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1.  平成23年2月期の連結業績（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年2月期 6,664 1.3 403 64.8 305 128.5 53 7.3
22年2月期 6,579 △2.8 244 ― 133 ― 50 ―

（注）包括利益 23年2月期 ―百万円 （―％） 22年2月期 ―百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年2月期 12.49 ― 3.8 4.3 6.0
22年2月期 11.63 ― 3.6 1.9 3.7

（参考） 持分法投資損益 23年2月期  ―百万円 22年2月期  ―百万円

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 7,001 1,345 19.2 311.99
22年2月期 7,373 1,455 19.7 337.15

（参考） 自己資本   23年2月期  1,345百万円 22年2月期  1,455百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

23年2月期 843 △114 △293 741
22年2月期 △130 △63 45 310

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年2月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 43 86.0 3.1
23年2月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 43 80.1 3.1

24年2月期(予想) ― 0.00 ― 10.00 10.00 21.1

3.  平成24年2月期の連結業績予想（平成23年3月1日～平成24年2月29日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

 

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(累計) 3,361 △1.0 190 △2.5 149 5.1 16 △87.7 3.86
通期 6,921 3.9 509 26.5 434 41.9 204 279.6 47.43

- 1 -



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細は、15ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、24ページ「１株当たり情報」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  ： 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） 23年2月期 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 5,474 株 22年2月期 2,599 株

③ 期中平均株式数 23年2月期 4,314,252 株 22年2月期 4,315,845 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年2月期の個別業績（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年2月期 5,763 3.0 424 47.3 334 85.7 46 △44.3

22年2月期 5,597 1.1 287 99.8 180 ― 83 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

23年2月期 10.73 ―

22年2月期 19.27 ―

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2月期 6,698 1,432 21.4 332.24
22年2月期 6,851 1,428 20.9 331.05

（参考） 自己資本 23年2月期  1,432百万円 22年2月期  1,428百万円

2.  平成24年2月期の個別業績予想（平成23年3月1日～平成24年2月29日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続が実施中であります。 

※ 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、４ページ「１．経営成績(1)経営成績に関する
分析 次期見通しについて」をご覧ください。 

売上高 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 2,876 0.9 161 26.5 28 △73.9 6.67
通期 5,941 3.1 426 27.4 196 324.7 45.58
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(1) 経営成績に関する分析 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、前半は中国をはじめとするアジア新興国の経済回復と企業収益の改善や政

府の景気対策を背景に緩やかな回復基調で推移してまいりましたが、後半は景気対策の一巡に加え、円高による輸出

鈍化、原油・金属等商品相場の上昇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に不透

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～12月化粧品出荷統計による

と、「メイクアップ化粧品」は、出荷金額ベースで前期比99.9％（出荷個数ベースで同104.6％）、また「スキンケ

ア化粧品」は、出荷金額ベースで同104.5％（出荷個数ベースで108.1％）の成長をみておりますが、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反映され

た厳しい市場環境となっております。 

 このような市場環境のもと、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

展開するとともに、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も努めてまいりました。また、昨年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、売上拡大を目指してファ

ンデーション、ライナー・マスカラ、UV製品を戦略的注力領域に据えた新処方の開発に着手したほか、コスト削減や

生産性向上による利益体質の強化に向けてグループ一丸となって取組んでまいりました。 

 このような施策の結果、当連結会計年度の成績は、売上高6,664百万円（前期比1.3％増）、営業利益403百万円

（同64.8％増）、経常利益305百万円（同128.5％増）となりました。当期純利益は、当社保有の遊休不動産（茨城県

北茨城市）に係わる繰延税金資産の回収可能性を検討し繰延税金資産234百万円を取り崩した結果、当期の法人税等

調整額が246百万円の計上となったため、53百万円の利益（同7.3％増）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） 

 国内での販売は、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、フ

ァンデーション、ライナー・マスカラと打粉・白粉は苦戦を余儀なくされましたが、既存顧客への積極的な提案型

営業が奏効し、口紅類ではリップクリーム・リップグロスが伸びたほかスキンケア化粧品の化粧水・美容液・乳

液・洗顔クリームが順調に販売を伸ばすことができました。その結果、国内での販売は前期実績を上回ることがで

きました。 

 一方、海外での販売は、マスカラは前期実績に及ばなかったものの、当社の高い技術力が評価されたことが奏功

し海外化粧品企業からの新規受注が獲得できたことから、UV製品・口紅と洗顔クリームは好調に販売を伸ばすこと

ができました。 

 これらの結果、当連結会計年度における成績は、売上高6,080百万円（前期比2.3％増）、営業利益969百万円

（同27.9％増）となりました。 

  

（医薬品その他事業） 

 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）でおこなっている

医薬品その他の販売は、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

が続いております。衛生製品全般と薬用歯磨きの売上の落ち込みを、口腔洗浄剤等の新規受注と水虫治療薬の売上

増による巻き返しを図ってまいりましたが、 終的には、衛生製品を含む医薬品その他事業全体の売上は前期実績

を下回る結果となりました。 

 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。 

 これらの結果、当連結会計年度における成績は、売上高584百万円（前期比8.0％減）、営業利益4百万円（前期

は38百万円の営業損失）となりました。 

  

所在地別セグメントの業績は、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きましたが、円高の進行や海外経済の減速による輸出の鈍化、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売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、UV製品をはじめとするスキンケア化粧品と口紅類の販売が

順調に伸び、前期実績を上回ることができました。利益面でも、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、前期実績を上回る利益を確保することができました。 

１．経営成績
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 これらの結果、当連結会計年度における成績は、売上高5,763百万円（前期比3.0％増）、営業利益994百万円

（同29.9％増）となりました。 

  

（仏国） 

 欧州経済は、ギリシャ問題に端を発した南欧債務問題に起因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、依然として景気の先行きは不透明感が払拭できない状況が続いております。 

 このような厳しい事業環境のなか、テプニエ社では新規顧客からの受注獲得に努め、洗顔クリームの販売を伸ば

しましたが、マスカラの販売が前期実績を下回ったことが影響し、化粧品事業は依然苦戦を余儀なくされておりま

す。 

 また、医薬品その他事業も、水虫治療薬の売上が一部回復したものの、前期実績を上回るほどの勢いには至りま

せんでした。 

 これらの結果、当連結会計年度における成績は、売上高933百万円（前期比10.3％減）、営業損失25百万円（前

期は50百万円の営業損失）となりました。 

  

（次期見通しについて） 

 次期見通しにつきましては、未曾有の東日本大震災と原発事故により先行き不透明な事業環境が予想されます

が、当社としては、引き続き、グループ一丸となって、新規顧客開拓や新製品獲得のためのグローバルな提案型営

業に注力するとともに、事業構造改革プロジェクトSTEP-UP80のもとで利益体質改善のための諸施策を強力に推し

進めていく方針であります。通期連結業績見通しといたしましては、売上高6,921百万円、営業利益509百万円、経

常利益434百万円、当期純利益204百万円を予想しております。 

 ただし、上記業績見通しは、東日本大震災と原発事故発生前に策定したものであり、現時点ではこれらの要因が

次期業績に与える影響につきましては予測が困難であることから、業績予想には反映いたしておりません。後日、

次期業績予想への影響が判明次第開示いたします。 

  

(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

 当連結会計年度末における流動資産の残高は、3,581百万円（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79百万円増加いたしました。これは主に現金及び預金が360百万円増加し、受取手形及び売掛金

が300百万円減少したことによるものであります。 

（固定資産） 

 当連結会計年度末における固定資産の残高は、3,420百万円（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450百万円減少いたしました。これは主に有形固定資産が168百万円、繰延税金資産が273百万円

減少したことによるものであります。 

（流動負債） 

 当連結会計年度末における流動負債の残高は、3,669百万円（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339百万円減少いたしました。これは主に短期借入金が331百万円、その他流動負債が75百万円減

少し、１年内償還予定の社債が33百万円、未払金が51百万円増加したことによるものであります。 

（固定負債） 

 当連結会計年度末における固定負債の残高は、1,986百万円（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77百万円増加いたしました。これは主に長期借入金が130百万円増加し、社債が33百万円、退職

給付引当金が15百万円減少したことによるものであります。 

（純資産） 

 当連結会計年度末における純資産の残高は、1,345百万円（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109百万円減少いたしました。これは主に当期純利益53百万円による増加があったものの、前期の

配当金の支払により利益剰余金が43百万円、為替換算調整勘定が121百万円減少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19.2％（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 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は741百万円となり、前連結会計年度末

に比べ430百万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、843百万円（前連結会計年度は130百万円の支出）となりました。これは主に税

金等調整前当期純利益312百万円、減価償却費286百万円、売上債権の減少額240百万円等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、114百万円（前連結会計年度は63百万円の支出）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換え179百万円に対して、定期預金のうち70百万円を担保解除して現金同

等物に含め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、293百万円（前連結会計年度は45百万円の収入）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、社債の発行による収入97百万円に対して、短期借入金の純減少額157百万円、長

期借入金の返済による支出1,333百万円、社債の償還による支出100百万円、配当金の支払額42百万円、リース債務

の返済による支出26百万円等によるものであります。 

   

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

（注）１．自己資本比率：自己資本／総資産 

２．時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

３．キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

４．インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

※ 平成20年２月期及び平成22年２月期につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため、

キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオの表示はしておりません。 

  

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主への利益還元を経営の重要課題として認識しており、安定した配当を継続して実施することを基本と

して業績の伸展状況に応じて利益配分を行なってまいります。 

 また、内部留保資金につきましては、生産設備増強、生産効率向上ならびに製品開発力強化のための設備投資を中

心に活用し、事業の拡大に努めてまいります。 

 当期の配当につきましては、１株当たり10円を予定しております。 

 次期の配当につきましては、引き続き上記方針に基づき実施する予定であり、１株当たり年間配当10円を予定して

おります。 

  

 近の有価証券報告書（平成22年５月28日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状

況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 

  

  平成19年２月期 平成20年２月期 平成21年２月期 平成22年２月期 平成23年２月期

自己資本比率（％）  28.1  21.4  19.5  19.7  19.2

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 23.7  22.7  10.4  11.4  19.4

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（年）  
 6.5  －  25.4  －  4.4

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
 5.7  －  1.4  －  7.3

２．企業集団の状況
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(1) 会社の経営の基本方針 

 当社は、「美しさと健康を創りだすことで生活・文化の向上に貢献する」を企業理念とし、化粧品・医薬品・医薬

部外品の開発や製造を通して社会の信頼に応えていくとともに、株主の皆様への利益還元を図るため、収益力の向

上、企業価値の増大に努めてまいります。 

 また、当社グループ（当社および連結子会社、以下同じ）は、自社ブランドを持たない化粧品、医薬品等のOEM専

門メーカーとして、高度な専門技術と豊富な情報力に裏打ちされた高品質で信頼性の高い製品の供給を目指してお

り、お客様の良きパートナーとして、企画提案をはじめ研究開発から完成品製造まで一貫して受託できる体制を構築

しております。 

   

(2) 目標とする経営指標 

 当社グループは、収益力の向上と財務体質の強化を経営目標の 重要課題としております。競争力のある研究開発

力と技術力をベースとした収益性の高い効率経営をめざし、売上高経常利益率および自己資本比率を高めてまいりた

いと考えております。 

  

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループでは、長年培ってきた化粧品開発技術をベースに高付加価値製品の開発に注力するとともに、国内市

場・海外市場をターゲットとしたグローバルな営業活動を展開してまいります。 

 コストの削減と売上の拡大に努め、グループ一丸となって利益体質への転換を図るとともに、中長期にわたる成長

に向けた事業構造改革を推進してまいります。 

 海外子会社における化粧品事業については、当社グループの海外戦略拠点として、技術面、研究開発面ならびに営

業面にわたる磐石なバックアップのもとで、さらなる事業基盤の強化・拡大を目指してまいります。 

  

(4) 会社の対処すべき課題 

 世界経済はアジア新興国を中心とした景気回復を背景に緩やかな回復局面を迎えておりますが、国内化粧品市場

は、長期化する個人消費マインドの冷え込みにより依然として厳しい市場環境下にあります。特に、平成23年３月に

発生しました未曾有の規模の東日本大震災と原発事故は、現時点では予測は難しいものの国内外の経済活動に大きな

影響をもたらすものと認識しております。 

 こうした厳しい事業環境ではありますが、当社グループとしては、中長期的な経営戦略に基づき、コストの削減や

売上の拡大により継続的・安定的に利益を生み出せる筋肉質な収益構造を構築していくことが喫緊の課題でありま

す。 

 具体的には、以下の点を重要課題として捉え、これらを具体的施策に落とし込んだうえ、積極果敢にチャレンジし

企業価値の向上を図ってまいります。 

・  短期的収益改善策の立案と実行 

・  中長期的成長戦略の企画立案 

・  コスト削減によるローコスト・オペレーションの実現 

・  化粧品部門のグローバル営業体制の強化 

・  技術力・研究開発力を活用した新製品の開発と販路の拡大 

・  子会社一体運営によるグループシナジーの強化 

・  品質保証体制の維持 

・  内部統制システム・コンプライアンスの一層の強化 

  

３．経営方針

㈱日本色材工業研究所（4920）平成23年２月期　決算短信〔日本基準〕（連結）

- 6 -



(5) その他、会社の経営上重要な事項 

 当社グループにおける訴訟の状況は、以下のとおりであります。 

 当社フランス子会社であるテプニエ社は、平成23年２月４日付(現地時間)で、SUNSTAR FRANCE S.A.S.(以下、サン

スターフランス社という)より、損害賠償請求訴訟の提起を受け、現在、パリ商事裁判所で係争中であります。 

 テプニエ社は、サンスターフランス社より、医薬品（口腔洗浄剤）の製造を長年にわたり受託しておりましたが、

平成19年８月、当該口腔洗浄剤容器内に、原因不明の結晶化現象が発見されたことから、同年９月より生産を停止

し、両社協議のうえで、早期生産再開に向け、結晶化の原因を調査してまいりましたが原因を特定することができま

せんでした。その後、サンスターフランス社は、平成20年１月にパリ商事裁判所に対し同裁判所が任命する鑑定人に

よる「原因究明委員会」の開催を要請し、関係当事者により結晶化の原因究明にあたってまいりました。鑑定人は、

平成22年11月にパリ商事裁判所に対し、結晶化を誘発させた潜在的な原因の一つはテプニエ社にあるとする鑑定人意

見書を提出いたしました。これに対しテプニエ社は、「鑑定人の鑑定意見は、化学的な裏づけや実証に基づいた論理

的な意見とは言えず、これをもって結晶化の原因がテプニエ社にあると特定することは到底認められない」という趣

旨のフランス化学界の専門家による意見書を添え、反論書を鑑定人に提出しております。 

 このような経緯を背景に、サンスターフランス社は、結晶化発生以降、他社での生産再開までに被ったとする損害

について、同社を原告、テプニエ社を被告とする訴訟(損害賠償請求金額8,586,163ユーロと訴訟費用等の負担等)の

申し立てをパリ商事裁判所に提起したものであります。 

 テプニエ社としては、原告の主張及び損害賠償請求金額について、根拠が乏しく、認められないものと判断してお

り、裁判においてテプニエ社の正当性を主張して争う方針であります。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  569,559 ※1  929,868

受取手形及び売掛金 ※1，2  1,892,726 ※1  1,592,685

商品及び製品 443,431 433,852

仕掛品 40,520 48,654

原材料及び貯蔵品 379,146 375,147

繰延税金資産 80,692 106,138

その他 97,171 95,904

貸倒引当金 △624 △543

流動資産合計 3,502,624 3,581,708

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,430,532 4,385,672

減価償却累計額 △3,085,532 △3,143,264

建物及び構築物（純額） ※1  1,344,999 ※1  1,242,408

機械装置及び運搬具 2,577,348 2,467,925

減価償却累計額 △2,193,200 △2,131,982

機械装置及び運搬具（純額） 384,147 335,943

工具、器具及び備品 560,002 533,524

減価償却累計額 △501,653 △489,708

工具、器具及び備品（純額） 58,348 43,815

土地 ※1  1,328,760 ※1  1,326,477

建設仮勘定 1,125 －

有形固定資産合計 3,117,380 2,948,644

無形固定資産 202,862 200,991

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  171,662 ※1  167,345

繰延税金資産 276,916 3,433

その他 158,442 145,116

貸倒引当金 △56,782 △45,363

投資その他の資産合計 550,238 270,531

固定資産合計 3,870,481 3,420,168

資産合計 7,373,106 7,001,876
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(平成23年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,015,852 975,721

短期借入金 ※1  2,217,792 ※1  1,885,855

1年内償還予定の社債 100,000 133,400

未払金 269,210 320,903

未払法人税等 15,806 40,711

偶発損失引当金 3,193 2,158

その他 ※1  386,686 ※1  310,732

流動負債合計 4,008,541 3,669,482

固定負債   

社債 350,000 316,600

長期借入金 ※1  1,208,911 ※1  1,339,863

退職給付引当金 117,821 102,241

役員退職慰労引当金 172,910 172,910

その他 59,842 55,171

固定負債合計 1,909,486 1,986,786

負債合計 5,918,028 5,656,268

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 79,968 90,698

自己株式 △1,436 △2,084

株主資本合計 1,413,135 1,423,218

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 22,832 18,033

繰延ヘッジ損益 △10,410 △3,901

為替換算調整勘定 29,520 △91,742

評価・換算差額等合計 41,942 △77,610

純資産合計 1,455,078 1,345,607

負債純資産合計 7,373,106 7,001,876
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

売上高 6,579,989 6,664,354

売上原価 ※2  5,418,364 ※2  5,310,776

売上総利益 1,161,625 1,353,578

販売費及び一般管理費 ※1  917,071 ※1  950,517

営業利益 244,553 403,061

営業外収益   

受取利息 791 361

受取配当金 5,213 5,413

受取家賃 3,546 3,031

投資有価証券割当益 － 3,531

その他 14,408 9,148

営業外収益合計 23,959 21,485

営業外費用   

支払利息 114,870 103,008

社債発行費 9,500 2,159

支払手数料 3,000 2,000

その他 7,235 11,416

営業外費用合計 134,606 118,584

経常利益 133,907 305,962

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,728 81

過年度固定資産除却損修正益 2,469 －

特別退職金戻入額 15,582 －

在外子会社過年度職業税還付 － 10,396

特別利益合計 20,780 10,477

特別損失   

固定資産除却損 ※3  11,453 ※3  3,623

投資有価証券評価損 992 －

たな卸資産評価損 38,295 －

その他 2,168 －

特別損失合計 52,909 3,623

税金等調整前当期純利益 101,777 312,816

法人税、住民税及び事業税 10,599 33,706

過年度法人税等戻入額 － △21,321

法人税等調整額 40,971 246,543

法人税等合計 51,570 258,927

当期純利益 50,206 53,888
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 552,749 552,749

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 552,749 552,749

資本剰余金   

前期末残高 862,847 781,854

当期変動額   

資本準備金の取崩 △80,992 －

当期変動額合計 △80,992 －

当期末残高 781,854 781,854

利益剰余金   

前期末残高 △51,230 79,968

当期変動額   

資本準備金の取崩 80,992 －

剰余金の配当 － △43,158

当期純利益 50,206 53,888

当期変動額合計 131,198 10,730

当期末残高 79,968 90,698

自己株式   

前期末残高 △1,436 △1,436

当期変動額   

自己株式の取得 － △647

当期変動額合計 － △647

当期末残高 △1,436 △2,084

株主資本合計   

前期末残高 1,362,928 1,413,135

当期変動額   

資本準備金の取崩 － －

剰余金の配当 － △43,158

当期純利益 50,206 53,888

自己株式の取得 － △647

当期変動額合計 50,206 10,082

当期末残高 1,413,135 1,423,218
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 5,138 22,832

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 17,693 △4,798

当期変動額合計 17,693 △4,798

当期末残高 22,832 18,033

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △20,842 △10,410

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 10,431 6,508

当期変動額合計 10,431 6,508

当期末残高 △10,410 △3,901

為替換算調整勘定   

前期末残高 9,645 29,520

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 19,875 △121,263

当期変動額合計 19,875 △121,263

当期末残高 29,520 △91,742

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △6,057 41,942

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 48,000 △119,552

当期変動額合計 48,000 △119,552

当期末残高 41,942 △77,610

純資産合計   

前期末残高 1,356,871 1,455,078

当期変動額   

資本準備金の取崩 － －

剰余金の配当 － △43,158

当期純利益 50,206 53,888

自己株式の取得 － △647

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 48,000 △119,552

当期変動額合計 98,206 △109,470

当期末残高 1,455,078 1,345,607
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 101,777 312,816

減価償却費 318,779 286,000

偶発損失引当金の増減額（△は減少） △8,837 △491

退職給付引当金の増減額（△は減少） △17,875 △1,645

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） △7,120 △1,222

受取利息及び受取配当金 △6,004 △5,774

支払利息 114,870 103,008

社債発行費 9,500 2,159

投資有価証券評価損益（△は益） 992 －

投資有価証券割当益 － △3,531

有形固定資産除却損 11,453 3,623

売上債権の増減額（△は増加） △834,428 240,705

たな卸資産の増減額（△は増加） 49,621 △17,631

仕入債務の増減額（△は減少） 241,406 △18,538

未払消費税等の増減額（△は減少） 55,283 △29,626

その他の流動負債の増減額（△は減少） △19,069 70,674

その他 25,696 26,237

小計 △6,593 966,764

利息及び配当金の受取額 6,179 5,963

利息の支払額 △130,718 △115,909

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 596 △13,375

営業活動によるキャッシュ・フロー △130,536 843,443

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 △302,500 △327,500

定期預金の払戻による収入 302,500 397,500

有形固定資産の取得による支出 △56,489 △179,167

無形固定資産の取得による支出 △6,834 △5,421

その他 － 105

投資活動によるキャッシュ・フロー △63,323 △114,483
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

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） 177,800 △157,800

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 △1,030,345 △1,333,185

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 － △647

配当金の支払額 － △42,695

リース債務の返済による支出 △29,081 △26,391

その他 126,433 △20,656

財務活動によるキャッシュ・フロー 45,306 △293,536

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,871 △4,928

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △146,683 430,494

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期末残高 ※  310,835 ※  741,330

㈱日本色材工業研究所（4920）平成23年２月期　決算短信〔日本基準〕（連結）

- 14 -



該当事項はありません。 

１）会計処理基準に関する事項 

（1）重要な引当金の計上基準 

退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計

上しております。 

 数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。 

  

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）」（企業会計基準第19号 平成

20年７月31日）を適用しております。 

 なお、これによる損益への影響はありません。 

  

 なお、上記以外は、 近の有価証券報告書（平成22年５月28日提出）における記載から重要な変更がないた

め、開示を省略しております。  

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
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（７）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
（平成23年２月28日） 

※１．担保の状況 

(1）担保に供している資産は次のとおりであります。

※１．担保の状況 

(1）担保に供している資産は次のとおりであります。

現金及び預金 千円252,500

受取手形及び売掛金  128,566

建物及び構築物  785,380

土地  1,255,164

投資有価証券  124,245

計  2,545,856

現金及び預金 千円182,500

受取手形及び売掛金  86,057

建物及び構築物  807,102

土地  1,255,164

投資有価証券  108,705

計  2,439,529

(2）上記に対応する債務は次のとおりであります。 (2）上記に対応する債務は次のとおりであります。 

※在外連結子会社の売掛債権のファクタリング

に伴い生じた負債であります。 

短期借入金 千円804,780

長期借入金  273,486

その他（流動負債）※  128,566

計  1,206,833

※在外連結子会社の売掛債権のファクタリング

に伴い生じた負債であります。 

短期借入金 千円1,247,550

長期借入金  913,573

その他（流動負債）※  86,057

計  2,247,180

※２．連結会計年度末日満期手形 

 連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理をしております。なお、

当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、

次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高

に含まれております。 

受取手形 千円58,453

 ２．       ────── 
   

 ３．シンジケーション方式によるタームローン契約 

 平成17年９月30日契約、平成18年９月29日契約及び

平成19年９月28日契約のシンジケーション方式による

タームローン契約につきましては、下記の財務制限条

項が付されております。 

 ３．シンジケーション方式によるタームローン契約 

 平成18年９月29日契約及び平成19年９月28日契約の

シンジケーション方式によるタームローン契約につき

ましては、下記の財務制限条項が付されております。

①各年度の決算期の末日における貸借対照表（連

結・単体ベースの両方）の純資産の部の金額を契

約締結日の直前会計期間末日における純資産の部

の金額の80％以上に維持すること（但し、北茨城

の物件に関する減損会計にもとづく損失控除額は

組み戻すものとする）。 

①各年度の決算期の末日における貸借対照表（連

結・単体ベースの両方）の純資産の部の金額を契

約締結日の直前会計期間末日における純資産の部

の金額の ％以上に維持すること（但し、北茨城

の物件に関する減損会計にもとづく損失控除額は

組み戻すものとする）。 

80

②各年度の決算期における損益計算書（連結・単体

ベースの両方）の経常損益につき、２期連続して

損失を計上しないこと。 

②各年度の決算期における損益計算書（連結・単体

ベースの両方）の経常損益につき、２期連続して

損失を計上しないこと。 
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前連結会計年度 
（平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
（平成23年２月28日） 

 ４．       ────── 
   

  

 ４．偶発債務 

 当社が100％出資するフランス子会社THEPENIER 

PHARMA INDUSTRIE S.A.S.（以下、「テプニエ社」と

いう）は、SUNSTAR FRANCE S.A.S.（以下、「サンス

ターフランス社」という）から、平成19年８月に発生

した口腔洗浄剤製品の結晶化現象に関して、平成23年

２月にパリ商事裁判所に損害賠償請求額 千円

（8,586,163ユーロ）と訴訟費用等を求める訴訟の提

起を受けました。 

 テプニエ社といたしましては、サンスターフランス

社の当該訴訟が化学的な裏づけと実証に基づいた論理

的な証拠に基づくものではないものと考えており、裁

判においてテプニエ社の正当性を主張して争っていく

方針です。なお、この訴訟の結果につきましては、現

時点で予測することはできません。  

962,852

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次

のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次

のとおりであります。 

役員報酬 千円134,449

給与手当  212,233

従業員賞与  58,741

退職給付費用  17,816

減価償却費  19,296

支払手数料  111,681

貸倒引当金繰入額  3,224

役員報酬 千円146,268

給与手当  210,723

従業員賞与  66,809

退職給付費用  18,294

減価償却費  12,459

支払手数料  164,073

※２．研究開発費の総額 千円417,861 ※２．研究開発費の総額 千円438,898

※３．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※３．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具 千円8,489

工具、器具及び備品  2,963

計  11,453

機械装置及び運搬具 千円3,396

工具、器具及び備品  226

計  3,623
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前連結会計年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  該当事項はありません。 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

当連結会計年度（自 平成22年３月１日 至 平成23年２月28日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加2,875株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  4,318,444  －  －  4,318,444

合計  4,318,444  －  －  4,318,444

自己株式         

普通株式  2,599  －  －  2,599

合計  2,599  －  －  2,599

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成22年５月27日 

定時株主総会 
普通株式 43,158 利益剰余金 10 平成22年２月28日 平成22年５月28日

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  4,318,444  －  －  4,318,444

合計  4,318,444  －  －  4,318,444

自己株式         

普通株式  2,599  2,875  －  5,474

合計  2,599  2,875  －  5,474

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額（円） 

基準日 効力発生日

平成22年５月27日 

定時株主総会 
普通株式  43,158 10 平成22年２月28日 平成22年５月28日 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成23年５月24日 

定時株主総会 
普通株式       43,129 利益剰余金   10 平成23年２月28日 平成23年５月25日

㈱日本色材工業研究所（4920）平成23年２月期　決算短信〔日本基準〕（連結）

- 18 -



（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 千円569,559

預入期間が３ヵ月を超える定期預金  △257,500

別段預金  △1,223

現金及び現金同等物  310,835

現金及び預金勘定 千円929,868

預入期間が３ヵ月を超える定期預金  △187,500

別段預金  △1,038

現金及び現金同等物  741,330
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前連結会計年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28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．営業費用のうち「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は474,823千円であり、その主な

ものは当社の総務部門、経理部門等管理部門に係る費用です。 

４．資産のうち「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の金額は1,342,731千円であり、その主なものは当社

での余資運用資金（現金及び預金と有価証券）、工場用土地及び管理部門に係る固定資産等です。 

５．会計方針の変更  

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 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、当連結会計年度より「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。これにより従来と比較して、当連結会計年度

の営業費用は化粧品事業が36,133千円増加し、営業利益は同額減少しております。 

６．追加情報  

 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、当連結会計年度より８年に変更しており

ます。これにより従来と比較して、当連結会計年度の営業費用は化粧品事業が10,259千円増加し、営業利益

は同額減少しております。 

（セグメント情報）

ａ．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）

Ⅰ．売上高及び営業損益           

売上高           

(1) 外部顧客に対する売上高  5,945,269  634,720  6,579,989  －  6,579,989

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  5,945,269  634,720  6,579,989  －  6,579,989

営業費用  5,187,418  673,193  5,860,612  474,823  6,335,435

営業利益又は損失（△は損

失） 
 757,851  △38,473  719,377 (474,823)  244,553

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的

支出 
          

資産  5,391,778  638,596  6,030,374  1,342,731  7,373,106

減価償却費  251,951  61,812  313,764  5,015  318,779

資本的支出  63,144  8,254  71,398  122  71,520
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当連結会計年度（自 平成22年３月１日 至 平成23年２月28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、マスカラ、チーク、口紅、リップクリーム、美容

乳液、UVクリーム等 

(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．営業費用のうち「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 千円であり、その主な

ものは当社の総務部門、経理部門等管理部門に係る費用です。 

４．資産のうち「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の金額は 千円であり、その主なものは当社

での余資運用資金（現金及び預金と有価証券）、工場用土地及び管理部門に係る固定資産等です。 

  
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）

Ⅰ．売上高及び営業損益           

売上高           

(1) 外部顧客に対する売上高  6,080,159  584,195  6,664,354  －  6,664,354

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  6,080,159  584,195  6,664,354  －  6,664,354

営業費用  5,110,597  580,013  5,690,611  570,682  6,261,293

営業利益  969,561  4,181  973,743 (570,682)  403,061

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的

支出 
          

資産  5,010,938  530,266  5,541,204  1,460,672  7,001,876

減価償却費  229,083  46,530  275,613  10,386  286,000

資本的支出  148,909  46,309  195,219  35,222  230,442

570,682

1,460,672
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前連結会計年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28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．営業費用のうち「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は474,823千円であり、その主な

ものは当社の総務部門、経理部門等管理部門に係る費用です。 

３．資産のうち「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の金額は1,342,731千円であり、その主なものは当社

での余資運用資金（現金及び預金と有価証券）、工場用土地及び管理部門に係る固定資産等です。 

４．会計方針の変更  

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 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、当連結会計年度より「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。これにより従来と比較して、当連結会計年度

の営業費用は日本が36,133千円増加し、営業利益は同額減少しております。 

５．追加情報  

 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、当連結会計年度より８年に変更しており

ます。これにより従来と比較して、当連結会計年度の営業費用は日本が10,259千円増加し、営業利益は同額

減少しております。 

ｂ．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）

Ⅰ．売上高及び営業損益           

売上高           

(1) 外部顧客に対する売上高  5,539,591  1,040,398  6,579,989  －  6,579,989

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 57,573  －  57,573 (57,573)  －

計  5,597,165  1,040,398  6,637,563 (57,573)  6,579,989

営業費用  4,831,384  1,091,085  5,922,469  412,965  6,335,435

営業利益又は損失（△は損

失） 
 765,781  △50,687  715,093 (470,539)  244,553

Ⅱ．資産  4,870,879  1,169,100  6,039,980  1,333,125  7,373,106
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当連結会計年度（自 平成22年３月１日 至 平成23年２月28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．営業費用のうち「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 千円であり、その主な

ものは当社の総務部門、経理部門等管理部門に係る費用です。 

３．資産のうち「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の金額は 千円であり、その主なものは当社

での余資運用資金（現金及び預金と有価証券）、工場用土地及び管理部門に係る固定資産等です。 

前連結会計年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28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、スイス、オランダ、ポーランド 

(2）その他の地域：北米、台湾、韓国、香港、マレーシア、中国 

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。 

当連結会計年度（自 平成22年３月１日 至 平成23年２月28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、オランダ 

(2）その他の地域：北米、台湾、韓国、香港、マレーシア、中国 

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）

Ⅰ．売上高及び営業損益           

売上高           

(1) 外部顧客に対する売上高  5,731,021  933,333  6,664,354  －  6,664,354

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 32,539  －  32,539 (32,539)  －

計  5,763,560  933,333  6,696,894 (32,539)  6,664,354

営業費用  4,768,673  959,179  5,727,853  533,439  6,261,293

営業利益又は損失（△は損

失） 
 994,887  △25,846  969,040 (565,979)  403,061

Ⅱ．資産  4,594,539  949,939  5,544,478  1,457,398  7,001,876

570,682

1,460,672

ｃ．海外売上高

  欧州 その他の地域 計

Ⅰ．海外売上高（千円）  1,053,415  195,974  1,249,390

Ⅱ．連結売上高（千円）  －  －  6,579,989

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  16.0  3.0  19.0

  欧州 その他の地域 計

Ⅰ．海外売上高（千円）  1,026,267  323,708  1,349,975

Ⅱ．連結売上高（千円）  －  －  6,664,354

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  15.4  4.9  20.3
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 （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 該当事項はありません。 

  

 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オ

プション等、企業結合等、賃貸借不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと

考えられるため開示を省略しております。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日） 

１株当たり純資産額 円 銭 337 15

１株当たり当期純利益金額 円 銭 11 63

１株当たり純資産額 円 銭 311 99

１株当たり当期純利益金額 円 銭 12 49

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

同左 

  
前連結会計年度

(自 平成21年３月１日 
至 平成22年２月28日) 

当連結会計年度
(自 平成22年３月１日 
至 平成23年２月28日) 

当期純利益（千円）  50,206  53,888

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  50,206  53,888

期中平均株式数（株）  4,315,845  4,314,252

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年２月28日) 

当事業年度 
(平成23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 560,520 883,953

受取手形 394,901 285,725

売掛金 1,159,544 1,077,476

商品及び製品 412,288 405,446

仕掛品 40,482 48,654

原材料及び貯蔵品 287,173 303,871

前払費用 24,972 22,105

繰延税金資産 78,769 105,706

未収入金 12,812 6,042

その他 4,768 6,413

貸倒引当金 △626 △547

流動資産合計 2,975,606 3,144,847

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,544,830 3,655,984

減価償却累計額 △2,717,535 △2,811,807

建物（純額） 827,294 844,177

構築物 22,736 22,736

減価償却累計額 △16,276 △17,074

構築物（純額） 6,460 5,661

機械及び装置 2,034,031 1,981,558

減価償却累計額 △1,720,523 △1,729,003

機械及び装置（純額） 313,508 252,554

車両運搬具 36,264 36,051

減価償却累計額 △33,911 △23,711

車両運搬具（純額） 2,353 12,339

工具、器具及び備品 389,961 391,627

減価償却累計額 △355,305 △364,910

工具、器具及び備品（純額） 34,656 26,716

土地 1,316,260 1,316,260

建設仮勘定 1,125 －

有形固定資産合計 2,501,658 2,457,710

無形固定資産   

借地権 175,037 175,037

その他 21,607 23,496

無形固定資産合計 196,644 198,533
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年２月28日) 

当事業年度 
(平成23年２月28日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 171,662 167,345

関係会社株式 632,633 632,633

出資金 29,100 29,100

長期前払費用 7,479 5,395

会員権 14,500 14,500

保険積立金 16,561 17,849

繰延税金資産 276,916 3,433

その他 28,280 27,361

投資その他の資産合計 1,177,133 897,619

固定資産合計 3,875,437 3,553,863

資産合計 6,851,043 6,698,711

負債の部   

流動負債   

支払手形 597,543 692,897

買掛金 281,824 218,938

短期借入金 1,027,800 870,000

1年内返済予定の長期借入金 1,189,992 1,015,855

1年内償還予定の社債 100,000 133,400

未払金 248,734 271,148

未払費用 91,555 78,017

未払法人税等 15,806 40,711

未払消費税等 42,793 17,623

前受金 － 2,850

預り金 8,717 9,435

設備関係支払手形 6,195 24,958

リース債務 － 2,911

その他 2,620 3,130

流動負債合計 3,613,582 3,381,877

固定負債   

社債 350,000 316,600

長期借入金 1,208,911 1,339,863

長期預り保証金 5,000 5,000

退職給付引当金 47,240 32,224

役員退職慰労引当金 172,910 172,910

リース債務 － 8,735

その他 24,643 8,553

固定負債合計 1,808,705 1,883,887

負債合計 5,422,287 5,265,765
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年２月28日) 

当事業年度 
(平成23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   

資本準備金 781,854 781,854

資本剰余金合計 781,854 781,854

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 83,166 86,295

利益剰余金合計 83,166 86,295

自己株式 △1,436 △2,084

株主資本合計 1,416,333 1,418,814

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 22,832 18,033

繰延ヘッジ損益 △10,410 △3,901

評価・換算差額等合計 12,421 14,131

純資産合計 1,428,755 1,432,946

負債純資産合計 6,851,043 6,698,711
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

売上高   

製品売上高 5,542,361 5,619,005

役務収益 54,804 144,555

売上高合計 5,597,165 5,763,560

売上原価   

製品期首たな卸高 123,291 121,294

当期製品製造原価 4,574,069 4,528,584

合計 4,697,361 4,649,878

他勘定振替高 4,123 1,903

製品期末たな卸高 121,294 125,163

製品売上原価 4,571,943 4,522,811

売上総利益 1,025,221 1,240,749

販売費及び一般管理費 737,243 816,544

営業利益 287,978 424,204

営業外収益   

受取利息 791 328

受取配当金 5,213 5,413

受取家賃 3,546 3,031

投資有価証券割当益 － 3,531

その他 13,754 9,200

営業外収益合計 23,305 21,505

営業外費用   

支払利息 105,870 95,925

社債利息 5,930 5,020

支払手数料 3,000 2,000

為替差損 186 1,679

社債発行費 9,500 2,159

その他 6,652 4,370

営業外費用合計 131,140 111,156

経常利益 180,143 334,553

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,728 79

過年度固定資産除却損修正益 2,469 －

特別利益合計 5,198 79

特別損失   

固定資産除却損 11,453 3,518

投資有価証券評価損 992 －

たな卸資産評価損 38,295 －

特別損失合計 50,741 3,518

税引前当期純利益 134,600 331,113

法人税、住民税及び事業税 10,599 39,773

法人税等調整額 40,834 245,052

法人税等合計 51,434 284,826

当期純利益 83,166 46,287
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 552,749 552,749

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 552,749 552,749

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 862,847 781,854

当期変動額   

資本準備金の取崩 △80,992 －

当期変動額合計 △80,992 －

当期末残高 781,854 781,854

資本剰余金合計   

前期末残高 862,847 781,854

当期変動額   

資本準備金の取崩 △80,992 －

当期変動額合計 △80,992 －

当期末残高 781,854 781,854

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △80,992 83,166

当期変動額   

資本準備金の取崩 80,992 －

剰余金の配当 － △43,158

当期純利益 83,166 46,287

当期変動額合計 164,158 3,128

当期末残高 83,166 86,295

利益剰余金合計   

前期末残高 △80,992 83,166

当期変動額   

資本準備金の取崩 80,992 －

剰余金の配当 － △43,158

当期純利益 83,166 46,287

当期変動額合計 164,158 3,128

当期末残高 83,166 86,295

自己株式   

前期末残高 △1,436 △1,436

当期変動額   

自己株式の取得 － △647

当期変動額合計 － △647

当期末残高 △1,436 △2,084
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

株主資本合計   

前期末残高 1,333,167 1,416,333

当期変動額   

資本準備金の取崩 － －

剰余金の配当 － △43,158

当期純利益 83,166 46,287

自己株式の取得 － △647

当期変動額合計 83,166 2,480

当期末残高 1,416,333 1,418,814

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 5,138 22,832

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 17,693 △4,798

当期変動額合計 17,693 △4,798

当期末残高 22,832 18,033

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △20,842 △10,410

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 10,431 6,508

当期変動額合計 10,431 6,508

当期末残高 △10,410 △3,901

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △15,703 12,421

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 28,124 1,710

当期変動額合計 28,124 1,710

当期末残高 12,421 14,131

純資産合計   

前期末残高 1,317,464 1,428,755

当期変動額   

資本準備金の取崩 － －

剰余金の配当 － △43,158

当期純利益 83,166 46,287

自己株式の取得 － △647

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 28,124 1,710

当期変動額合計 111,291 4,191

当期末残高 1,428,755 1,432,946
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該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記
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① 代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

② その他の役員の異動 

開示内容が定まった時点で開示いたします。 

６．その他

（１）役員の異動
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