
平成23年4月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

平成22年12月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ＭＩＣＳ化学株式会社 上場取引所 大 

コード番号 7899 URL http://www.c-mics.com/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 林 隆司

問合せ先責任者 （役職名） 執行役員 企画管理部長 （氏名） 木田 逸夫 TEL 0561-39-1211
四半期報告書提出予定日 平成22年12月13日 配当支払開始予定日 平成23年1月11日

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （機関投資家・証券アナリスト向け）

1.  平成23年4月期第2四半期の業績（平成22年5月1日～平成22年10月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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4月期第2四半期 1,186 △2.5 8 △86.1 19 △71.8 △8 ―

22年4月期第2四半期 1,216 △3.1 60 302.1 67 164.7 32 ―

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4月期第2四半期 △1.66 ―

22年4月期第2四半期 6.27 ―

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4月期第2四半期 3,817 3,114 81.6 594.08
22年4月期 3,795 3,175 83.6 605.74

（参考） 自己資本   23年4月期第2四半期  3,114百万円 22年4月期  3,175百万円

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4月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00

23年4月期 ― 6.00

23年4月期 
（予想）

― 6.00 12.00

3.  平成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、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 2,500 1.2 60 △52.2 70 △50.6 30 △59.1 5.72



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）簡便な会計処理及び四半期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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年4月期2Q 5,850,000株 22年4月期  5,850,000株

② 期末自己株式数 23年4月期2Q  608,210株 22年4月期  608,210株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年4月期2Q 5,241,790株 22年4月期2Q 5,251,790株

※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、２ページ「１．当四半期の業績等に関する定性的情報（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 



  

  

※ 当社は、以下のとおり四半期決算説明会を開催する予定です。 

この説明会で使用した資料については、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。 

平成22年12月15日（水）・・・機関投資家・証券アナリスト向け決算説明会  
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、国内における景気対策効果はあるものの、急速な円高の進行によ

る国内輸出産業の企業収益への影響や、引き続き厳しい雇用情勢などから、景気の先行きは依然として不透明な状

況で推移しております。 

このような状況のなか、当社は、主力の食品分野においては、トリプルナイロンに次ぐブランドに育ちつつある

「フィルミックス」シリーズによる多角的に市場をつかむ活動を、また、非食品分野では医療用、産業用向けの取

り組みを積極的に推進し、販売の拡大に努めてまいりましたが、天候不順による漁獲量の減少や景気の回復遅れに

よる消費の落ち込み等の影響により、売上高は 百万円（前年同四半期比2.5％減）となりました。 

利益につきましては、売上高の減少による影響等により、営業利益は 百万円（前年同四半期比86.1％減）、経

常利益は 百万円（前年同四半期比71.8％減）、保有株式の株価下落による投資有価証券評価損の計上等により四

半期純損失は 百万円（前年同四半期は四半期純利益32百万円）となりました。 

用途別の売上高につきましては、食品分野では猛暑による乳製品用途の不振、海水温上昇による沖合漁業の不振

などで、7億82百万円（前年同四半期比5.5％減）となりました。 

非食品分野では、電子部品用途の顧客先在庫調整の影響で、2億38百万円（前年同四半期比2.6％減）となりまし

た。 

商品につきましては、新しく市場導入したＨＳＰパックや従来の突き刺し強度の高いフィルム（ＳＰパック）と

も堅調で、1億65百万円（前年同四半期比15.1％増）となりました。  

（２）財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第２四半期における総資産は 百万円となり、前事業年度末より21百万円増加いたしました。これは、受

取手形及び売掛金が1億38百万円増加したものの、現金及び預金が41百万円減少、有価証券が30百万円、投資有価

証券が60百万円減少したこと等を反映したものであります。 

負債は 百万円となり、前事業年度末より82百万円増加いたしました。これは、支払手形及び買掛金が93百万

円増加、資産除去債務が10百万円増加したものの、未払法人税等が60百万円減少したこと等を反映したものであり

ます。 

純資産は 百万円となり、前事業年度末より61百万円減少いたしました。これは、利益剰余金が40百万円減

少、その他有価証券評価差額金が20百万円減少したこと等を反映したものであります。  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べ41百万円減

少し、 百万円となりました。 

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は 百万円（前年同四半期は 百万円の獲得）となりました。 

これは減価償却費 百万円、仕入債務の増加 百万円等がありましたが、売上債権の増加 百万円、たな卸

資産の増加 百万円、法人税等の支払額 百万円等があったこと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） 

投資活動の結果得られた資金は 百万円（前年同四半期は 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 百万円、投資有価証券の売却による収入 百万円等がありましたが、子会社

株式の取得による支出 百万円等があったことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は 百万円（前年同四半期は 百万円の使用）となりました。 

これは配当金の支払 百万円によるものであります。  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

業績予想につきましては、平成22年12月８日に発表いたしました通期の業績予想に変更はありません。  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

記載すべき重要な事項はありません。  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 会計処理基準に関する事項の変更 

資産除去債務に関する会計基準の適用  

当第１四半期会計期間より、「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。  

これにより、当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益への影響はありませんが、税引前四半期純損失

は、 千円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は 千円

であります。 

② 表示方法の変更 

（四半期損益計算書） 

前第２四半期累計期間において、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、当第２四半期累計期間では金額的重要性が増したため区分掲記しております。 

なお、前第２四半期累計期間の営業外収益の「雑収入」に含まれている「作業くず売却益」は 千円で

あります。 

  

２．その他の情報

10,500 10,500

1,545
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年10月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,042,845 1,083,904

受取手形及び売掛金 807,620 668,774

有価証券 50,000 80,000

商品及び製品 62,088 50,150

仕掛品 44,484 24,204

原材料及び貯蔵品 25,451 30,914

その他 35,157 45,656

貸倒引当金 △1,250 △1,040

流動資産合計 2,066,397 1,982,564

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 157,196 163,918

機械及び装置（純額） 191,256 214,160

土地 605,251 605,251

その他（純額） 51,777 38,440

有形固定資産合計 1,005,483 1,021,771

無形固定資産 4,240 4,294

投資その他の資産   

投資有価証券 391,754 452,083

長期預金 300,000 300,000

その他 50,286 36,366

貸倒引当金 △1,145 △1,097

投資その他の資産合計 740,895 787,352

固定資産合計 1,750,619 1,813,419

資産合計 3,817,016 3,795,983

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 485,338 391,438

未払法人税等 10,805 71,377

賞与引当金 33,391 33,543

その他 97,923 75,390

流動負債合計 627,459 571,750

固定負債   

役員退職慰労引当金 51,925 46,641

資産除去債務 10,500 －

その他 13,072 2,408

固定負債合計 75,497 49,049

負債合計 702,957 620,799
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年10月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年４月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 774,000 774,000

資本剰余金 1,150,310 1,150,310

利益剰余金 1,895,229 1,935,377

自己株式 △262,700 △262,700

株主資本合計 3,556,839 3,596,987

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △55,247 △34,269

土地再評価差額金 △387,533 △387,533

評価・換算差額等合計 △442,780 △421,802

純資産合計 3,114,058 3,175,184

負債純資産合計 3,817,016 3,795,983
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年10月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成22年10月31日) 

売上高 1,216,916 1,186,336

売上原価 816,567 826,555

売上総利益 400,348 359,781

販売費及び一般管理費 340,075 351,407

営業利益 60,273 8,373

営業外収益   

受取利息 3,828 5,223

受取配当金 1,120 1,013

作業くず売却益 － 2,945

雑収入 2,472 1,564

営業外収益合計 7,421 10,746

営業外費用   

売上割引 141 69

雑損失 18 －

営業外費用合計 159 69

経常利益 67,534 19,050

特別利益   

前期損益修正益 3,169 －

特別利益合計 3,169 －

特別損失   

前期損益修正損 － 761

固定資産除却損 5,268 －

減損損失 2,614 －

投資有価証券評価損 － 14,310

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,500

特別損失合計 7,883 25,571

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 62,821 △6,521

法人税、住民税及び事業税 34,401 9,134

法人税等調整額 △4,510 △6,958

法人税等合計 29,890 2,175

四半期純利益又は四半期純損失（△） 32,930 △8,697
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年10月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成22年10月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

62,821 △6,521

減価償却費 46,857 40,402

減損損失 2,614 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 504 258

賞与引当金の増減額（△は減少） 33,767 △152

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,038 5,284

受取利息及び受取配当金 △4,948 △6,236

有形固定資産除売却損益（△は益） 3,837 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 14,310

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,500

売上債権の増減額（△は増加） △176,783 △138,807

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,514 △26,753

仕入債務の増減額（△は減少） 86,100 93,900

未払金の増減額（△は減少） 17,245 12,179

未払費用の増減額（△は減少） △27,165 4,847

その他 5,165 2,027

小計 41,541 5,238

利息及び配当金の受取額 3,524 6,439

法人税等の支払額 △2,881 △67,805

法人税等の還付額 16,656 0

営業活動によるキャッシュ・フロー 58,841 △56,126

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 －

有価証券の償還による収入 80,000 80,000

有形固定資産の取得による支出 △31,884 △6,757

有形固定資産の売却による収入 6,253 －

投資有価証券の取得による支出 △50,000 －

投資有価証券の売却による収入 14,692 14,861

子会社株式の取得による支出 － △39,820

関係会社株式の取得による支出 △16,500 －

貸付けによる支出 △8,564 △200

貸付金の回収による収入 794 2,195

その他 1,866 △3,793

投資活動によるキャッシュ・フロー △83,342 46,485

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △31,444 △31,417

財務活動によるキャッシュ・フロー △31,444 △31,417

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △55,945 △41,058

現金及び現金同等物の期首残高 976,479 1,083,904

現金及び現金同等物の四半期末残高 920,534 1,042,845
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該当事項はありません。  

  

当社は、プラスチックフィルム製造事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

（追加情報） 

当第１四半期会計期間より、「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。  

  

該当事項はありません。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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（１）生産、受注及び販売の状況 

当社は、プラスチックフィルム製造事業の単一セグメントであるため、生産、受注及び販売の状況につきまして

は、当社の用途別に記載しております。  

① 生産実績 

 当第２四半期累計期間における生産実績を用途別に示すと、次のとおりであります。 

② 受注状況 

 当第２四半期累計期間における受注状況を用途別に示すと、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 

 当第２四半期累計期間における販売実績を用途別に示すと、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。  

４．補足情報

区分 
（用途別） 

当第２四半期累計期間
（自 平成22年５月１日 
至 平成22年10月31日） 

  
前年同四半期比（％）  

  

食品（ｋｇ）  950,853  97.8

非食品（ｋｇ）  376,045  97.8

合計（ｋｇ）  1,326,899  97.8

区分（用途別） 受注高（千円） 前年同四半期比(%) 受注残高（千円） 前年同四半期比(%)

製品     

食品  796,691  97.4  51,699  102.3

非食品  241,063  102.5  32,750  73.3

製品合計  1,037,754  98.5  84,449  88.7

商品  171,110  114.1  11,536  90.6

合計  1,208,865  100.5  95,985  88.9

区分 
（用途別） 

当第２四半期累計期間
（自 平成22年５月１日 
至 平成22年10月31日） 

  
前年同四半期比（％）  

  

製品     

食品（千円）  782,753  94.5

非食品（千円）  238,166  97.4

製品合計（千円）  1,020,920  95.1

商品（千円）  165,416  115.1

合計（千円）  1,186,336  97.5
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