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1.  平成22年2月期第2四半期の連結業績（平成21年2月21日～平成21年8月20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2四半期 5,121 ― 34 ― 56 ― 11 ―
21年2月期第2四半期 5,404 67.8 744 173.7 775 154.2 416 248.7

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2四半期 1.69 ―
21年2月期第2四半期 61.60 ―

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2四半期 15,778 11,909 75.5 1,759.99
21年2月期 17,118 11,881 69.4 1,755.98

（参考） 自己資本   22年2月期第2四半期  11,909百万円 21年2月期  11,881百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
22年2月期 ― 10.00
22年2月期 

（予想）
― 5.00 15.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年2月21日～平成22年2月20日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 8,594 △6.2 283 △73.8 303 △72.9 203 △58.9 30.00
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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  

(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） 

(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.本資料に記載されている業績等の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手しい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。なお、業績予想に関しては、３ページをご参照ください。 
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。 

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2四半期 7,200,000株 21年2月期  7,200,000株
② 期末自己株式数 22年2月期第2四半期  433,440株 21年2月期  433,440株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第2四半期 6,766,560株 21年2月期第2四半期 6,766,640株
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 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、経済対策によるエコカー減税やエコポイント制度により、一部

の製造業には改善の兆しが見受けられたものの、設備投資の落ち込み、欧米経済の持ち直しの遅れによる輸出の伸び

悩み等により、依然として先行きは不透明な状況となっております。 

 このような状況のもと当社グループは、売上高につきましては計画どおりに推移いたしましたが、円高による利益

率の低下、得意先からの高性能機械の要求によるコストの上昇があり、利益に結びつかず非常に厳しいものとなりま

した。 

  以上の結果、当第２四半期連結累計期間の当社グループの売上高は5,121百万円、営業利益は34百万円、経常利益

は56百万円、四半期純利益は11万円となりました。 

  

(1) 財政状態の変動状況 

  当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ1,339百万円減少し15,778百万円とな

りました。受取手形及び売掛金が983百万円、建設仮勘定が195百万円及び投資有価証券が124百万円増加いたしま

したが、仕掛品が1,337百万円、現金及び預金が1,078百万円及び長期預金が100百万円減少いたしました。 

  負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,366百万円減少し3,869百万円となりました。支払手形及び買掛金が757

百万円、前受金が426百万円及び未払法人税等が192百万円減少しております。 

  純資産合計は、前連結会計年度末に比べ27百万円増加し11,909百万円となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

   当第２四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34百万円減少し、1,602百万円となりました。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） 

  当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は953百万円となりました。これは主に、たな

卸資産の減少1,346百万円及び未収消費税等の減少116百万円がありましたが、売上債権の増加983百万円、仕入債

務の減少745百万円、前受金の減少446百万円及び法人税等の支払276百万円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） 

  当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果得られた資金は1,068百万円となりました。これは主に、有

形固定資産の取得による支出188百万円がありましたが、定期預金の純減少額1,143百万円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） 

    当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は167百万円となりました。これは、社債の償

還による支出100百万円及び配当金の支払67百万円によるものであります。 

  

 通期の業績予想につきましては、厳しい市場環境が下半期も継続すると推測され、平成21年４月７日に公表いたし

ました平成22年２月期の通期業績予想(平成21年２月21日～平成22年２月20日)を修正いたします。詳細につきまして

は、本日付公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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

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
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  該当事項はありません。 

  

① 簡便な会計処理 

       たな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正味売却価額を見積り、簿

価切下げを行う方法によっております。 

② 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。  

  

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。 

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用  

 たな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりましたが、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、主として個別法による原価法（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

変更しております。この変更による損益に与える影響はありません。 

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 

 「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）を第１四半期連結会計期間から適用しております。これによる損益に与える影響はありません。 

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

（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
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年８月20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20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,285,248 5,363,341

受取手形及び売掛金 1,958,231 974,963

商品及び製品 6,735 6,730

仕掛品 1,617,609 2,954,983

原材料及び貯蔵品 212,668 199,971

繰延税金資産 134,951 78,695

その他 36,421 171,376

貸倒引当金 △2,100 △5,800

流動資産合計 8,249,767 9,744,263

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,203,189 1,240,482

機械装置及び運搬具（純額） 228,899 245,209

土地 3,388,285 3,388,285

建設仮勘定 622,752 427,346

その他（純額） 58,430 46,336

有形固定資産合計 5,501,558 5,347,659

無形固定資産 140,398 130,341

投資その他の資産   

投資有価証券 559,222 434,838

保険積立金 259,351 269,052

長期預金 1,050,000 1,150,000

その他 18,315 41,981

投資その他の資産合計 1,886,889 1,895,872

固定資産 7,528,845 7,373,873

資産合計 15,778,613 17,118,136

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,749,859 2,507,463

未払法人税等 102,010 294,089

賞与引当金 57,591 90,300

役員賞与引当金 9,200 38,000

未払金 219,010 237,668

前受金 731,879 1,158,309

その他 623,388 531,564

流動負債合計 3,492,939 4,857,395

固定負債   

退職給付引当金 68,818 60,654

長期未払金 292,352 318,150

繰延税金負債 15,392 －

固定負債合計 376,563 378,805

負債合計 3,869,502 5,236,201
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年８月20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20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,888,510 1,888,510

資本剰余金 2,750,330 2,750,330

利益剰余金 8,711,123 8,767,385

自己株式 △459,910 △459,910

株主資本合計 12,890,053 12,946,314

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 159,621 114,181

土地再評価差額金 △1,165,229 △1,165,229

為替換算調整勘定 24,666 △13,330

評価・換算差額等合計 △980,942 △1,064,379

純資産合計 11,909,110 11,881,935

負債純資産合計 15,778,613 17,118,136
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月21日 
 至 平成21年８月20日) 

売上高 5,121,121

売上原価 4,606,918

売上総利益 514,202

販売費及び一般管理費 480,077

営業利益 34,125

営業外収益  

受取利息 7,568

受取配当金 7,209

その他 7,862

営業外収益合計 22,640

営業外費用  

支払利息 107

為替差損 260

その他 92

営業外費用合計 460

経常利益 56,305

特別利益  

固定資産売却益 147

貸倒引当金戻入額 3,700

特別利益合計 3,847

特別損失  

固定資産除却損 1,005

特別損失合計 1,005

税金等調整前四半期純利益 59,147

法人税、住民税及び事業税 96,445

法人税等調整額 △48,701

法人税等合計 47,743

四半期純利益 11,404
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月21日 
 至 平成21年８月20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 59,147

減価償却費 89,020

固定資産売却損益（△は益） △147

固定資産除却損 1,005

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,164

長期未払金の増減額（△は減少） △25,798

賞与引当金の増減額（△は減少） △32,737

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △28,800

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,700

受取利息及び受取配当金 △14,778

支払利息 107

売上債権の増減額（△は増加） △983,051

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,346,998

仕入債務の増減額（△は減少） △745,965

前受金の増減額（△は減少） △446,457

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,026

未収消費税等の増減額（△は増加） 116,000

その他 △36,407

小計 △692,373

利息及び配当金の受取額 16,472

利息の支払額 △560

法人税等の支払額 △276,649

営業活動によるキャッシュ・フロー △953,110

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） 1,143,274

有形固定資産の取得による支出 △188,128

有形固定資産の売却による収入 2,160

無形固定資産の取得による支出 △11,637

投資有価証券の取得による支出 △48,026

保険積立金の積立による支出 △626

保険積立金の解約による収入 10,327

その他 160,950

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,068,293

財務活動によるキャッシュ・フロー  

社債の償還による支出 △100,000

配当金の支払額 △67,665

財務活動によるキャッシュ・フロー △167,665

現金及び現金同等物に係る換算差額 17,663

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △34,818

現金及び現金同等物の期首残高 1,637,163

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,602,345
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 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）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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成20年２月21日 
至 平成20年８月20日） 

区分 金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高        5,404,171  100.0

Ⅱ 売上原価        4,195,590  77.6

売上総利益        1,208,581  22.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費                  

１．広告宣伝費  10,146            

２．旅費交通費  29,329            

３．役員報酬   60,400            

４．給与手当  83,016            

５．賞与引当金繰入額  12,300            

６．役員賞与引当金繰入額  16,800            

７．退職給付費用  2,400            

８．交際費  13,257            

９．保険料    8,067            

10．租税公課   34,733            

11．減価償却費   10,161            

12．研究開発費  14,700            

13．その他  168,828  464,141  8.6

営業利益        744,439  13.8

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  12,976            

２．受取配当金  7,497            

３．その他  16,650  37,123  0.7

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  494            

２．為替差損  5,503            

３．その他  331  6,329  0.1

経常利益        775,233  14.4
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前中間連結会計期間 

（自 平成20年２月21日 
至 平成20年８月20日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅵ 特別利益                  

１．固定資産売却益  1,208  1,208  0.0

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産除却損  64            

２．投資有価証券評価損  15,623  15,687  0.3

税金等調整前中間純利益        760,754  14.1

法人税、住民税及び事業税  335,513            

法人税等調整額  8,434  343,948  6.4

中間純利益        416,805  7.7
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間 

（自 平成20年２月21日 
至 平成20年８月20日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  760,754

減価償却費  87,861

固定資産売却益  △1,208

固定資産除却損  64

投資有価証券評価損  15,623

退職給付引当金の減少額  △351

役員退職慰労引当金の減少額  △352,120

長期未払金の増加額  318,003

賞与引当金の増加額  11,700

役員賞与引当金の減少額  △33,200

貸倒引当金の増加額  290

受取利息及び配当金  △20,473

支払利息  494

売上債権の増加額  △338,214

たな卸資産の減少額  619,818

仕入債務の減少額  △421,928

前受金の減少額  △408,596

未収消費税等の減少額  105,402

その他  17,150

小計  361,069

利息及び配当金の受取額  22,135

利息の支払額  △506

法人税等の支払額  △307,790

営業活動によるキャッシュ・フロー  74,907

㈱瑞光　（6279）　平成22年２月期第２四半期決算短信

-12-



  

  
前中間連結会計期間 

（自 平成20年２月21日 
至 平成20年８月20日） 

区分 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純減少額  1,293,385

有価証券の償還による収入  200,000

有形固定資産の取得による支出  △1,782,673

有形固定資産売却による収入  321,810

無形固定資産の取得による支出  △8,623

投資有価証券の取得による支出  △670

保険積立金の解約による収入  4,471

移転補償金の受取による収入  145,062

その他  723

投資活動によるキャッシュ・フロー  173,486

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

配当金の支払額  △135,332

財務活動によるキャッシュ・フロー  △135,332

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  3,741

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  116,801

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,335,960

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  1,452,762
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