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1.  平成24年4月期第2四半期の業績（平成23年5月1日～平成23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 ％

24年4月期第2四半期 1,240 4.5 △23 ― △9 ― △26 ―

23年4月期第2四半期 1,186 △2.5 8 △86.1 19 △71.8 △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

24年4月期第2四半期 △4.99 ―

23年4月期第2四半期 △1.66 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年4月期第2四半期 3,767 3,075 81.6
23年4月期 3,817 3,126 81.9

（参考） 自己資本   24年4月期第2四半期  3,075百万円 23年4月期  3,126百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  有  
 

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

23年4月期 ― 6.00 ― 4.00 10.00

24年4月期 ― 4.00

24年4月期（予想） ― 4.00 8.00

3.  平成24年4月期の業績予想（平成23年5月1日～平成24年4月30日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
 

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 2,570 3.7 10 △74.2 30 △50.4 △40 ― △7.63



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年4月期2Q 5,850,000 株 23年4月期 5,850,000 株

② 期末自己株式数 24年4月期2Q 609,674 株 23年4月期 608,710 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年4月期2Q 5,240,719 株 23年4月期2Q 5,241,790 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、金融商品取引法に基づく
四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※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、添付資
料Ｐ．３「１．当四半期決算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２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による大きな影響を受け、未だに原発事故に伴う復興

の遅れ等の懸念は残り、加えて、米国の景気回復の遅れや欧州の財政危機等による定常化した円高基調と、タイで発

生した洪水被害による企業活動への悪影響などにより、景気の先行きは更に不透明な状況となっております。 

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、定番品の「トリプルナイロン」及び高機能タイプの

「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介護用途、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。３月の東日本大震災の影響については東北地区、

北関東太平洋沿岸地区で大きく受けましたが、他地区での拡販により、売上高は 百万円（前年同四半期比

4.5％増）となりました。 

一方、厳しい経営環境の中、全社挙げて経費削減を推進するとともに、複数社購買や海外原料調達など効率的な原

材料購入を更に推進いたしましたが、原油・ナフサ価格の高騰による原材料費への影響は大きく、販売価格への転嫁

についても長引くデフレ状況の中で困難を極め、その結果、利益につきましては、営業損失 百万円（前年同四半期

は営業利益8百万円）となりました。また、営業外収支として貸付金受取利息等の計上を加算した後の経常損失は 百

万円（前年同四半期は経常利益19百万円）、特別損失として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損失8百万円）となりました。 

用途別の売上高につきましては、食品分野では東日本大震災により東北、北関東太平洋沿岸地区の水産加工業の被

災で水産用途は低迷しましたが、惣菜などの用途で拡販を進め、7億98百万円（前年同四半期比2.0％増）となりまし

た。 

非食品分野では、関東地区の計画停電の影響を受け医療用途は低迷しましたが、電子部品、産業用途での震災時の

減産リカバリー需要もあり、2億55百万円（前年同四半期比7.4％増）となりました。 

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

クが堅調で、1億85百万円（前年同四半期比12.2％増）となりました。 

（２）財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第２四半期会計期間末における流動資産は 百万円となり、前事業年度末に比べ2百万円減少いたしまし

た。これは主に現金及び預金が1億14百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が52百万円、有価証券が50百万円

減少したこと等によるものであります。 

固定資産は 百万円となり、前事業年度末に比べ47百万円減少いたしました。これは主に有形固定資産が14百

万円、投資有価証券が30百万円減少したこと等によるものであります。 

この結果、総資産は、 百万円となり、前事業年度末に比べ49百万円減少いたしました。 

（負債） 

当第２四半期会計期間末における流動負債は 百万円となり、前事業年度末に比べ13百万円増加いたしまし

た。これは主に支払手形及び買掛金が39百万円増加したこと等によるものであります。固定負債は 百万円となり、

前事業年度末に比べ13百万円減少いたしました。これは主に役員退職慰労引当金が11百万円減少したこと等によるも

のであります。 

この結果、負債合計は、 百万円となり、前事業年度末に比べ0百万円増加いたしました。 

（純資産） 

当第２四半期会計期間末における純資産合計は 百万円となり、前事業年度末に比べ50百万円減少いたしまし

た。これは主に四半期純損失26百万円、剰余金の配当20百万円減少したこと等によるものであります。 

この結果、自己資本比率は ％（前事業年度末は ％）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期会計期間末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1億14百万

円増加し、 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） 

営業活動の結果得られた資金は 百万円（前年同四半期は56百万円の使用）となりました。 

これは税引前四半期純損失24百万円を計上したものの、減価償却費37百万円、売上債権の減少52百万円、仕入

債務の増加39百万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46百万円の獲得）となりました。 

これは有価証券の償還による収入50百万円、投資有価証券の売却による収入12百万円等がある一方で、有形固

定資産の取得による支出36百万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31百万円の使用）となりました。 

これは配当金の支払額21百万円等があったことによるものであります。 

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成24年４月期の業績予想につきましては、平成23年６月15日付当社「平成23年４月期決算短信」にて発表いたし

ました通期の業績予想を修正しております。修正の詳細につきましては、本日（平成23年12月14日）公表いたしまし

た「特別損失の計上、業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。  

（３）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。  
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２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前事業年度 
(平成23年４月30日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 548,615 663,221

受取手形及び売掛金 791,371 738,734

有価証券 50,000 －

商品及び製品 62,882 67,346

仕掛品 37,194 31,933

原材料及び貯蔵品 33,932 29,162

関係会社短期貸付金 802,614 802,409

その他 49,254 40,862

貸倒引当金 △1,081 △1,015

流動資産合計 2,374,784 2,372,655

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 149,532 144,369

機械及び装置（純額） 167,462 161,897

土地 605,251 605,251

その他（純額） 66,263 62,929

有形固定資産合計 988,510 974,448

無形固定資産 4,186 4,132

投資その他の資産   

投資有価証券 401,868 371,159

その他 50,280 46,841

貸倒引当金 △1,886 △1,294

投資その他の資産合計 450,261 416,706

固定資産合計 1,442,959 1,395,287

資産合計 3,817,743 3,767,943

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 470,992 510,406

未払法人税等 7,504 7,601

賞与引当金 32,888 32,436

その他 101,099 75,913

流動負債合計 612,485 626,357

固定負債   

役員退職慰労引当金 57,210 45,372

資産除去債務 10,500 10,500

その他 11,547 10,023

固定負債合計 79,257 65,895

負債合計 691,743 692,253
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年４月30日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年10月31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 1,898,638 1,851,539

自己株式 △262,861 △263,150

株主資本合計 3,560,086 3,512,699

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △46,553 △49,475

土地再評価差額金 △387,533 △387,533

評価・換算差額等合計 △434,086 △437,008

純資産合計 3,126,000 3,075,690

負債純資産合計 3,817,743 3,767,943
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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22年５月１日 
 至 平成22年10月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成23年10月31日) 

売上高 1,186,336 1,240,136

売上原価 826,555 901,253

売上総利益 359,781 338,882

販売費及び一般管理費 351,407 362,094

営業利益又は営業損失（△） 8,373 △23,211

営業外収益   

受取利息 5,223 7,092

受取配当金 1,013 786

作業くず売却益 2,945 2,824

その他 1,564 3,412

営業外収益合計 10,746 14,115

営業外費用   

売上割引 69 80

その他 － 4

営業外費用合計 69 85

経常利益又は経常損失（△） 19,050 △9,181

特別損失   

前期損益修正損 761 －

固定資産除却損 － 17

投資有価証券評価損 14,310 14,946

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 25,571 14,963

税引前四半期純損失（△） △6,521 △24,144

法人税、住民税及び事業税 9,134 4,822

法人税等調整額 △6,958 △2,833

法人税等合計 2,175 1,988

四半期純損失（△） △8,697 △26,132
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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22年５月１日 
 至 平成22年10月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成23年10月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △6,521 △24,144

減価償却費 40,402 37,836

貸倒引当金の増減額（△は減少） 258 △658

賞与引当金の増減額（△は減少） △152 △451

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,284 △11,837

受取利息及び受取配当金 △6,236 △7,878

有形固定資産除売却損益（△は益） － 17

投資有価証券評価損益（△は益） 14,310 14,946

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） △138,807 52,636

たな卸資産の増減額（△は増加） △26,753 5,567

仕入債務の増減額（△は減少） 93,900 39,413

未払金の増減額（△は減少） 12,179 △6,091

未払費用の増減額（△は減少） 4,847 △6,359

その他 2,027 3,854

小計 5,238 96,848

利息及び配当金の受取額 6,439 8,852

法人税等の支払額 △67,805 △3,979

法人税等の還付額 0 10,174

営業活動によるキャッシュ・フロー △56,126 111,895

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 80,000 50,000

有形固定資産の取得による支出 △6,757 △36,368

投資有価証券の売却による収入 14,861 12,840

子会社株式の取得による支出 △39,820 －

関係会社出資金の払込による支出 － △5,000

貸付けによる支出 △200 △100

貸付金の回収による収入 2,195 1,660

その他 △3,793 1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 46,485 24,032

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 － △289

配当金の支払額 △31,417 △21,033

財務活動によるキャッシュ・フロー △31,417 △21,322

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △41,058 114,605

現金及び現金同等物の期首残高 1,083,904 548,615

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,042,845 663,221

－　7　－

ＭＩＣＳ化学㈱（7899）平成24年４月期　第２四半期決算短信（非連結）



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。  

  

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）セグメント情報等

（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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