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1.  平成21年10月期第2四半期の連結業績（平成20年11月1日～平成21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 ％

21年10月期第2四半期 6,160 ― 224 ― 201 ― 161 ―

20年10月期第2四半期 7,408 △3.3 247 △53.8 379 △47.3 218 △60.6

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2四半期 11.09 ―

20年10月期第2四半期 15.00 ―

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2四半期 15,265 8,201 53.7 563.61
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2四半期  8,195百万円 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 ― 1.50

21年10月期 
（予想）

― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 11,670 △23.3 △70 ― 10 △99.0 80 △85.6 5.50
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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） 

(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。 

(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、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 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2四半期 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2四半期  485,291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2四半期 14,543,129株 20年10月期第2四半期 14,550,017株
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3．連結業績予想に関する定性的情報
下半期につきましては、当社を取巻く経営環境は更に厳しい状況で推移するものと予想されます。このような

状況のもと、工作機械事業は設備投資の手控えや顧客の操業度の低下等により厳しさが増しており、猟銃事業に
おいても付加価値の高い上下二連銃の減産等から、この両事業の一部は一時休業を予定しております。その結
果、営業利益は減少しますが、一時休業による助成金が営業外収益に計上されることなどから、原価低減活動と
相まって経常利益は当初の計画に近い数値で推移する見通しであります。

このような状況を踏まえ、平成20年12月16日に公表しました平成21年10月期の業績予想を修正しております。
詳細につきましては、平成21年6月4日に公表しております「連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照く
ださい。

自動車関連事業(3)
自動車業界におきましては、景気の悪化による購買力の低下や在庫調整等によって、自動車市場は急速に

縮小しております。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高級車種は販売台数が落
ち込み、販売数量は前年同期に比べ大幅に減少しました。その結果、売上高は1,067百万円(前年同期比
52.7%減)、営業利益は9百万円(前年同期比27.6%減)となりました。

(2) 工作機械事業

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。

2．連結財政状態に関する定性的情報

(純資産)

㈱ミロク (7983) 平成21年10月期 第２四半期決算短信

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的不況の深刻化や株式・為替市場の変動の影響によ
り、企業収益は大幅に減少し、設備投資の縮小や雇用情勢の悪化など、経済環境はなお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2四半期連結累計期間の売上高は、6,160百万円(前年同期比16.9%減)、経常利益は201百万円
(前年同期比47.0%減)、四半期純利益は161百万円(前年同期比26.1%減)となりました。

【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

猟銃事業
主力の米国市場は、深刻な不況による可処分所得の減少から購買力が低下し付加価値の高い上下二連銃が

減少したものの、比較的安価なボルトアクションライフルが好調に推移しました。その結果、売上高は
3,811百万円(前年同期比15.7%増)、営業利益は234百万円(前年同期比738.4%増)となりました。

(1)

主要顧客である自動車・金型関連業界は、設備投資の手控えや在庫調整等により一層厳しさを増しており
ます。主力の機械部門、ツール部門、加工部門とも、顧客の生産減の影響等により、前年同期に比べ減収減
益となりました。その結果、売上高は1,260百万円(前年同期比31.7%減)、営業利益は103百万円(前年同期比
68.9%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8百万円を含んでおりま
す。

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674百万円、未払法人税等の減少
133百万円、固定資産購入支払手形等のその他の流動負債の減少411百万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)

(負債)

  資産合計は前連結会計年度末に比べて496百万円減少し15,265百万円となりました。
これは、主に現金及び預金の増加759百万円、受取手形及び売掛金の減少612百万円、たな卸資産の減少

265百万円、有形固定資産の減少220百万円､投資有価証券の減少102百万円等によるものであります。

  純資産合計は前連結会計年度末に比べて77百万円増加し、8,201百万円となりました。
これは、主に利益剰余金の増加94百万円、その他有価証券評価差額金の減少17百万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574百万円減少し7,064百万円となりました。
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当連結会計年度の第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。
  これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません｡

簡便な会計処理

３．

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、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、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び
税金等調整前四半期純利益は、それぞれ29百万円減少しております。
  なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

(追加情報)

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。
繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法
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(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。

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。

①

固定資産の減価償却費の算定方法

③

四半期財務諸表に関する会計基準等の適用

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

１．

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。

当連結会計年度の第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、当第２四半期累計期間の売上総利益、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29百万円減少しております。
  なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

 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。

(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

２．

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．

リース取引に関する会計基準の適用
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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２四半期連結会計期間末
(平成21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20年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,847 1,087 

受取手形及び売掛金 2,217 2,830 

たな卸資産 2,455 2,720 

その他 290 347 

貸倒引当金 △17 △22 

流動資産合計 6,793 6,964 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,504 1,550 

機械装置及び運搬具（純額） 1,785 1,917 

土地 1,568 1,568 

その他（純額） 164 206 

有形固定資産合計 5,022 5,242 

無形固定資産   

その他 48 58 

無形固定資産合計 48 58 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,259 2,362 

その他 1,250 1,278 

貸倒引当金 △107 △144 

投資その他の資産合計 3,402 3,496 

固定資産合計 8,472 8,798 

資産合計 15,265 15,762 

㈱ミロク　（7983）　平成21年10月期　第２四半期決算短信
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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20年10月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,362 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 110 243 

賞与引当金 177 155 

役員賞与引当金 10 29 

その他 298 709 

流動負債合計 5,060 5,674 

固定負債   

長期借入金 700 700 

繰延税金負債 149 156 

退職給付引当金 968 927 

役員退職慰労引当金 186 179 

固定負債合計 2,004 1,963 

負債合計 7,064 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 6,692 6,597 

自己株式 △73 △73 

株主資本合計 8,001 7,906 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 194 211 

為替換算調整勘定 △0 △0 

評価・換算差額等合計 194 211 

少数株主持分 5 5 

純資産合計 8,201 8,123 

負債純資産合計 15,265 15,762 

㈱ミロク　（7983）　平成21年10月期　第２四半期決算短信
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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：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年４月30日) 

売上高 6,160

売上原価 5,285

売上総利益 875

販売費及び一般管理費 650

営業利益 224

営業外収益  

受取配当金 8

助成金収入 33

その他 25

営業外収益合計 66

営業外費用  

支払利息 23

持分法による投資損失 53

その他 13

営業外費用合計 89

経常利益 201

特別利益  

補助金収入 126

その他 10

特別利益合計 136

特別損失  

固定資産除売却損 1

投資有価証券評価損 2

特別損失合計 4

税金等調整前四半期純利益 333

法人税等 171

少数株主利益 0

四半期純利益 161
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　　該当事項はありません。

            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

63.0

(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

Ⅲ連結売上高に占める
  海外売上高の割合(%)

45.9 15.6 1.5

3,883
Ⅱ連結売上高(百万円) ― ― ― 6,160
Ⅰ海外売上高(百万円) 2,828 960 94

　当第２四半期連結累計期間(自  平成20年11月１日  至  平成21年４月30日)
北米 欧州 その他 計

【海外売上高】

㈱ミロク (7983) 平成21年10月期 第２四半期決算短信

(4) セグメント情報

(3) 継続企業の前提に関する注記
　　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。

【所在地別セグメント情報】

      ４

6,160

1,260 1,067

　当第２四半期連結累計期間(自  平成20年11月１日  至  平成21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。

「追加情報」に記載のとおり、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、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、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、猟銃事業が31
百万円減少し、工作機械事業が2百万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。

29

工作機械
事業

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

― 

― 

計
消去又は

全社
連結

(百万円) (百万円) (百万円)

　当第２四半期連結累計期間(自  平成20年11月１日  至  平成21年４月30日)
【事業の種類別セグメント情報】

自動車
関連事業

その他
事業

猟銃事業

  売上高

(8)

  (1)外部顧客に対する
　　 売上高

3,811 1,252 1,067

  (2)セグメント間の内部
     売上高又は振替高

0 8 ― 

6,160

― 8

(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。
2249  営業利益又は営業損失(△) 234 103 △0

      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

29 6,168 (8) 6,160計 3,811
347 (122)

        (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 「四半期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、当連結会計

年度の第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、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、猟銃事業が16
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。
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｢参考資料｣
前年同四半期に係る財務諸表等
中間連結損益計算書
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Ⅰ  売上高 7,408
Ⅱ  売上原価 6,347
      売上総利益 1,061
Ⅲ  販売費及び一般管理費 813
      営業利益 247
Ⅳ  営業外収益
  １  受取配当金 9
  ２  持分法による投資利益 118
  ３  その他      42 170
Ⅴ  営業外費用
  １  支払利息 24
  ２  賃貸費用 4
  ３  その他       9 38
      経常利益 379
Ⅵ  特別利益
  １  貸倒引当金戻入益 5
  ２  保険金収入 0 5
Ⅶ  特別損失
  １  固定資産除却損 2
  ２  投資有価証券評価損 2 5
      税金等調整前中間純利益 379
      法人税、住民税及び事業税 234
      法人税等調整額 △73 161
      少数株主利益 0
      中間純利益 218

(自 平成19年11月１日
  至 平成20年４月30日)

金額

前中間連結会計期間

科目

(単位：百万円)
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