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1.  22年4月期の業績（平成21年5月1日～平成22年4月30日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年4月期 2,469 △0.1 125 80.4 141 67.6 73 ―

21年4月期 2,471 △5.5 69 35.6 84 12.2 △17 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年4月期 13.99 ― 2.3 3.8 5.1
21年4月期 △3.38 ― △0.6 2.2 2.8

（参考） 持分法投資損益 22年4月期  ―百万円 21年4月期  ―百万円

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

22年4月期 3,795 3,175 83.6 605.74
21年4月期 3,669 3,136 85.5 597.17

（参考） 自己資本   22年4月期  3,175百万円 21年4月期  3,136百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年4月期 280 △106 △66 1,083
21年4月期 133 0 △73 976

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

21年4月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00 63 ― 2.0
22年4月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00 62 85.8 2.0

23年4月期 
（予想）

― 6.00 ― 6.00 12.00 ―

3.  23年4月期の業績予想（平成22年5月1日～平成23年4月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
累計期間

1,280 5.2 42 △30.3 45 △33.4 21 △36.2 4.00

通期 2,620 6.1 120 △4.4 130 △8.2 65 △11.5 12.38
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年4月期 5,850,000株 21年4月期 5,850,000株

② 期末自己株式数 22年4月期  608,210株 21年4月期  598,210株

※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「１．経営成績 （１）経営成績に関する分析」をご覧下さい。 
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(1）経営成績に関する分析 

 当事業年度におけるわが国経済は、年度後半にかけて政府による各種経済対策の効果等を背景に持ち直しつつあ

るものの、企業の設備投資は依然として低調な推移を辿り、雇用・所得環境の改善も見られず、購買行動は低価格

志向へのシフトが継続し、個人消費の低迷は続き、依然として厳しい状況で推移しました。 

 このような状況の下、当社は主力の食品分野におきましては、フィルミックスシリーズ等により、きめ細かな新

規需要の掘り起こしと新規分野開拓に努めました。また、成長分野として位置づけております非食品分野において

は、医療・産業向けの取り組みを積極的に推進しました結果、売上高は 百万円（前年同期比0.1％減）となり

ました。 

 利益につきましては、原油相場の沈静化、体質強化活動による生産性向上、内製化の促進による付加価値業務の

取り込み等により、営業利益は 百万円（前年同期比80.4％増）、経常利益は 百万円（前年同期比67.6％

増）となりました。当期純利益は 百万円（前年同期の当期純損失は 百万円）となりました。 

 用途別の売上高につきましては、食品分野では、景気低迷による個人消費の落ち込みや外食産業の需要減等によ

り、16億79百万円（前年同期比4.8％減）となりました。 

 非食品分野では、医療分野での新機能製品、電子部品分野の回復等により5億2百万円（前年同期比10.3％増）と

なりました。 

 商品につきましては、ＳＰパック（耐ピンホール性向上フィルム）の拡販により2億88百万円（前年同期比14.2％

増）となりました。 

（次期の見通し）   

 次期の見通しにつきましては、食品分野では新規分野開拓の推進、非食品分野では産業向けの新製品販売で、売

上高は26億20百万円を計画しております。利益面では、不透明な原油相場による材料費の変動を考慮しつつ、工程

改善や経費削減等の活動により営業利益は昨年並みの1億20百万円、経常利益は1億30百万円、当期純利益は65百万

円を計画しております。 

(2）財政状態に関する分析 

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

 当事業年度末の資産総額は 百万円となり、前事業年度末より1億26百万円増加いたしました。これは、現

金及び預金が1億7百万円、投資有価証券が43百万円増加したこと等を反映したものであります。 

 負債総額は 百万円となり、前事業年度末より87百万円増加いたしました。これは、未払法人税等が63百万

円、計上方法の変更による賞与引当金が33百万円増加したこと等を反映したものであります。 

 純資産の部は 百万円となり、前事業年度末より38百万円増加いたしました。これは、繰越利益剰余金が

10百万円、その他有価証券評価差額金が31百万円増加したこと等を反映したものであります。 

② キャッシュ・フローの状況  

 当事業年度のキャッシュ・フローにつきましては、現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年

度に比べて1億7百万円増加し、当事業年度末には 百万円となりました。 

 なお、フリーキャッシュ・フローは2億11百万円となりました。 

また、当事業年度中におけるキャッシュ・フローは以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度において営業活動の結果得られた資金は 百万円（前年同期は1億33百万円の獲得）となりまし

た。 

 これは税引前当期純利益 百万円、減価償却費 百万円、計上方法の変更による賞与引当金の増加 百万円等

によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度において投資活動の結果使用した資金は 百万円（前年同期は0百万円の使用）となりました。 

 これは有価証券の償還による収入 千円等のプラス要因と有価証券の取得による支出 百万円、有形固定資産の

取得による支出 百万円、投資有価証券の取得による支出 百万円等のマイナス要因を反映したものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度において財務活動の結果使用した資金は 百万円（前年同期は73百万円の使用）となりました。 

 これは自己株式の取得による支出 百万円、配当金の支払による支出 百万円によるものであります。 

（注）フリーキャッシュ・フローは（営業活動によるキャッシュ・フロー）から（有形固定資産の取得による支

出）を差し引いて計算しました。 

１．経営成績

24億69

1億25 1億41

73 17

37億95

6億20

31億75

10億83

2億80

1億36 96 33

1億6

80 80

68 50

66

3 63
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 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

※ 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

（注１）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注２）キャッシュ・フロー対有利子負債比率は、有利子負債がありませんので表示を省略しております。 

（注３）インタレスト・カバレッジ・レシオは、支払利息・割引料がないため表示を省略しております。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は株主の皆様への利益還元を重要課題と考えており、地道に経営基盤を強化し、常に安定配当を維持しつつ、

業績に裏打ちされた成果配分を行うことを基本方針としております。 

 内部留保金につきましては、企業体質の強化と、今後の研究開発活動、設備投資、情報投資に活用し、また自己株

式取得の弾力的運用による株式価値の向上等に備えることにより、企業内容の充実を図ってまいります。 

 従いまして、株主の皆様に対する配当金につきましては、財務状況、利益水準、配当性向及び株主資本配当率等

を、総合的に勘案して実施することとしております。 

 当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。なお、剰余金の配当

の決定機関については、「剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めの

ある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める」旨定款に定めております。  

 この方針に基づき、当事業年度におきましては、平成22年１月８日に実施済みの中間配当金は１株当たり６円と

し、期末配当金につきましても同様に１株当たり６円とし、年間配当金は、１株当たり12円と致しました。 

 また、次期の配当金につきましては、当期と同様１株当たり12円の配当（うち中間配当６円）を予定しておりま

す。 

(4）事業等のリスク 

 当社の経営成績及び財政状態等に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、次のようなものがあり、文中の将来

に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。 

①原材料価格について 

 当社の製造工程において使用している樹脂原料価格のさらなる値上げは、製造費用における材料費の上昇をまね

き、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

②消費の動向について 

 当社のユーザーである、食品メーカーが消費者の食の安全性に対する不信感を与える状況（産地偽装表示問題、

ＢＳＥ、鳥インフルエンザなど）が生じた場合など、消費動向に影響をあたえるような不測の事態が発生した場合

には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

③災害等について 

 当社は生産拠点を三ヶ所に分散配置し補完機能を持たせており、かつ防火管理体制に関しても防災訓練を定期的

に行う等災害対策を実施しておりますが、地震・台風といった自然災害及び火災・爆発等の事故が発生した場合、

あるいはコンピューターシステムが稼動できなくなった場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④製品の欠陥について 

 当社は製品の品質を 優先の課題の一つとし、製品の製造を行っております。しかし、全ての製品に欠陥がな

く、将来において製品回収などの事態が発生しないという保証はありません。また製造物責任賠償については保険

に加入しておりますが、大規模な製品の回収や製造物責任賠償につながるような製品等の欠陥が発生した場合、当

社の業績に影響を及ぼす可能性があります。  

  平成19年４月期 平成20年４月期 平成21年４月期  平成22年４月期

自己資本比率（％）  84.4  83.8  85.5  83.6

時価ベースの自己資本比率（％）  68.4  56.0  38.5  55.6
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 当社は、プラスチックフィルムのメーカーで、食品包装向け多層チューブフィルムを主要製品として製造、加工並

びに販売を行っております。 

親会社の盛田エンタプライズ株式会社は、不動産賃貸売買業、管理業務委託、人材派遣業を行なっております。 

[ 事業系統図 ] 

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。  

 

  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社は「社会の期待し要求する製品を作り、それによって発展する企業でありたい。よって会社の発展と社員の幸

福が一致する経営を期す。」の経営理念のもと、多層チューブフィルム業界のパイオニアとして堅実に成長してきま

した。食品包装分野で安定的に成長しつつ、今後の成長分野として期待できる電子部品用・医療用・産業用を柱とす

る非食品分野に対する高機能製品の開発により事業拡大を図ることを基本戦略としております。また今後の企業成長

のためには環境問題への取り組みが重要と判断し、2001年４月にＩＳＯ14001の認証を取得するとともに、現在工場

内生産ロスのゼロ・エミッションを目標とし、循環型社会の一翼を担う企業として環境マネジメントシステムの継続

的な向上を目指してまいります。 

 また経営理念の実現のために、目標管理制度を基にした人材の育成と経営・会計の透明性並びに法令の遵守を経営

の基本方針として、顧客・社員・株主並びに社会に報いることが出来る調和のとれた企業活動を推進してまいりま

す。 

(2）目標とする経営指標 

 当社は、投下資本に対するリターンの 大化を図ることにより、株主にとって魅力ある企業経営を行なうため、Ｒ

ＯＥ（株主資本当期純利益率）を主な経営指標としております。平成24年度のＲＯＥ目標を３％以上としておりま

す。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社は平成20年度を初年度とし平成24年度を 終年度とする新中期経営計画「３・４・ＧＯ！」（サン・シー・ゴ

ー）を進めており、 終年度の目標として掲げた売上高31億円、営業利益1億70百万円に向けて、平成22年度は着実

な成長を実現する事業計画を策定し推進しております。 

(4）会社の対処すべき課題 

 今後の経済見通しにつきましては、未だ不透明感を払拭できず、長引く世界的な経済混乱により企業収益の回復に

は更なる時間を要するものと見られており、雇用環境の悪化、所得の減少による個人消費の低迷は今後も続くものと

予想されます。更に、当社経営にとって大きな要因である原油価格はさらに不安定さを増すことが予想されます。 

 このような状況のもと、 

 ①高品位、安定品質、グレードアップした製品の継続的な投入。 

 ②既に予見される原材料価格の上昇に備えたコスト低減と適正価格の実現。 

 ③マーケット、顧客要望に対する素早い対応。 

 ④新規分野開拓製品の早期商品化と積極的な顧客開拓。 

 上記取り組みを着実に推進し、顧客ニーズを先取りした魅力ある製品、心地よいサービスを継続的に提供していく

ことにより競争力を維持強化して一段の飛躍を目指してまいります。 

３．経営方針
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年４月30日) 

当事業年度 
(平成22年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 976,479 1,083,904

受取手形 308,602 323,120

売掛金 349,058 345,653

有価証券 80,000 80,000

商品及び製品 46,277 50,150

仕掛品 24,033 24,204

原材料及び貯蔵品 33,665 30,914

前払費用 11,680 15,743

繰延税金資産 15,961 22,521

その他 18,852 7,391

貸倒引当金 △788 △1,040

流動資産合計 1,863,823 1,982,564

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 172,966 163,918

構築物（純額） 7,237 9,811

機械及び装置（純額） 261,408 214,160

車両運搬具（純額） 6,538 229

工具、器具及び備品（純額） 5,764 4,899

土地 ※2  605,251 ※2  605,251

建設仮勘定 23,500 23,500

有形固定資産合計 ※1  1,082,667 ※1  1,021,771

無形固定資産   

借地権 3,289 －

その他 3,799 4,294

無形固定資産合計 7,089 4,294

投資その他の資産   

投資有価証券 382,860 426,343

関係会社株式 － 25,740

長期前払費用 1,046 －

繰延税金資産 6,220 6,215

差入保証金 24,930 25,084

長期預金 300,000 300,000

その他 1,397 5,067

貸倒引当金 △907 △1,097

投資その他の資産合計 715,547 787,352

固定資産合計 1,805,304 1,813,419

資産合計 3,669,128 3,795,983
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年４月30日) 

当事業年度 
(平成22年４月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 40,840 51,654

買掛金 322,785 339,784

未払金 31,267 29,733

未払費用 54,294 25,369

未払法人税等 7,504 71,377

未払消費税等 8,971 11,651

預り金 3,251 3,639

設備関係支払手形 26,103 1,764

設備関係未払金 － 2,904

賞与引当金 － 33,543

その他 884 327

流動負債合計 495,902 571,750

固定負債   

役員退職慰労引当金 36,564 46,641

その他 425 2,408

固定負債合計 36,990 49,049

負債合計 532,892 620,799

純資産の部   

株主資本   

資本金 774,000 774,000

資本剰余金   

資本準備金 1,150,310 1,150,310

資本剰余金合計 1,150,310 1,150,310

利益剰余金   

利益準備金 193,500 193,500

その他利益剰余金   

別途積立金 1,370,000 1,370,000

繰越利益剰余金 361,474 371,877

利益剰余金合計 1,924,974 1,935,377

自己株式 △259,587 △262,700

株主資本合計 3,589,697 3,596,987

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △65,928 △34,269

土地再評価差額金 △387,533 △387,533

評価・換算差額等合計 △453,461 △421,802

純資産合計 3,136,235 3,175,184

負債純資産合計 3,669,128 3,795,983

ＭＩＣＳ化学㈱（7899）平成22年４月期決算短信（非連結）

－　8　－



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年４月30日) 

売上高   

製品売上高 2,218,812 2,181,427

商品売上高 252,664 288,490

売上高合計 2,471,477 2,469,918

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 51,994 41,834

当期製品製造原価 1,499,944 1,406,546

合計 1,551,939 1,448,380

製品期末たな卸高 41,834 45,084

製品売上原価 1,510,104 1,403,295

商品売上原価   

商品期首たな卸高 3,168 4,442

当期商品仕入高 221,467 252,350

合計 224,636 256,793

商品期末たな卸高 4,442 5,065

商品売上原価 220,193 251,727

売上原価合計 1,730,298 1,655,023

売上総利益 741,178 814,894

販売費及び一般管理費   

運送費 76,235 80,011

荷造包装費 18,415 20,535

役員報酬 79,467 81,553

給料 201,433 206,980

賞与 38,373 21,323

賞与引当金繰入額 － 21,790

退職給付費用 4,292 4,509

役員退職慰労引当金繰入額 9,569 10,076

法定福利費 39,927 41,356

事業税 5,280 6,127

賃借料 41,222 44,139

減価償却費 8,367 4,897

保険料 2,997 1,187

事務用消耗品費 17,002 14,583

通信費 15,513 13,016

旅費及び交通費 26,435 29,435

研究開発費 ※1  27,159 ※1  30,833

貸倒引当金繰入額 779 1,076

その他 59,096 55,914

販売費及び一般管理費合計 671,567 689,346

営業利益 69,611 125,548
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年４月30日) 

営業外収益   

受取利息 4,696 4,759

有価証券利息 4,691 4,552

受取配当金 420 1,255

作業くず売却益 － 3,984

雑収入 5,250 1,895

営業外収益合計 15,058 16,447

営業外費用   

支払手数料 － 30

売上割引 194 357

雑損失 － 18

営業外費用合計 194 405

経常利益 84,475 141,589

特別利益   

前期損益修正益 － 3,169

固定資産売却益 ※2  491 －

特別利益合計 491 3,169

特別損失   

固定資産除却損 ※3  1,644 ※3  5,821

有価証券償還損 73,247 －

投資有価証券評価損 531 －

保険解約損 8,955 －

減損損失 － 注4  2,614

特別損失合計 84,377 8,436

税引前当期純利益 588 136,322

法人税、住民税及び事業税 9,075 69,453

法人税等調整額 9,270 △6,554

法人税等合計 18,345 62,898

当期純利益又は当期純損失（△） △17,756 73,424
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製造原価明細書

    
前事業年度

（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

Ⅰ 材料費      756,073  50.5    695,955  49.4

Ⅱ 労務費      158,386  10.6    167,816  11.9

Ⅲ 経費               

１．外注加工費    330,120      304,980     

２．減価償却費    105,013      88,762     

３．電力料    51,113      46,562     

４．運送費    31,015      31,556     

５．その他経費    64,359  581,622  38.9  72,838  544,700  38.7

当期総製造費用      1,496,083  100.0    1,408,472  100.0

期首仕掛品たな卸高      29,990      24,033   

他勘定振替高     △2,094     △1,755   

合計      1,523,978      1,430,750   

期末仕掛品たな卸高      24,033      24,204   

当期製品製造原価      1,499,944      1,406,546   

 （注） 原価計算の方法   標準原価に基づく製品別総合原価計算

によっております。 

同左 
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年４月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 774,000 774,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 774,000 774,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,150,310 1,150,310

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,150,310 1,150,310

資本剰余金合計   

前期末残高 1,150,310 1,150,310

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,150,310 1,150,310

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 193,500 193,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 193,500 193,500

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 1,370,000 1,370,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,370,000 1,370,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 452,755 361,474

当期変動額   

剰余金の配当 △42,014 △31,510

剰余金の配当（中間配当） △31,510 △31,510

当期純利益又は当期純損失（△） △17,756 73,424

当期変動額合計 △91,281 10,402

当期末残高 361,474 371,877

利益剰余金合計   

前期末残高 2,016,255 1,924,974

当期変動額   

剰余金の配当 △42,014 △31,510

剰余金の配当（中間配当） △31,510 △31,510

当期純利益又は当期純損失（△） △17,756 73,424

当期変動額合計 △91,281 10,402

当期末残高 1,924,974 1,935,377
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年４月30日) 

自己株式   

前期末残高 △259,587 △259,587

当期変動額   

自己株式の取得 － △3,113

当期変動額合計 － △3,113

当期末残高 △259,587 △262,700

株主資本合計   

前期末残高 3,680,978 3,589,697

当期変動額   

剰余金の配当 △42,014 △31,510

剰余金の配当（中間配当） △31,510 △31,510

当期純利益又は当期純損失（△） △17,756 73,424

自己株式の取得 － △3,113

当期変動額合計 △91,281 7,289

当期末残高 3,589,697 3,596,987

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △12,391 △65,928

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △53,537 31,658

当期変動額合計 △53,537 31,658

当期末残高 △65,928 △34,269

土地再評価差額金   

前期末残高 △387,533 △387,533

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 △387,533 △387,533

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △399,924 △453,461

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △53,537 31,658

当期変動額合計 △53,537 31,658

当期末残高 △453,461 △421,802

純資産合計   

前期末残高 3,281,054 3,136,235

当期変動額   

剰余金の配当 △42,014 △31,510

剰余金の配当（中間配当） △31,510 △31,510

当期純利益又は当期純損失（△） △17,756 73,424

自己株式の取得 － △3,113

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △53,537 31,658

当期変動額合計 △144,818 38,948

当期末残高 3,136,235 3,175,184
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年４月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 588 136,322

減価償却費 116,935 96,684

賞与引当金の増減額（△は減少） － 33,543

減損損失 － 2,614

貸倒引当金の増減額（△は減少） △824 441

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,569 10,076

受取利息及び受取配当金 △9,807 △10,567

有形固定資産除売却損益（△は益） 1,152 5,821

有価証券償還損益（△は益） 73,247 －

保険解約損益（△は益） 8,955 －

売上債権の増減額（△は増加） 71,561 △11,112

たな卸資産の増減額（△は増加） 8,700 △1,293

仕入債務の増減額（△は減少） △85,134 27,812

未払金の増減額（△は減少） 535 △1,485

未払費用の増減額（△は減少） △646 △28,925

未払消費税等の増減額（△は減少） △8,041 2,680

その他 △1,076 △3,110

小計 185,716 259,504

利息及び配当金の受取額 10,236 8,874

法人税等の還付額 5 16,660

法人税等の支払額 △62,754 △5,004

営業活動によるキャッシュ・フロー 133,203 280,034

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △80,000 △80,000

有価証券の償還による収入 － 80,000

有形固定資産の取得による支出 △12,995 △68,055

有形固定資産の売却による収入 1,203 6,253

投資有価証券の取得による支出 △9,240 △50,000

投資有価証券の売却による収入 27,691 28,935

関係会社株式の取得による支出 － △16,500

貸付けによる支出 △450 △9,634

貸付金の回収による収入 815 2,791

保険積立金の解約による収入 74,120 －

事業保険の積立による支出 △5,065 －

その他 2,951 △170

投資活動によるキャッシュ・フロー △967 △106,379

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 － △3,143

配当金の支払額 △73,646 △63,086

財務活動によるキャッシュ・フロー △73,646 △66,230

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 58,589 107,424

現金及び現金同等物の期首残高 917,890 976,479

現金及び現金同等物の期末残高 （注）  976,479 （注）  1,083,904
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 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法）を採用しておりま

す。  

―――――― 

  

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）を採用

しております。 

満期保有目的の債券 

同左  

関連会社株式 

移動平均法による原価法  

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用しており

ます。 

時価のないもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

製品、仕掛品、原材料 

 総平均法による原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）を採用しております。 

商品 

 先入先出法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定）を採用しております。 

貯蔵品 

 終仕入原価法による原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）を採用しております。

（会計方針の変更） 

 当事業年度より「棚卸資産の評価に関

する会計基準」（企業会計基準第９号平

成18年７月５日公表分 ）を適用しており

ます。 

 これにより損益に与える影響額は軽微

であります。  

製品、仕掛品、原材料 

同左 

商品 

同左 

貯蔵品 

同左 
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項目 
前事業年度

（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

３．固定資産の減価償却の方

法 

 有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法（ただし、建物（附属設備を除

く）については定額法）を採用しておりま

す。 

 なお、平成19年３月31日以前に取得した

固定資産については、旧定率法によってお

ります。 

 また、平成10年４月１日以降に取得した

建物(附属設備を除く）のうち、平成19年

３月31日以前に取得した建物（附属設備を

除く）については旧定額法によっておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりであり

ます。 

建物           ７～38年 

機械及び装置       ２～８年 

―――――― 

 有形固定資産（リース資産を除く） 

同左  

 なお、主な耐用年数は次のとおりであり

ます。 

建物           ７～38年 

機械及び装置       ２～８年 

 無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５年）に

基づいております。  

４．引当金の計上基準     

貸倒引当金  債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権について貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に回

収可能性を勘案し回収不能見込額を計上し

ております。 

同左 

賞与引当金 ――――――  従業員の賞与金の支給に備えるため、当

事業年度における支給見込額を計上してお

ります。 

（追加情報） 

 前事業年度においては、財務諸表作成時

に従業員への賞与支給額が確定していたた

め、未払費用として計上しておりました

が、当事業年度においては、財務諸表作成

時に従業員への賞与支給額が確定していな

いため、支給見込額を賞与引当金として計

上しております。  

役員退職慰労引当金  役員の退職慰労金の支給に備えるため、

役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額

を計上しております。 

同左 
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項目 
前事業年度

（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

５．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金及び要求払い預金のほか、取得

日より３ヶ月以内に満期日が到来する定期

性預金及び容易に換金可能であり、かつ、

価格の変動について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヵ月以内に償還期限の到

来する短期投資からなっております。 

同左 

６．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

    

消費税等の会計処理  税抜方式を採用しております。 同左 

会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

（リース取引に関する会計基準）  

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当事業年度より「リース取引に関する会

計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企

業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及

び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会

計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。  

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引につきましては、引き

続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適

用しております。  

これにより損益に与える影響はありません。 

―――――― 

  

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

―――――― （損益計算書）  

前期において、営業外収益の「作業くず売却益」は

「雑収入」に含めて表示しておりましたが、金額的重要

性が増したため区分掲記しております。 

なお、前期の「雑収入」に含まれている「作業くず売

却益」は3,196千円であります。  

（キャッシュ・フロー計算書）  

前期において、営業活動によるキャッシュ・フローの

「有形固定資産売除却損」として掲記されていたもの

は、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い財務諸表の比

較可能性を向上するために、当期より「有形固定資産除

売却損益（△は益）」として表示しております。 

―――――― 
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注記事項

（貸借対照表関係）

項目 
前事業年度

（平成21年４月30日） 
当事業年度 

（平成22年４月30日） 

注１ 有形固定資産減価償却

累計額 
                         1,735,723千円                           千円 1,773,366

注２ 土地の再評価  「土地の再評価に関する法律（平成10年

３月31日公布）」に基づき、事業用の土地

の再評価を行い、「土地再評価差額金」を

純資産の部に計上しております。 

 なお、当該評価差額に係る繰延税金資産

156,175千円は、将来の税金負担額を軽減

する時期の予測が困難なため、繰延税金資

産の算定から控除しております。 

同左 

  再評価を行った年月日 

平成13年４月30日 

  

  再評価を行った土地の当期末における時価

と再評価後の帳簿価額との差額 

        △207,597千円 

再評価を行った土地の当期末における時価

と再評価後の帳簿価額との差額 

         千円 △215,263

  再評価の方法 

 「土地の再評価に関する法律施行令（平

成10年３月31日公布）」第２条第４号に定

める地価税法（平成３年法律第69号）第16

条に規定する地価税の課税価格の計算の基

礎となる土地の価額を算出するために国税

庁長官が定めて公表した方法により算出し

た価額に基づいて、合理的な調整を行って

算出しております。 

同左 
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（損益計算書関係）

項目 
前事業年度

（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

注１ 研究開発費  一般管理費に含まれる研究開発費は、

27,159千円であります。 

 一般管理費に含まれる研究開発費は、

千円であります。 30,833

注２ 固定資産売却益 車両運搬具 千円491 ―――――― 

注３ 固定資産除却損 建物 千円741

機械及び装置 千円892

車両運搬具 千円10

計 千円1,644

建物 千円3,698

機械及び装置 千円629

車両運搬具 千円42

固定資産撤去費 千円1,450

計 千円5,821

注４ 減損損失 ――――――  当事業年度において、当社は以下の資

産グループについて減損損失を計上しま

した。 

 当社は、原則として、事業用資産につ

いては、製造拠点は拠点ごとに、営業拠

点は営業部門単位でグルーピングを行

い、その他、福利厚生施設等は個別資産

ごとにグルーピングを行っております。

 当事業年度において、今後事業の用に

供しないことが明らかな資産の内、時価

が著しく下落した資産グループの帳簿価

額を、回収可能価額まで減額し当該減少

額を減損損失（2,614千円）として特別

損失に計上しました。 

 なお、当資産グループの回収可能価額

は正味売却価額により測定しておりま

す。 

場所 用途 種類 
金額
(千円)

長野県木曽
駒郡木曽町 

保養所 建物 233

長野県木曽
駒郡木曽町 

保養所 借地権 2,381

計     2,614
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前事業年度（自平成20年５月１日 至平成21年４月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

発行済株式         

普通株式  5,850  －  －  5,850

合計  5,850  －  －  5,850

自己株式         

普通株式  598  －  －  598

合計  598  －  －  598

  
（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

平成20年６月12日 

取締役会 
普通株式  42,014  8 平成20年４月30日 平成20年７月11日 

平成20年12月15日 

取締役会 
普通株式  31,510  6 平成20年10月31日 平成21年１月８日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月11日 

取締役会 
普通株式  31,510 利益剰余金   6 平成21年４月30日 平成21年７月14日
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当事業年度（自平成21年５月１日 至平成22年４月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

発行済株式         

普通株式  5,850  －  －  5,850

合計  5,850  －  －  5,850

自己株式         

普通株式  598  10  －  608

合計  598  10  －  608

  
（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

平成21年６月11日 

取締役会 
普通株式  31,510  6 平成21年４月30日 平成21年７月14日 

平成21年12月11日 

取締役会 
普通株式  31,510  6 平成21年10月31日 平成22年１月８日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成22年６月11日 

取締役会 
普通株式  31,450 利益剰余金   6 平成22年４月30日 平成22年７月14日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

（注）現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（注）現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成21年４月30日現在） （平成22年４月30日現在） 

  （千円）

現金及び預金勘定 976,479

現金及び現金同等物 976,479

  （千円）

現金及び預金勘定 1,083,904

現金及び現金同等物 1,083,904
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（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

ファイナンス・リース取引（借主側） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース

取引開始日が、平成20年４月30日以前のリース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っており、その内容は以下のとおりであります。  

ファイナンス・リース取引（借主側） 

同左  

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

工具、器具及
び備品  27,660  22,599  5,061

無形固定資産 
（その他）  35,910  16,772  19,138

合計  63,570  39,371  24,199

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

工具、器具及
び備品  3,144  1,572  1,572

無形固定資産
（その他）  25,626  12,813  12,813

合計  28,770  14,385  14,385

 （注） 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高の

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しておりま

す。 

同左 

２．未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

２．未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 千円9,814

１年超 千円14,385

合計 千円24,199

１年内 千円5,754

１年超 千円8,631

合計 千円14,385

 （注） 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高の有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算

定しております。 

同左 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 千円12,714

減価償却費相当額 千円12,714

支払リース料 千円9,814

減価償却費相当額 千円9,814

４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定

額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

（減損損失について）  

 リース資産に分配された減損損失はありません。 

（減損損失について）  

同左 
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当事業年度（自平成21年５月１日 至平成22年４月30日） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当社は、プラスチックフィルムの製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、当該必要資金

以外の余剰資金を運用しており、安全性を考慮し、主に短期・長期の預金及び比較的短期の社債や投資信

託で運用することとしております。 

(2) 金融商品の内容、そのリスク及び金融商品に係るリスク管理体制 

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しま

しては、当社の与信限度額管理基準に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うと共に、毎年定期

的に債権残高に基づいた信用供与額の見直しを実施する体制としております。 

有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券、外国債券を中心に運用している投資信託及

び取引金融機関の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されているため、定期的に時価の把握を行って

おります。 

営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが１年以内の支払い期日であります。 

これらは、流動性リスクに晒されておりますが、当社では、月次での資金繰計画を作成するなどの方

法により管理しております。  

２．金融商品の時価等に関する事項 

 平成22年４月30日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれてお

りません（（注２）参照）。  

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項  

資 産  

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び(3) 売掛金 

これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。 

(4) 有価証券及び投資有価証券 

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は公表されている基準価格、債券は取引

金融機関から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記

事項「有価証券関係」をご参照下さい。 

(5) 長期預金 

時価については、取引金融機関から提示された価格によっております。  

（金融商品関係）

  
貸借対照表計上額 

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

(1) 現金及び預金  1,083,904  1,083,904  －

(2) 受取手形    323,120  323,120  －

(3) 売掛金    345,653  345,653  －

(4) 有価証券及び投資有価証券     

①満期保有目的の債券    130,000  132,004  2,004

②その他有価証券     376,343    376,343    －

   506,343   508,348    2,004

(5) 長期預金    300,000  313,967  13,967

 資産計  2,559,021  2,574,993  15,972

(1）支払手形  51,654  51,654  －

(2）買掛金  339,784  339,784  －

(3）未払法人税等    71,377  71,377  －

 負債計  462,815  462,815  －
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負 債  

(1) 支払手形、(2)買掛金及び(3) 未払法人税等 

これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象とはし

ておりません。  

３．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

（追加情報） 

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び「金融商品の時価

等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）を適用しております。 

 科目 区分  貸借対照表計上額（千円） 

関係会社株式  非上場株式 25,740 

  
１年以内  

（千円） 

１年超 

５年以内  

（千円） 

５年超 

10年以内 

（千円） 

10年超  

（千円） 

現金及び預金  1,083,904 － － － 

受取手形  323,120 － － － 

売掛金  345,653 － － － 

有価証券及び投資有価証券         

 満期保有目的の債券        

 社債  80,000  50,000 － － 

長期預金 －  300,000 － － 

合計  1,832,678  350,000 － － 

ＭＩＣＳ化学㈱（7899）平成22年４月期決算短信（非連結）

－　24　－



前事業年度（平成21年４月30日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（注）１．当事業年度において、有価証券について531千円（その他有価証券で時価のある株式）減損処理を行っており

ます。 

２．減損処理の基準  

時価のある有価証券が次の条件の場合には、減損処理を行います。 

① 評価日における時価が、簿価の50％を超えて下落している場合。 

② 評価日における時価が、簿価の30％～50％下落していない場合で、２年間経過した場合。  

２．当事業年度中に償還されたその他有価証券（自平成20年５月１日 至平成21年４月30日） 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

４．満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

（有価証券関係）

  種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円）

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 

(1)株式  5,610  10,200  4,590

(2)債券       

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3)その他  －  －  －

小計  5,610  10,200  4,590

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 

(1)株式  27,387  21,980  △5,407

(2)債券       

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3)その他  407,083  341,440  △65,642

小計  434,470  363,420  △71,049

合計  440,080  373,620  △66,459

償還額（千円） 償還益の合計額（千円） 償還損の合計額（千円）

 26,752  －  73,247

  貸借対照表計上額（千円） 

(1）満期保有目的の債券  

非上場外国債券  80,000

(2）その他有価証券  

非上場株式  9,240

  
１年以内
（千円） 

１年超５年以内
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超
（千円） 

債券                        

(1）国債・地方債等  －  －  －  －

(2）社債  80,000  －  －  －

(3）その他  －  －  －  －

合計  80,000  －  －  －
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当事業年度（平成22年４月30日現在） 

有価証券 

１．満期保有目的の債券 

２．関連会社株式 

関連会社株式（貸借対照表計上額25,740千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難で

あることから、記載しておりません。  

３．その他有価証券 

（注）減損処理の基準  

時価のある有価証券が次の条件の場合には、減損処理を行います。 

① 評価日における時価が、簿価の50％を超えて下落している場合。 

② 評価日における時価が、簿価の30％～50％下落していない場合で、２年間経過した場合。  

  種類 
貸借対照表計上額

（千円） 
時価（千円） 差額（千円）

時価が貸借対照表

計上額を超えるも

の 

(1）国債・地方債等  －  －  －

(2）社債  50,000  52,300  2,300

(3）その他  －  －  －

小計  50,000  52,300  2,300

時価が貸借対照表

計上額を超えない

もの 

(1）国債・地方債等  －  －  －

(2）社債  80,000  79,704  △295

(3）その他  －  －  －

小計  80,000  79,704  △295

合計  130,000  132,004  2,004

  種類 
貸借対照表計上額

（千円） 
取得原価（千円） 差額（千円）

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 

(1)株式  9,558  5,754  3,804

(2)債券       

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  81,584  79,823  1,760

(3)その他  －  －  －

小計  91,142  85,577  5,564

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 

(1)株式  19,292  26,712  △7,420

(2)債券       

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  265,909  298,323  △32,414

(3)その他  －  －  －

小計  285,201  325,035  △39,834

合計  376,343  410,613  △34,269
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４．当事業年度中に償還されたその他有価証券（自平成21年５月１日 至平成22年４月30日） 

種類 償還額（千円）
償還益の合計額

（千円） 
償還損の合計額

（千円） 

(1）株式  －  －  －

(2）債券       

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  80,000  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

合計  80,000  －  －

（デリバティブ取引関係）

前事業年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので

該当事項はありません。 

同左 

（退職給付関係）

前事業年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 当社は、平成20年４月１日をもって退職一時金制度の

全部について確定拠出年金制度へ移行しました。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

同左 

２ 退職給付費用に関する事項  ２ 退職給付費用に関する事項  

退職給付費用 千円6,846 退職給付費用 千円6,981

（ストック・オプション等関係）

前事業年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

該当事項はありません。 同左 
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（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成21年４月30日） 

当事業年度 
（平成22年４月30日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

  （単位：千円）

繰延税金資産   

役員退職慰労引当金 14,735

退職給付引当金 1,173

未払費用 14,432

投資有価証券評価損 7,184

その他有価証券評価差額金 

その他 

33,539

898

繰延税金資産小計 71,963

評価性引当額 △49,463

繰延税金資産合計 22,500

繰延税金負債  

未収事業税 △318

繰延税金負債合計 △318

繰延税金資産の純額 22,182

  （単位：千円）

繰延税金資産   

役員退職慰労引当金 18,796

退職給付引当金 245

未払費用 15,557

投資有価証券評価損 7,184

その他有価証券評価差額金 20,994

事業税 5,911

その他 1,307

繰延税金資産小計 69,997

評価性引当額 △41,260

繰延税金資産合計 28,736

繰延税金資産の純額 28,736

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 ％40.3

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項

目 

％35.0

受取配当金等損金に算入されない項目 ％△14.4

評価性引当額 ％1,520.5

住民税均等割 ％1,537.3

その他 ％△3.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ％3,115.3

法定実効税率 ％40.3

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項

目 

％0.1

受取配当金等損金に算入されない項目 ％△0.2

評価性引当額 ％3.2

住民税均等割 ％6.3

その他 ％△3.6

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ％46.1

（持分法損益等）

前事業年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

 該当事項はありません。  同左 

（賃貸等不動産関係）

前事業年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

――――――  該当事項はありません。 

（企業結合等）

前事業年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

 該当事項はありません。  同左 
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 前事業年度（自平成20年５月１日 至平成21年４月30日） 

 （追加情報） 

当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び「関連当

事者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13号 平成18年10月17日）を適用しております。

１．関連当事者との取引 

開示すべき重要な取引はありません。  

２．親会社に関する注記 

盛田エンタプライズ株式会社（非上場）   

 当事業年度（自平成21年５月１日 至平成22年４月30日） 

１．関連当事者との取引 

開示すべき重要な取引はありません。  

２．親会社に関する注記 

盛田エンタプライズ株式会社（非上場）   

  

（関連当事者情報）

ＭＩＣＳ化学㈱（7899）平成22年４月期決算短信（非連結）

－　29　－



  

 （注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 （注）２．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

１株当たり純資産額 597.17円

１株当たり当期純損失金額 3.38円

１株当たり純資産額 円605.74

１株当たり当期純利益金額 円13.99

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり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。 

  
前事業年度末

（平成21年４月30日） 
当事業年度末

（平成22年４月30日） 

純資産の部の合計額（千円）  3,136,235  3,175,184

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
 －  －

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  3,136,235  3,175,184

１株当たり純資産額の算定に用いられた期

末の普通株式の数（千株） 
 5,251  5,241

  
前事業年度

（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

当期純利益又は当期純損失(△)（千円）  △17,756  73,424

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

(△)（千円） 
 △17,756  73,424

期中平均株式数（千株）  5,251  5,248

（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

該当事項はありません。 同左 
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（1）役員の異動 

① 代表取締役の異動  

該当事項はありません。 

② その他の役員の異動 

・新任監査役候補 

監査役（非常勤） 大塚巳千雄 

（注）大塚巳千雄氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

・退任予定監査役 

川瀬智弘 （現 非常勤監査役）  

（2）生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

 当事業年度の生産実績を事業の用途別に示すと、次のとおりであります。 

② 受注状況 

 当事業年度における受注状況を事業の用途別に示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。 

③ 販売実績 

 当事業年度の販売実績を事業の用途別に示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。 

５．その他

（用途別） 
当事業年度

（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

  

前年同期比（％）

食品（ｋｇ）  1,892,381  99.3

非食品（ｋｇ）  764,094  127.5

合計（ｋｇ）  2,656,476  106.0

区分 
（用途別） 

受注高
（千円） 

  
受注残高 
（千円） 

  

前年同期比
（％） 

前年同期比
（％） 

製品         

食品  1,674,915  95.0  37,760  89.8

非食品  503,548  110.7  29,854  104.6

製品合計  2,178,464  98.2  67,615  95.8

商品  288,625  113.7  5,842  102.4

合計  2,467,089  99.8  73,457  96.3

区分 
（用途別） 

当事業年度
（自 平成21年５月１日 
至 平成22年４月30日） 

  

前年同期比（％）

製品     

食品（千円）  1,679,203  95.2

非食品（千円）  502,224  110.3

製品合計（千円）  2,181,427  98.3

商品（千円）  288,490  114.2

合計（千円）  2,469,918  99.9
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