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1.  平成23年4月期第3四半期の業績（平成22年5月1日～平成23年1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3四半期 1,855 △0.3 28 △74.2 43 △64.5 17 △74.0

22年4月期第3四半期 1,861 △2.2 112 146.5 123 113.7 66 ―

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3四半期 3.28 ―

22年4月期第3四半期 12.62 ―

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3四半期 3,760 3,101 82.5 591.65
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3四半期  3,101百万円 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3Q 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3Q  608,710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3Q 5,241,728株 22年4月期3Q 5,250,888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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第３四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畜産業の疫病被害

等と景気回復の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0.3％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74.2％減）、経

常利益は 百万円（前年同四半期比64.5％減）、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額の計上等により四半期

純利益は 百万円（前年同四半期比74.0％減）となりました。 

用途別の売上高につきましては、食品分野では口蹄疫による畜産用途の不振、猛暑による乳製品用途の不振、海

水温上昇による漁業の不振などで、12億32百万円（前年同四半期比4.2％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による減少を医療分野で補い、3億59百万円（前年同四半期比

0.2％増）となりました。 

商品につきましては、突き刺し強度の高いフィルム（ＳＰパック）が堅調に推移し、2億63百万円（前年同四半

期比21.9％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３四半期における総資産は 百万円となり、前事業年度末より35百万円減少いたしました。これは、受

取手形及び売掛金が57百万円増加、商品及び製品が20百万円増加、関係会社短期貸付金が8億円増加したものの、

現金及び預金が5億12百万円減少、有価証券が30百万円減少、投資有価証券が60百万円減少、長期預金が3億円減少

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38百万円増加いたしました。これは、支払手形及び買掛金が90百

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67百万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74百万円減少いたしました。これは、利益剰余金が45百万円減

少、その他有価証券評価差額金が28百万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３四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5億12百万

円減少し、 百万円となりました。 

当第３四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） 

営業活動の結果得られた資金は 百万円（前年同四半期は1億 百万円の獲得）となりました。 

これは税引前四半期純利益 百万円、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1億 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、定期預金払戻による収入

3億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、貸付けによる支出8億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 百万円等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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－　2　－

ＭＩＣＳ化学㈱（7899）平成23年４月期　第３四半期決算短信（非連結）



（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  

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３四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、税引前四半期純利益

は、 千円減少しております。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３四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３四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３四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

2,621
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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３四半期会計期間末 
(平成23年１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 570,911 1,083,904

受取手形及び売掛金 725,948 668,774

有価証券 50,000 80,000

商品及び製品 70,296 50,150

仕掛品 26,366 24,204

原材料及び貯蔵品 28,183 30,914

関係会社短期貸付金 800,000 －

その他 47,952 45,656

貸倒引当金 △1,115 △1,040

流動資産合計 2,318,543 1,982,564

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 153,358 163,918

機械及び装置（純額） 176,439 214,160

土地 605,251 605,251

その他（純額） 62,908 38,440

有形固定資産合計 997,959 1,021,771

無形固定資産 4,213 4,294

投資その他の資産   

投資有価証券 391,178 452,083

長期預金 － 300,000

その他 49,884 36,366

貸倒引当金 △1,219 △1,097

投資その他の資産合計 439,843 787,352

固定資産合計 1,442,015 1,813,419

資産合計 3,760,559 3,795,983

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 481,594 391,438

未払法人税等 3,547 71,377

賞与引当金 18,573 33,543

その他 78,440 75,390

流動負債合計 582,156 571,750

固定負債   

役員退職慰労引当金 54,567 46,641

資産除去債務 10,500 －

その他 12,309 2,408

固定負債合計 77,377 49,049

負債合計 659,534 620,799

－　4　－

ＭＩＣＳ化学㈱（7899）平成23年４月期　第３四半期決算短信（非連結）



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成23年１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 1,889,683 1,935,377

自己株式 △262,861 △262,700

株主資本合計 3,551,132 3,596,987

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △62,574 △34,269

土地再評価差額金 △387,533 △387,533

評価・換算差額等合計 △450,107 △421,802

純資産合計 3,101,024 3,175,184

負債純資産合計 3,760,559 3,795,983
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年１月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成23年１月31日) 

売上高 1,861,727 1,855,381

売上原価 1,234,829 1,288,132

売上総利益 626,897 567,249

販売費及び一般管理費 514,682 538,343

営業利益 112,215 28,905

営業外収益   

受取利息 6,063 7,241

受取配当金 1,255 1,163

作業くず売却益 － 4,173

雑収入 4,219 2,420

営業外収益合計 11,538 14,998

営業外費用   

売上割引 269 97

雑損失 48 5

営業外費用合計 318 103

経常利益 123,435 43,801

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 5,476 1,208

減損損失 2,614 －

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 8,091 12,470

税引前四半期純利益 118,512 31,331

法人税、住民税及び事業税 50,637 12,308

法人税等調整額 1,616 1,815

法人税等合計 52,253 14,123

四半期純利益 66,259 17,207
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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３四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成22年１月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成23年１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 118,512 31,331

減価償却費 71,694 61,417

減損損失 2,614 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 386 197

賞与引当金の増減額（△は減少） 17,745 △14,970

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,557 7,926

受取利息及び受取配当金 △7,318 △8,404

有形固定資産除売却損益（△は益） 5,476 1,208

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） △168,801 △57,174

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,466 △19,575

仕入債務の増減額（△は減少） 84,710 90,156

未払金の増減額（△は減少） 4,236 606

未払費用の増減額（△は減少） △24,313 △1,183

その他 15,069 908

小計 115,104 102,943

利息及び配当金の受取額 7,066 9,912

法人税等の支払額 △6,217 △106,000

法人税等の還付額 16,660 0

営業活動によるキャッシュ・フロー 132,614 6,855

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 △41,097 △19,293

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 22,226 22,420

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 △9,434 △800,200

貸付金の回収による収入 1,813 3,237

定期預金の払戻による収入 － 300,000

その他 △398 △3,170

投資活動によるキャッシュ・フロー △87,136 △456,825

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 △161

配当金の支払額 △63,153 △62,861

財務活動によるキャッシュ・フロー △66,297 △63,023

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △20,819 △512,992

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 955,659 570,911
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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。   

  

当第３四半期会計期間末（平成23年１月31日）  

 現金及び預金、関係会社短期貸付金及び長期預金が、会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、

前事業年度の末日に比べて著しい変動が認められます。なお、長期預金は関係会社貸付金の支払いに充てるため全額

取崩しており、当第３四半期会計期間末に残高はゼロとなっているため、下記の表には記載しておりません。 

  

  
（注） 金融商品の時価の算定方法 

(1）現金及び預金、(2) 関係会社短期貸付金 

 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）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

（７）金融商品関係

科目 
四半期貸借対照表計上
額（千円） 

時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金  570,911  570,911  －

(2）関係会社短期貸付金  800,000  800,000  －
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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３四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３四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３四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。  

訴訟 

当社が販売した製品の欠陥により損害を被ったとして、平成22年12月24日付（訴状通達は平成23年１月28日）で、

ティ・エム・ジー株式会社外から製造物責任法第３条本文又は民法第709条に基づき４億23百万円の損害賠償請求訴

訟の提起を受け、提出日現在訴訟手続中であります。 

当社としては、当社製品に欠陥があるとは認識しておらず、訴訟の中で正当性を主張していく方針であります。 

  

４．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

区分 
（用途別） 

当第３四半期累計期間
（自 平成22年５月１日 
至 平成23年１月31日） 

  
前年同四半期比（％）  

  

食品（ｋｇ）  1,414,221  96.6

非食品（ｋｇ）  573,204  104.6

合計（ｋｇ）  1,987,425  98.8

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  1,237,345  96.3  42,116  106.3

非食品  370,471  97.5  41,313  81.9

製品合計  1,607,816  96.6  83,429  92.6

商品  266,223  121.4  8,686  96.9

合計  1,874,040  99.4  92,116  93.0

区分 
（用途別） 

当第３四半期累計期間
（自 平成22年５月１日 
至 平成23年１月31日） 

  
前年同四半期比（％）  

  

製品     

食品（千円）  1,232,989  95.8

非食品（千円）  359,012  100.2

製品合計（千円）  1,592,001  96.7

商品（千円）  263,379  121.9

合計（千円）  1,855,381  99.7

（２）その他
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