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1.  平成22年2月期第1四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年5月31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 ％

22年2月期第1四半期 1,669 ― 79 ― 50 ― 0 ―

21年2月期第1四半期 1,947 △5.8 25 △77.7 6 △94.6 11 ―

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

22年2月期第1四半期 0.14 ―

21年2月期第1四半期 2.63 ―

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2月期第1四半期 7,304 1,369 18.8 317.40
21年2月期 6,944 1,356 19.5 314.39

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  1,369百万円 21年2月期  1,356百万円

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

21年2月期 ― ― ― ― ―

22年2月期 ―

22年2月期 
（予想）

― ― 10.00 10.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

（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

第2四半期 
連結累計期間

3,070 ― 12 ― △38 ― △73 ― △17.08

通期 6,489 △4.1 317 ― 160 ― 16 ― 3.71



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 

１．上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき記載しております。実際の業績は、今後様々な要因により予想とは異な 
る可能性があります。なお、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、４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。 
２．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。なお、「財務諸表等の用語、
様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後
の四半期連結財務諸表規則を適用しております。 

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） 22年2月期第1四半期 4,318,444株 21年2月期  4,318,444株

② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  2,599株 21年2月期  2,599株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第1四半期 4,135,845株 21年2月期第1四半期 4,316,111株

（株）日本色材工業研究所（4920）平成22年２月期第１四半期決算短信



(1) 当第１四半期の業績概況 

 当第１四半期における我が国経済は、昨年後半から続く企業業績や雇用情勢の悪化、あるいは景気の先行き不透明

感等を背景とした個人消費マインドの冷え込みなどにより、景気減速感が一段と強まり、輸出と国内需要の減少によ

り企業収益が悪化するなど、景気低迷が顕著となりました。 

化粧品業界においては、生活防衛意識や節約志向の高まりがエンドユーザーにも徐々に浸透し、化粧品売れ筋商品

の二極化（高価格帯、低価格帯）、在庫調整の進展や新製品企画の先送り、事業戦略やブランド戦略の見直しを余儀

なくされるなど、厳しい経営環境で推移しました。 

 このような環境の中、当社グループでは、企画提案力や研究開発技術力の強化に加え、グローバル営業強化を目指

し国際営業部を新設、国内・海外の顧客からの受注獲得に意欲的に取り組んでまいりました。しかしながら、前連結

会計年度後半より、新製品開発の先送りや在庫調整が進展したほか競合相手との熾烈な価格競争に晒された結果、売

上高は、1,669百万円（前年同期比14.3%減）となりました。 

 利益面では、徹底的なコスト削減とローコスト・オペレーションを目標に掲げ、役員報酬、管理職給与の減額や間

接人員退職補充の見送りなど、固定費の圧縮に取り組んだ結果、営業利益は79百万円（前年同期比207.6%増）となり

ました。また、経常利益は、金融コストの低減を主因に50百万円（前年同期比673.9%増）、四半期純利益は603千円

（前年同期比94.7%減）となりました。 

 当第１四半期連結会計期間より「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、たな卸資産評価損38百万円を特別損失に計上しております。  

  

 当第１四半期連結会計期間における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。   

（化粧品事業） 

 化粧品事業におきましては、国内売上ではマスカラ・アイライナーなど目元中心のポイントメイク商品やUV・ファ

ンデーションといった夏に向けた季節性商品の受託が好調な反面、口紅類、クリーム、化粧水、チーク関連商品は前

年同期を下回るなど、品目別で好・不調が鮮明となり、化粧品事業全体では売上高は1,485百万円（前年同期比11.2%

減）、営業利益は201百万円（前年同期比15.4%減）となりました。また、海外顧客向け輸出売上は、景気後退に見舞

われる欧州地域で発注繰り延べなどが影響し、当初予想より低調に推移しております。 

 一方、海外子会社の化粧品事業については、前年受注したマスカラの好調に支えられ当第１四半期連結会計期間の

売上高は、40百万円でほぼ前年並みで推移しています。 

  

（医薬品その他事業） 

 医薬品その他事業におきましては、前々期発生した大口顧客向け口腔洗浄剤売上の剥落の影響に加え、主力製品の

ひとつである水虫治療薬が景気後退の影響で受注が漸減している状況であります。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は184百万円（前年同期比33.1%減）、営業損失は2百万円（前年同

期は29百万円の営業損失）となりました。 

  

 所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

(日本) 

 国内の化粧品事業は、マスカラ・アイライナーなど目元中心のポイントメイク商品やUV・ファンデーションなどの

季節性商品は好調だったものの、それ以外のカテゴリでは消費減退の影響を受け低迷しました。 

 この結果、当第1四半期連結会計期間の売上高は1,465百万円(前年同期比10.6%減)、営業利益は226百万円(前年同

期比21.4%減)となりました。  

 なお、日本では、医薬品その他事業はおこなっておりません。  

  

（仏国） 

 仏国におきましては、化粧品事業においてはマスカラの好調を維持し前年同期並みを確保したものの、医薬品その

他事業において前々期発生した大口顧客向け口腔洗浄剤売上の剥落等が影響し、前年同期より売上高が減少しまし

た。しかしながら、前連結会計年度中に実施した人員削減及び財務面の諸施策が奏功し、損失額を 小限に食い止め

ることができました。 

 この結果、当第1四半期連結会計期間の売上高は224百万円(前年同期比31.9%減）、営業損失は33百万円(前年同期

は77百万円の営業損失）となりました。   

  

※「連結経営成績に関する定性的情報」における前年同期比は参考値として記載しております。  

【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

（株）日本色材工業研究所（4920）平成22年２月期第１四半期決算短信



 当第１四半期連結会計期間末における総資産は前期末に比べ359百万円増の7,304百万円となりました。これは、主

に現金及び預金が95百万円増加、受取手形及び売掛金が328百万円増加した一方で、有形固定資産が19百万円、投

資・その他の資産が35百万円減少したことによるものであります。 

負債は、前期末に比べ346百万円増の5,934百万円となりました。これは、主に短期借入金が262百万円増加したこ

とによるものであります。 

 純資産の残高は1,369百万円（前連結会計年度末は1,356百万円）となり、前連結会計年度末に比べ12百万円増加い

たしました。これは主に有価証券の評価差額及び為替の換算差額等が12百万円増加したことによるものであります。

この結果、自己資本比率は、18.8%（前連結会計年度末は19.5%）となりました。 

  

［キャッシュ・フローの状況］ 

 当第１四半期連結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、前連結会計年度末に比べ、

95百万円（20.9%増）の553百万円となりました。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果減少した資金は、60百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5百万円、減価

償却費77百万円、たな卸資産の減少71百万円、仕入債務の増加69百万円等による増加と、売上債権の増加327百万

円、利息の支払額60百万円等による減少によるものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果減少した資金は、18百万円となりました。これは主に、生産効率をあげるための機械装置等の買換

えによるものです。  

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果増加した資金は、173百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増加額250百万円、長期借

入金の借入による収入200百万円と長期借入金の返済による支出491百万円、社債の発行による収入490百万円と社債

の償還による支出270百万円によるものです。  

  

  平成22年２月期の見通しにつきましては、平成21年４月28日に発表いたしました中間期及び通期業績予想の数値か

ら変更はございません。 

  

 該当事項はありません。  

  

（簡便な会計処理） 

① 棚卸資産の評価方法 

当第１四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、簿価切下げを行う方法に

よっております。 

② 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 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、前連結会計年度末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ます。 

  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

 該当事項はありません。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

(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

（株）日本色材工業研究所（4920）平成22年２月期第１四半期決算短信



① 「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

 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。なお、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きによ

り、改正後の四半期連結財務諸表規則を適用しております。 

  

② 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、製品、半製品及び仕掛品については総平均法による

原価法、原材料については月別総平均法による原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より

「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）が適用されたことに伴

い、製品、半製品及び仕掛品については総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法）、原材料については月別総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 これにより、営業利益及び経常利益は5,873千円減少し、税金等調整前四半期純利益は、44,168千円減少して

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。 

   

③ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

（追加情報） 

有形固定資産の耐用年数の変更 
 当社の機械装置については、従来、耐用年数を９年としておりましたが、減価償却資産の耐用年数等に関する

平成20年度の法人税法改正に伴い、耐用年数を見直した結果、当第１四半期連結会計期間より８年に変更してお

ります。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、2,527千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。 

  

(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

（株）日本色材工業研究所（4920）平成22年２月期第１四半期決算短信



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 812,318 716,552

受取手形及び売掛金 1,379,851 1,051,349

たな卸資産 ※1  840,818 ※1  908,385

その他 216,810 169,315

貸倒引当金 △1,983 △10,722

流動資産合計 3,247,815 2,834,881

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※2  1,409,866 ※2  1,433,996

機械装置及び運搬具（純額） ※2  451,205 ※2  439,657

土地 1,328,653 1,328,473

その他（純額） ※2  74,817 ※2  82,165

有形固定資産合計 3,264,542 3,284,292

無形固定資産 199,359 198,265

投資その他の資産   

投資有価証券 152,968 143,800

その他 496,143 535,658

貸倒引当金 △56,679 △52,003

投資その他の資産合計 592,431 627,455

固定資産合計 4,056,334 4,110,013

資産合計 7,304,149 6,944,894

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 841,826 769,761

短期借入金 ※4  2,130,362 ※4, ※5  1,867,832

1年内償還予定の社債 120,000 290,000

未払法人税等 3,721 185

偶発損失引当金 11,981 11,807

その他 595,042 488,703

流動負債合計 3,702,933 3,428,290

固定負債   

社債 400,000 －

長期借入金 ※4  1,457,212 ※4  1,761,417

退職給付引当金 134,000 133,368

役員退職慰労引当金 172,910 215,550

その他 67,241 49,396

固定負債合計 2,231,364 2,159,732

負債合計 5,934,298 5,588,023
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 552,749 552,749

資本剰余金 781,854 862,847

利益剰余金 30,364 △51,230

自己株式 △1,436 △1,436

株主資本合計 1,363,531 1,362,928

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,899 5,138

繰延ヘッジ損益 △19,921 △20,842

為替換算調整勘定 15,341 9,645

評価・換算差額等合計 6,319 △6,057

純資産合計 1,369,851 1,356,871

負債純資産合計 7,304,149 6,944,894
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年５月31日) 

売上高 1,669,812

売上原価 1,328,336

売上総利益 341,476

販売費及び一般管理費 ※  261,631

営業利益 79,844

営業外収益  

受取利息 253

受取配当金 64

為替差益 4,114

その他 5,425

営業外収益合計 9,857

営業外費用  

支払利息 26,617

社債発行費 9,500

その他 2,595

営業外費用合計 38,713

経常利益 50,988

特別利益  

貸倒引当金戻入額 2,812

特別利益合計 2,812

特別損失  

固定資産除却損 10,450

たな卸資産評価損 38,295

特別損失合計 48,745

税金等調整前四半期純利益 5,055

法人税、住民税及び事業税 6,025

法人税等調整額 △1,573

法人税等合計 4,452

四半期純利益 603
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年５月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 5,055

減価償却費 77,669

偶発損失引当金の増減額（△は減少） 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △572

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △42,640

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,758

受取利息及び受取配当金 △317

支払利息 26,617

社債発行費 9,500

固定資産除却損 10,450

売上債権の増減額（△は増加） △327,589

たな卸資産の増減額（△は増加） 71,018

仕入債務の増減額（△は減少） 69,332

未払消費税等の増減額（△は減少） 38,647

その他の流動負債の増減額（△は減少） 83,560

その他 △15,082

小計 892

利息及び配当金の受取額 394

利息の支払額 △60,274

法人税等の支払額 △1,450

営業活動によるキャッシュ・フロー △60,437

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △102,500

定期預金の払戻による収入 102,500

有形固定資産の取得による支出 △16,202

無形固定資産の取得による支出 △2,321

投資活動によるキャッシュ・フロー △18,523

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 250,000

長期借入れによる収入 200,000

長期借入金の返済による支出 △491,674

社債の発行による収入 490,500

社債の償還による支出 △270,000

リース債務の返済による支出 △5,243

財務活動によるキャッシュ・フロー 173,582

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,143

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 95,765

現金及び現金同等物の期首残高 457,518

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  553,284
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 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。なお、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部

を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の

四半期連結財務諸表規則を適用しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年５月31日） 

 （注）１．事業区分の方法……製品の種類別区分によっております。 

２．各区分に属する主な製品名称 

(1）化粧品事業…………ファンデーション、アイシャドー、チーク、口紅、リップクリーム、美容乳液、日焼

け止め等 

(2）医薬品その他事業…水虫治療薬、薬用歯磨き、口腔洗浄剤、耳洗浄剤、衛生製品等 

３．会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「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に記載のとおり、当第１四

半期連結会計期間より「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、当第１四半期連結累計期間の営業利益は化粧品事業において5,873千

円減少しております。 

４．追加情報  

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

 「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」（追加情報）に記載のとお

り、当社の機械装置については、従来、耐用年数を９年としておりましたが、減価償却資産の耐用年数等に関

する平成20年度の法人税法改正に伴い、耐用年数を見直した結果、当第１四半期連結会計期間より８年に変更

しております。これにより、当第１四半期連結累計期間の営業利益は化粧品事業において2,527千円減少して

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

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
化粧品事業
（千円） 

医薬品その他
事業（千円） 

計（千円）
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円）

売上高                          

(1）外部顧客に対する売上高  1,485,103  184,767  1,669,871  －  1,669,871

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 △59  －  △59  －  △59

計  1,485,044  184,767  1,669,812  －  1,669,812

営業利益又は損失（△は損失）  201,294  △2,700  198,593  (118,749)  79,844
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当第１四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年５月31日） 

 （注）１．国又は地域の区分の方法……製造工場所在地によっております。 

２．会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「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に記載のとおり、当第１四

半期連結会計期間より「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、当第１四半期連結累計期間の営業利益は日本において5,873千円減少

しております。  

３．追加情報  

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

 「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」（追加情報）に記載のとお

り、当社の機械装置については、従来、耐用年数を９年としておりましたが、減価償却資産の耐用年数等に関

する平成20年度の法人税法改正に伴い、耐用年数を見直した結果、当第１四半期連結会計期間より８年に変更

しております。これにより、当第１四半期連結累計期間の営業利益は日本において2,527千円減少しておりま

す。 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年５月31日） 

 （注）１．国又は地域の区分の方法…………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 

(1）欧州：フランス、イタリア、英国、ギリシャ、ドイツ、ベルギー、ポーランド、スイス 

(2）その他の地域：北米、中国、香港 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。  

〔所在地別セグメント情報〕

  日本（千円） 仏国（千円） 計（千円）
消去又は全社 
（千円） 

連結（千円）

売上高                          

(1）外部顧客に対する売上高  1,445,035  224,776  1,669,812  －  1,669,812

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 20,607  －  20,607  (20,607)  －

計  1,465,642  224,776  1,690,419  (20,607)  1,669,812

営業利益又は損失（△は損失）  226,071  △33,255  192,815  (112,971)  79,844

〔海外売上高〕

  欧州 その他の地域 計

Ⅰ．海外売上高（千円）  224,836  25,507  250,343

Ⅱ．連結売上高（千円）  －  －  1,669,812

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  13.5  1.5  15.0
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 当社は、平成21年５月28日開催の定時株主総会における資本準備金の額の減少及び剰余金処分決議に基づき、

資本準備金をその他資本剰余金に振替後、その他資本剰余金を繰越利益剰余金の欠損填補に充当したため、当第

１四半期連結会計期間において、資本剰余金が80,992千円減少し、利益剰余金が80,992千円増加しております。

この結果、当第１四半期連結会計期間末において資本剰余金が781,854千円、利益剰余金が30,364千円となって

おります。 

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（株）日本色材工業研究所（4920）平成22年２月期第１四半期決算短信



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

(1) （要約）四半期連結損益計算書 

 前第１四半期連結累計期間（平成20年３月１日～５月31日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成21年２月期 
第１四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  1,947,451

Ⅱ 売上原価   1,616,777

売上総利益  330,674

Ⅲ 販売費及び一般管理費  304,713

営業利益  25,960

Ⅳ 営業外収益  30,861

Ⅴ 営業外費用  50,233

経常利益  6,588

Ⅵ 特別損失  188,759

税金等調整前四半期純損失  182,170

税金費用 △193,509

四半期純利益  11,339
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(2) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 前第１四半期連結累計期間（平成20年３月１日～５月31日） 

  

前年同四半期 

（平成21年２月期 

第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前四半期純損失(△) △182,170 

減価償却費 79,271 

減損損失 187,087  

退職給付引当金の増加額 2,624  

役員退職慰労引当金の減少額 △347,790  

長期未払金の増加額 355,550  

貸倒引当金の増加額 1,658  

受取利息及び受取配当金 △423  

支払利息 45,360  

有形固定資産除却損 1,672  

売上債権の増加額 △489,292  

たな卸資産の増加額 △8,265  

仕入債務の増加額 108,447  

未払消費税等の増加額 10,759  

その他流動負債の増加額 33,125  

その他 △43,451  

小計 △245,836  

利息及び配当金の受取額 423  

利息の支払額 △45,360  

法人税等の支払額 △9,025  

営業活動によるキャッシュ・フロー △299,799  

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の預入による支出 △102,500  

定期預金の払戻による収入 102,500  

有形固定資産の取得による支出 △55,712  

無形固定資産の取得による支出 △1,500  

投資有価証券の取得による支出 △243  

長期貸付金の回収による収入 13  

投資活動によるキャッシュ・フロー △57,442   

Ⅲ 財務活動によるキャッシュフロー  

短期借入金の純増加額 670,000  

長期借入金の返済による支出 △424,555  

社債の償還による支出 △30,000  

自己株式の取得による支出 △319  

財務活動によるキャッシュ・フロー 215,125 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,624  

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △148,740  

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 573,916  

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 425,176  
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