 5,468,179

Ⅲ  連結売上高に占める 

    海外売上高の割合(％)
33.6 10.4 3.3 47.3
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(追加情報) 

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年３月

27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21

日)を適用しております。 

  

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、事業の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は純粋持株会社として、グループ戦略の方針並びに事業会社の統括管理を行っており、事業活動は、当社傘

下の子会社及び関連会社が展開しております。 

当社グループは、国内・海外において猟銃、工作機械及び自動車関連の事業活動を展開しており、「猟銃事

業」、「工作機械事業」及び「自動車関連事業」の３つを報告セグメントとしております。 

「猟銃事業」は、散弾銃、スポーツ用ライフル銃、猟銃関連商品を生産及び販売しております。「工作機械事

業」は、深孔加工機、超精密研磨機、深孔加工用工具を生産及び販売すると共に、孔明加工業務を行っておりま

す。「自動車関連事業」は、自動車用ハンドル、自動車関連商品を仕入及び販売しております。 

  

２  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 

当第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) 

(単位：千円) 

 

 
  

３  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。 

  

(四半期連結損益計算書関係) 

１  「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づく財務諸表等規則等の一部

を改正する内閣府令(平成21年３月24日 内閣府令第５号)の適用に伴い、当第２四半期連結累計期間では、「少数株

主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

２  前第２四半期連結累計期間において、特別利益の「その他」に含めていた「貸倒引当金戻入額」は、特別利益

総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記することとしております。なお、前第２四

半期連結累計期間の特別利益の「その他」に含まれる「貸倒引当金戻入額」は11,231千円であります。 

  

【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。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(6) その他注記情報

【表示方法の変更】
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