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1.  平成23年2月期第3四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年11月30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 ％

23年2月期第3四半期 4,923 5.5 264 179.9 186 ― 158 ―

22年2月期第3四半期 4,664 ― 94 ― 6 ― △47 ―

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2月期第3四半期 36.69 ―

22年2月期第3四半期 △10.93 ―

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2月期第3四半期 7,297 1,478 20.3 342.60
22年2月期 7,373 1,455 19.7 337.15

（参考） 自己資本   23年2月期第3四半期  1,478百万円 22年2月期  1,455百万円

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2月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
23年2月期 ― 0.00 ―

23年2月期 
（予想）

10.00 10.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28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 6,707 1.9 390 59.6 302 126.0 306 510.4 71.03



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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 
上記の業績予想につきましては、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。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、四半期決算短信（添付資料）P.４「連
結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「２．その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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） 23年2月期3Q  4,318,444株 22年2月期  4,318,444株

② 期末自己株式数 23年2月期3Q  4,277株 22年2月期  2,599株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期3Q  4,314,679株 22年2月期3Q  4,315,845株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国をはじめとするアジア新興国の経済回復とエコカー補助

金・エコポイントなどの国内消費刺激策を背景に緩やかな回復基調で推移しておりますが、国内政策効果の一巡、

海外経済の減速感の台頭、ならびに急速な円高の進行による輸出の鈍化といった不安材料が重なり、依然として、

国内雇用情勢や個人消費マインドは不透明感が払拭できない状況が続いております。 

 このような経済情勢のもと、わが国化粧品市場は、経済産業省発表の平成22年度１月～10月化粧品出荷統計が示

すように、「メイクアップ化粧品」は、出荷金額ベースで前年同期比97.9％（出荷個数ベースで同100.9％）、ま

た「スキンケア化粧品」は、出荷金額ベースで同103.9％（出荷個数ベースで同108.2％）の進展をみております

が、ここ数年、出荷個数の伸び率が出荷金額の伸び率を上回る状況が続いており、依然として、消費者の節約志向

や低価格志向が根強いことが窺われます。 

 こうした厳しい市場環境ではありますが、当社グループでは、強みの製品開発力と技術力を活かした提案型営業

をグローバルに展開し、海外化粧品メーカーや異業種参入企業などへの販路拡大に努めてまいりました。また、本

年４月より「更なる成長に向けた事業構造改革プロジェクト（STEP-UP80）」をスタートさせ、コスト削減・生産

性向上による利益体質への転換と、ファンデーション・マスカラ・ＵＶ製品を注力領域に据えた売上の拡大にグル

ープ一丸となって取組んでまいりました。 

 商品切り替え等の季節的要因により、第２四半期連結累計期間との比較では売上の伸び率は鈍化してはおります

が、全体的には、上期の好調を維持することができました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間における業績は、売上高4,923百万円（前年同期比5.5％増）、営業利益

264百万円（同179.9％増）、経常利益186百万円（同2,884.1％増）、四半期純利益158百万円（前年同期は47百万

円の損失）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、以下のとおりです。 

（化粧品事業） 

 化粧品事業につきましては、国内では、引き続き消費マインドが冷え込むなか化粧品メーカーの在庫調整や低価

格化の煽りを受け、ライナー・マスカラや白粉・打粉は苦戦を余儀なくされております。しかしながら、リップク

リームをはじめとする口紅類、アイシャドウ・チーク、ファンデーション等のメイクアップ化粧品やＵＶ製品等の

スキンケア化粧品は、当第３四半期連結累計期間で好調を維持することができました。 

 一方、フランスの連結子会社THEPENIER PHARMA INDUSTRIE S.A.S.（以下、テプニエ社という）は、化粧品事業

全体に与える影響度は小さいものの、フランス国内市場向けスキンケア化粧品が顧客事情により減少したことか

ら、売上高は前年同期との比較では減収となりました。 

 利益面では、売上の増加に加え、グループ挙げて取組んでおります収益改善施策が奏効し、製造費用や営業費用

の増加を抑えることができたことから、増益を確保することができました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間における業績は、売上高4,471百万円（前年同期比6.4％増）、営業利益

677百万円（同37.3％増）となりました。 

   

（医薬品その他事業） 

 医薬品その他事業につきましては、長期化する欧州経済の低迷を背景に個人消費マインドの冷え込みなど依然厳

しい市場環境が続くなか、主力の水虫治療薬と薬用歯磨きの売上が減少した結果、当第３四半期連結累計期間にお

ける売上高は前年同期と比べ減収となりました。 

 しかしながら、コスト面では、一昨年より取組んできた収益改善施策が奏効し、製造費用・営業費用を大幅に削

減することができました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間における業績は、売上高451百万円（前年同期比2.0％減）、営業利益12

百万円（前年同期は44百万円の営業損失）となりました。 

   

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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所在地別セグメントの業績は、以下のとおりです。 

（日本） 

 日本経済は緩やかな景気回復基調に転じておりますが、円高の進行や海外経済の減速に伴う輸出の鈍化、国内の

政策効果剥落などの不安材料が足枷となり、依然として消費マインドの回復やデフレからの脱却には至らない状況

となっております。 

 こうした厳しい市場環境のなか、当社は、製薬会社をはじめとする異業種参入企業への販路拡大や海外化粧品企

業へのグローバルな営業展開に注力したことが奏効し、スキンケア化粧品や口紅・ファンデーション等メイクアッ

プ化粧品の売上を伸ばすことができました。利益面では、全社的に取り組んできたコスト削減や生産性向上施策が

利益を下支えし、前年同期実績を上回る利益を確保することができました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間における業績は、売上高4,204百万円（前年同期比5.1％増）、営業利益

680百万円（同31.6％増）となりました。 

 なお、日本では、医薬品その他の事業はおこなっておりません。 

   

（仏国） 

 欧州経済は、EU全体としては緩やかな回復基調にはあるものの、ギリシャ問題に端を発した欧州金融市場に対す

る信用不安や各国政府による財政緊縮策等が重くのしかかり、景気の先行きに不透明感が強まる様相が色濃くなっ

ております。 

 テプニエ社にとりましても、取引先による在庫調整の進展や個人消費マインドの冷え込みなど、大変厳しい事業

環境が続いております。 

 夏季休暇による稼働日数の減少や顧客都合による生産延期などが重なったことから第２四半期連結累計期間ほど

の勢いは無かったものの、第３四半期連結累計期間の売上は、前年同期を上回ることができました。 

 利益面では、一昨年から取組んできたコスト削減策が奏効し、製造費用や営業費用を削減することができたた

め、第３四半期連結累計期間の利益は辛うじて黒字を維持することができました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間における業績は、売上高745百万円（前年同期比4.0％増）、営業利益４

百万円（前年同期は73百万円の営業損失）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、3,602百万円（前連結会計年度末は3,502百万円）とな

り、前連結会計年度末に比べ99百万円増加いたしました。これは主に現金及び預金が414百万円増加し、受取手形

及び売掛金が337百万円減少したことによるものであります。 

（固定資産）  

 当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、3,694百万円（前連結会計年度末は3,870百万円）とな

り、前連結会計年度末に比べ175百万円減少いたしました。これは主に有形固定資産が112百万円、投資その他の資

産が61百万円減少したことによるものであります。 

（流動負債）  

 当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、3,734百万円（前連結会計年度末は4,008百万円）とな

り、前連結会計年度末に比べ273百万円減少いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が201百万円、短期借入

金が278百万円減少し、その他の流動負債が160百万円増加したことによるものであります。 

（固定負債）  

 当第３四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、2,084百万円（前連結会計年度末は1,909百万円）とな

り、前連結会計年度末に比べ174百万円増加いたしました。これは主に長期借入金が239百万円増加し、社債が33百

万円、退職給付引当金が14百万円減少したことによるものであります。 

（純資産）  

 当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は、1,478百万円（前連結会計年度末は1,455百万円）とな

り、前連結会計年度末に比べ22百万円増加いたしました。これは主に四半期純利益158百万円による増加、配当金

の支払額43百万円による減少、為替換算調整勘定の減少87百万円によるものであります。この結果、自己資本比率

は、20.3％（前連結会計年度末は19.7％）となりました。 
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② キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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725百万円となり、前連

結会計年度末に比べ414百万円増加いたしました。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、594百万円（前年同期は53百万円の収入）となりました。これは主に税金等調

整前四半期純利益194百万円、減価償却費206百万円、売上債権の減少額289百万円等による増加と、仕入債務の減

少額183百万円等による減少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、73百万円（前年同期は52百万円の支出）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替え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、104百万円（前年同期は196百万円の収入）となりました。これは主に長期借入

れによる収入1,290百万円、短期借入金の純減少額137百万円、長期借入金の返済による支出1,191百万円、配当金

の支払額42百万円等によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成23年２月期の連結業績予想につきましては、平成22年10月14日に公表いたしました「業績予想の修正に関す

るお知らせ」に変更はありません。  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

   

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（簡便な会計処理） 

① 棚卸資産の評価方法 

 当第３四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、第２四半期連結会計期間末の

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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 984,332 569,559

受取手形及び売掛金 1,555,713 1,892,726

たな卸資産 851,390 863,099

その他 211,498 177,863

貸倒引当金 △496 △624

流動資産合計 3,602,438 3,502,624

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,293,911 1,344,999

機械装置及び運搬具（純額） 334,346 384,147

土地 1,327,078 1,328,760

その他（純額） 49,186 59,473

有形固定資産合計 3,004,522 3,117,380

無形固定資産 201,405 202,862

投資その他の資産   

投資有価証券 160,497 171,662

その他 377,445 435,359

貸倒引当金 △49,142 △56,782

投資その他の資産合計 488,800 550,238

固定資産合計 3,694,728 3,870,481

資産合計 7,297,166 7,373,106

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 814,345 1,015,852

短期借入金 1,939,455 2,217,792

1年内償還予定の社債 133,400 100,000

未払法人税等 24,722 15,806

偶発損失引当金 6,762 3,193

その他 815,969 655,896

流動負債合計 3,734,655 4,008,541

固定負債   

社債 316,600 350,000

長期借入金 1,447,952 1,208,911

退職給付引当金 102,836 117,821

役員退職慰労引当金 172,910 172,910

その他 44,178 59,842

固定負債合計 2,084,477 1,909,486

負債合計 5,819,133 5,918,028
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22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 781,854 781,854

利益剰余金 195,109 79,968

自己株式 △1,770 △1,436

株主資本合計 1,527,943 1,413,135

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13,836 22,832

繰延ヘッジ損益 △5,374 △10,410

為替換算調整勘定 △58,372 29,520

評価・換算差額等合計 △49,910 41,942

純資産合計 1,478,033 1,455,078

負債純資産合計 7,297,166 7,373,106
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 4,664,821 4,923,314

売上原価 3,883,170 3,926,037

売上総利益 781,651 997,277

販売費及び一般管理費 687,323 733,208

営業利益 94,328 264,068

営業外収益   

受取利息 648 314

受取配当金 3,834 4,003

為替差益 2,625 －

投資有価証券割当益 － 3,531

その他 14,700 9,582

営業外収益合計 21,808 17,432

営業外費用   

支払利息 86,953 80,094

社債発行費 9,500 2,159

その他 13,416 12,259

営業外費用合計 109,870 94,513

経常利益 6,266 186,987

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,834 128

過年度固定資産除却損修正益 2,469 －

在外子会社過年度職業税還付 － 10,535

その他 464 －

特別利益合計 5,768 10,663

特別損失   

固定資産除却損 10,699 3,348

投資有価証券評価損 1,152 －

たな卸資産評価損 38,295 －

特別損失合計 50,146 3,348

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△38,112 194,301

法人税、住民税及び事業税 9,114 27,169

法人税等調整額 △59 8,833

法人税等合計 9,054 36,002

四半期純利益又は四半期純損失（△） △47,167 158,299
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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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△38,112 194,301

減価償却費 227,971 206,299

偶発損失引当金の増減額（△は減少） △8,734 4,152

退職給付引当金の増減額（△は減少） △563 △5,265

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） △5,157 △128

受取利息及び受取配当金 △4,482 △4,318

支払利息 86,953 80,094

社債発行費 9,500 2,159

投資有価証券評価損益（△は益） 1,152 －

投資有価証券割当益 － △3,531

固定資産除却損 10,699 3,348

売上債権の増減額（△は増加） △410,066 289,933

たな卸資産の増減額（△は増加） △100,624 △5,442

仕入債務の増減額（△は減少） 282,620 △183,832

未払消費税等の増減額（△は減少） 33,979 △32,292

その他の流動負債の増減額（△は減少） 72,318 155,210

その他 55,276 7,879

小計 170,089 708,568

利息及び配当金の受取額 4,668 4,498

利息の支払額 △120,871 △105,054

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △718 △13,265

営業活動によるキャッシュ・フロー 53,168 594,747

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 △259,500 △289,500

定期預金の払戻による収入 259,500 289,500

有形固定資産の取得による支出 △45,556 △67,949

無形固定資産の取得による支出 △6,834 △5,433

その他 － 31

投資活動によるキャッシュ・フロー △52,390 △73,351

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） 422,217 △137,800

長期借入れによる収入 650,000 1,290,000

長期借入金の返済による支出 △1,003,245 △1,191,496

社債の発行による収入 490,500 97,840

社債の償還による支出 △340,000 △100,000

自己株式の取得による支出 － △333

リース債務の返済による支出 △22,800 △19,121

配当金の支払額 － △42,641

その他 － △1,117

財務活動によるキャッシュ・フロー 196,671 △104,669

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,170 △2,135

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 198,619 414,589

現金及び現金同等物の期首残高 457,518 310,835

現金及び現金同等物の四半期末残高 656,138 725,425
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 該当事項はありません。 

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年11月30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 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成22年３月１日 至平成22年11月30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  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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  4,204,167  460,654  4,664,821  －  4,664,821

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  4,204,167  460,654  4,664,821  －  4,664,821

営業利益又は損失（△は損失）  493,665  △44,061  449,603 ( ) 355,275  94,328

  
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  4,471,953  451,361  4,923,314  －  4,923,314

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  4,471,953  451,361  4,923,314  －  4,923,314

営業利益  677,959  12,813  690,772 ( ) 426,704  264,068
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〔所在地別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年11月30日） 

 （注） 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。 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成22年３月１日 至平成22年11月30日） 

 （注） 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。 

   

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（自平成21年３月１日 至平成21年11月30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、オランダ 

(2）その他の地域：北米、中国、香港、韓国、台湾、マレーシア 

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。  

  

当第３四半期連結累計期間（自平成22年３月１日 至平成22年11月30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、ドイツ、ベルギー、スイス 

(2）その他の地域：北米、中国、香港、韓国、台湾、マレーシア 

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。  

  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  3,947,692  717,129  4,664,821  －  4,664,821

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 51,342  －  51,342 ( ) 51,342  －

計  3,999,034  717,129  4,716,164 ( ) 51,342  4,664,821

営業利益又は損失（△は損失）  517,361  △73,330  444,030 ( ) 349,702  94,328

  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  4,177,563  745,751  4,923,314  －  4,923,314

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 26,996  －  26,996 ( ) 26,996  －

計  4,204,560  745,751  4,950,311 ( ) 26,996  4,923,314

営業利益  680,976  4,923  685,899 ( ) 421,831  264,068

  欧州 その他の地域 計

Ⅰ．海外売上高（千円）  724,443  125,840  850,284

Ⅱ．連結売上高（千円）  －  －  4,664,821

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  15.5  2.7  18.2

  欧州 その他の地域 計

Ⅰ．海外売上高（千円）  812,916  216,107  1,029,024

Ⅱ．連結売上高（千円）  －  －  4,923,314

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  16.5  4.4  20.9

㈱日本色材工業研究所（4920）平成23年２月期　第３四半期決算短信 

- 10 -



該当事項はありません。 

  

（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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