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1.  平成21年10月期第1四半期の連結業績（平成20年11月1日～平成21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 ％

21年10月期第1四半期 3,280 ― 107 ― 57 ― 43 ―

20年10月期第1四半期 3,781 1.0 60 △75.4 160 △54.5 102 △52.8

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

21年10月期第1四半期 2.97 ―

20年10月期第1四半期 7.06 ―

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

21年10月期第1四半期 15,520 8,017 51.6 550.93
20年10月期 15,762 8,123 51.5 558.20

（参考） 自己資本   21年10月期第1四半期  8,012百万円 20年10月期  8,118百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年10月期 ― 4.50 ― 4.50 9.00
21年10月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年10月期（予想） ――― 1.50 ― 1.50 3.00

3.  平成21年10月期の連結業績予想（平成20年11月1日～平成21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 6,460 ― 170 ― 150 ― 140 ― 9.63
通期 12,210 △19.8 100 △85.8 20 △97.9 30 △94.6 2.06

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、3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） 

（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(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 
 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 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、2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 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） 21年10月期第1四半期  15,027,209株 20年10月期  15,027,209株

② 期末自己株式数 21年10月期第1四半期  483,879株 20年10月期  482,793株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年10月期第1四半期  14,543,802株 20年10月期第1四半期  14,550,613株
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(負債)
　負債合計は前連結会計年度末に比べて135百万円減少し7,502百万円となりました。

これは、主に短期借入金の増加600百万円、支払手形及び買掛金の減少140百万円、未払法人税等の減少194百
万円、固定資産購入支払手形等のその他の流動負債の減少321百万円、繰延税金負債の減少47百万円等によるも
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106百万円減少し8,017百万円となりました。

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77百万円等によるものでありま
す。

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242百万円減少し15,520百万円となりました。

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、金融危機に端を発した世界同時不況の深刻化や株式・為替
市場の変動の影響により、企業収益は急激かつ大幅に減少しており、設備投資の縮小や雇用情勢の悪化など、経
済環境は一層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、独自性の高い製品の開発
や品質向上に努めるとともに、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１四半期連結会計期間の売上高は、猟銃事業1,905百万円(前年同期比15.6%増)、工作機械事
業783百万円(前年同期比16.4%減)、自動車関連事業590百万円(前年同期比50.5%減)、合計3,280百万円(前年同期
比13.3%減)、経常利益は57百万円(前年同期比64.1%減)、四半期純利益は43百万円(前年同期比58.0%減)となりま
した。なお、事業別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。

【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

これは、主に現金及び預金の増加243百万円、受取手形及び売掛金の減少68百万円、たな卸資産の減少81百万
円、有形固定資産の減少72百万円､投資有価証券の減少272百万円等によるものであります。

３．連結業績予想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

当社を取り巻く経営環境は厳しい状況で推移しておりますが、グループ一丸となって業績の向上に努めてお
り、平成20年12月16日に発表しました連結業績予想に修正はありません。
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(追加情報)

簡便な会計処理

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。

③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

１．四半期財務諸表に関する会計基準等の適用

２．棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

(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

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸
表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期
連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②

棚卸資産の評価方法

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．

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。

①

固定資産の減価償却費の算定方法

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、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四
半期純利益は、それぞれ25百万円減少しております。

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、経常利益及び税金等調整前四半期純利益
は、それぞれ11百万円減少しております。

当第１四半期連結会計期間から平成19年３月30日改正の「リース取引に関する会計基準」(企業会計
基準委員会 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員
会 企業会計基準適用指針第16号)を早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引について
は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に
変更しております｡

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を
採用しております。

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常
の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。
　これによる損益に与える影響はありません｡

３．リース取引に関する会計基準の適用

(2)

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。

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。

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。

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理２．
税金費用の計算
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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21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20年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,331 1,087

受取手形及び売掛金 2,762 2,830

たな卸資産 2,639 2,720

その他 355 347

貸倒引当金 △22 △22

流動資産合計 7,066 6,964

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,525 1,550

機械装置及び運搬具（純額） 1,839 1,917

土地 1,568 1,568

その他（純額） 237 206

有形固定資産合計 5,170 5,242

無形固定資産   

その他 52 58

無形固定資産合計 52 58

投資その他の資産   

投資有価証券 2,090 2,362

その他 1,284 1,278

貸倒引当金 △144 △144

投資その他の資産合計 3,230 3,496

固定資産合計 8,453 8,798

資産合計 15,520 15,762
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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20年10月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,896 2,037

短期借入金 2,400 1,800

1年内償還予定の社債 200 200

1年内返済予定の長期借入金 500 500

未払法人税等 48 243

賞与引当金 134 155

役員賞与引当金 6 29

その他 388 709

流動負債合計 5,575 5,674

固定負債   

長期借入金 700 700

繰延税金負債 108 156

退職給付引当金 938 927

役員退職慰労引当金 179 179

固定負債合計 1,927 1,963

負債合計 7,502 7,638

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 6,574 6,597

自己株式 △73 △73

株主資本合計 7,883 7,906

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 134 211

為替換算調整勘定 △5 △0

評価・換算差額等合計 128 211

少数株主持分 5 5

純資産合計 8,017 8,123

負債純資産合計 15,520 15,762
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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）

当第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) 

売上高 3,280

売上原価 2,809

売上総利益 470

販売費及び一般管理費 362

営業利益 107

営業外収益  

受取配当金 8

その他 14

営業外収益合計 22

営業外費用  

支払利息 12

持分法による投資損失 53

その他 7

営業外費用合計 73

経常利益 57

特別利益  

補助金収入 126

その他 0

特別利益合計 126

特別損失  

固定資産除売却損 0

投資有価証券評価損 63

特別損失合計 63

税金等調整前四半期純利益 120

法人税等 77

少数株主利益 0

四半期純利益 43

㈱ミロク（7983）平成21年10月期　第1四半期決算短信

6



(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
　当第１四半期連結会計期間(自  平成20年11月１日  至  平成21年１月31日)
　　該当事項はありません。

(3) 継続企業の前提に関する注記
　当第１四半期連結会計期間(自  平成20年11月１日  至  平成21年１月31日)
　　該当事項はありません。

  当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会
計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い
四半期連結財務諸表を作成しております。

｢参考資料｣
前年同四半期に係る財務諸表等
　(要約) 四半期連結損益計算書

前四半期
(平成20年10月期

第１四半期)
金額

Ⅰ  売上高 3,781
Ⅱ　売上原価 3,313
      売上総利益 468
Ⅲ　販売費及び一般管理費 407
      営業利益 60
Ⅳ　営業外収益 117
Ⅴ　営業外費用 17
      経常利益 160
Ⅵ　特別利益 2
Ⅶ　特別損失 3
      税金等調整前四半期純利益 159
      税金費用 56
      少数株主損失(△) △0
      四半期純利益 102

(単位：百万円)

科目

㈱ミロク（7983）平成21年10月期　第1四半期決算短信

7


	3
	4
	8



