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(百万円未満切捨て)

1.  平成23年10月期第3四半期の連結業績 (平成22年11月1日～平成23年7月31日)

(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3四半期 6,580 △17.9 △140 ― 70 △75.8 20 △91.7
22年10月期第3四半期 8,013 △10.5 △111 ― 291 29.7 252 16.4

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3四半期 1.44 ―
22年10月期第3四半期 17.35 ―

(2) 連結財政状態

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3四半期 13,242 8,381 63.3 576.57
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3四半期 8,381百万円 22年10月期 8,415百万円

2.  配当の状況

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

(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無

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)

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 9,000 △14.6 △170 ― 70 △77.2 30 △87.1 2.06

(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 有



  

 
新規  ― 社 (社名                           )、 除外  ― 社 (社名                           ) 

(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。 

  

 
(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) 

 
  

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。 

  

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。)

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

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3Q 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3Q 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3Q 14,537,797株 22年10月期3Q 14,540,947株

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にあるも

のの、各種の政策効果や新興国向けを中心とする輸出関連等、徐々に持ち直しに向けた動きがみられましたが、

米欧の財政悪化に伴う円高の長期化や原油価格の高騰など、景気の先行きは不透明な状況となりました。 

このような状況の下、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、円高や顧客の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３四半期連結累計期間の売上高は6,580百万円(前年同期比17.9％減)、経常利益は70百万円

(前年同期比75.8％減)、四半期純利益は20百万円(前年同期比91.7％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、顧客の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。過剰傾

向が続いてきた流通在庫は、販売促進策が奏功し減少してまいりました。主力製品である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、徐々に回復の兆しが見え始めたものの低価格銃に需要が移り、売上高及

び利益面とも厳しい状況で推移いたしました。その結果、売上高は3,525百万円、営業損失は142百万円となり

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、東日本大震災の発生後、設備投資は総じて低調に推移しており

ます。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1,342百万円、営業利益は153百万円となりました。なお、売

上高につきましては、セグメント間の内部売上高6百万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、東日本大震災の影響により、生産ラインを一時停止するなど、生産数量を調

整せざるを得ない状況でありました。その後、納入先メーカーの生産活動が回復してきたものの、主力の純木

製ステアリングハンドル及びシフトノブの生産数量は、当初計画を下回りました。その結果、売上高は1,713

百万円、営業利益は14百万円となりました。 

  

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1,352百万円減少し13,242百万円となりました。 

これは、主に現金及び預金の減少476百万円、受取手形及び売掛金の減少555百万円、有形固定資産の減少

286百万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1,315百万円減少し、4,860百万円となりました。 

これは、主に支払手形及び買掛金の減少143百万円、短期借入金の減少1,100百万円、未払法人税等の減少

205百万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36百万円減少し8,381百万円となりました。 

これは、主に利益剰余金の減少23百万円、その他有価証券評価差額金の減少8百万円等によるものでありま

す。 

  

当社を取り巻く経営環境は引き続き厳しい状況で推移するものと予想されます。東日本大震災の影響で一時操

業停止を余儀なくされた自動車関連事業は徐々に回復してきたものの、当初計画まで回復するには至らず、売上

高は計画を下回る見込みとなりました。利益面につきましては、経費等のコスト削減により計画を上回る見込み

となりました。 

以上のことから、平成22年12月15日に発表しております通期業績予想を修正しております。詳細につきまして

は、本日開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 

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３四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３四半期連結会計期間末
(平成23年７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22年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,959,682 2,435,777

受取手形及び売掛金 1,781,788 2,337,641

たな卸資産 2,101,074 1,962,979

その他 237,443 285,018

貸倒引当金 △51 △18,878

流動資産合計 6,079,937 7,002,539

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,305,065 1,376,112

機械装置及び運搬具（純額） 1,040,146 1,261,245

土地 1,568,295 1,568,295

その他（純額） 112,718 107,048

有形固定資産合計 4,026,226 4,312,701

無形固定資産

その他 36,600 34,380

無形固定資産合計 36,600 34,380

投資その他の資産

投資有価証券 2,307,134 2,375,038

その他 878,571 960,128

貸倒引当金 △86,083 △89,995

投資その他の資産合計 3,099,622 3,245,171

固定資産合計 7,162,449 7,592,253

資産合計 13,242,386 14,594,792

㈱ミロク (7983) 平成23年10月期 第３四半期決算短信

4



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年７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22年10月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,279,373 1,422,593

短期借入金 800,000 1,900,000

未払法人税等 － 205,547

賞与引当金 96,863 79,506

役員賞与引当金 11,475 15,300

その他 239,248 379,640

流動負債合計 2,426,960 4,002,587

固定負債

長期借入金 1,000,000 700,000

繰延税金負債 197,599 215,531

退職給付引当金 1,044,664 1,065,555

役員退職慰労引当金 191,191 192,712

固定負債合計 2,433,455 2,173,798

負債合計 4,860,416 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 6,908,068 6,931,584

自己株式 △74,109 △73,966

株主資本合計 8,216,337 8,239,996

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 177,189 185,415

為替換算調整勘定 △11,557 △9,760

評価・換算差額等合計 165,632 175,654

少数株主持分 － 2,755

純資産合計 8,381,970 8,418,406

負債純資産合計 13,242,386 14,594,792
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(2) 四半期連結損益計算書

【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年11月１日
至 平成22年７月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年11月１日
至 平成23年７月31日)

売上高 8,013,439 6,580,502

売上原価 7,347,188 5,898,307

売上総利益 666,251 682,195

販売費及び一般管理費 777,627 822,856

営業損失（△） △111,375 △140,661

営業外収益

受取配当金 17,462 16,764

持分法による投資利益 115,740 45,457

助成金収入 189,535 135,308

その他 105,927 32,762

営業外収益合計 428,665 230,293

営業外費用

支払利息 21,710 12,791

その他 3,810 6,146

営業外費用合計 25,520 18,938

経常利益 291,769 70,693

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 22,738

受取保険金 176,436 43,264

その他 9,256 46

特別利益合計 185,692 66,049

特別損失

固定資産除売却損 1,825 1,320

減損損失 8,832 －

関係会社株式評価損 － 44,051

特別損失合計 10,657 45,372

税金等調整前四半期純利益 466,804 91,370

法人税等 214,537 70,481

少数株主損益調整前四半期純利益 － 20,889

少数株主損失（△） △14 －

四半期純利益 252,282 20,889
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該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間(自  平成21年11月１日    至  平成22年７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 

  

前第３四半期連結累計期間(自  平成21年11月１日    至  平成22年７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。 

  

前第３四半期連結累計期間(自  平成21年11月１日    至  平成22年７月31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
3,900,003 1,426,838 2,667,854 18,743 8,013,439 ― 8,013,439

(2) セグメント間の内部 

    売上高又は振替高
7 7,758 ― ― 7,766 (7,766) ―

計 3,900,011 1,434,597 2,667,854 18,743 8,021,206 (7,766) 8,013,439

営業利益又は営業損失(△) △137,429 169,213 29,679 △11,215 50,248 (161,624) △111,375

【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) 2,752,969 931,901 189,010 3,873,880

Ⅱ  連結売上高(千円) ― ― ― 8,013,439

Ⅲ  連結売上高に占める 

    海外売上高の割合(％)
34.3 11.6 2.4 48.3
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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３四半期連結累計期間(自  平成22年11月１日    至  平成23年７月31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３四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３四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３四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３四

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8,783千円であります。 

  

【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
3,525,433 1,336,432 1,713,162 6,575,028 5,474 6,580,502 ― 6,580,502

セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高

― 6,002 ― 6,002 ― 6,002 △6,002 ―

計 3,525,433 1,342,434 1,713,162 6,581,030 5,474 6,586,504 △6,002 6,580,502

セグメント利益 

又は損失(△)
△142,088 153,283 14,510 25,706 △19,723 5,982 △146,643 △140,661

(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△146,643千円には、セグメント間取引消去4,602千円及び各報告セ
グメントに配分していない全社費用△151,246千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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