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1.  平成22年2月期第3四半期の連結業績（平成21年2月21日～平成21年11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3四半期 6,899 ― 103 ― 120 ― 100 ―
21年2月期第3四半期 7,468 42.8 1,047 39.9 1,097 39.2 559 38.9

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3四半期 14.85 ―
21年2月期第3四半期 82.67 ―

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3四半期 15,565 11,865 76.2 1,753.52
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3四半期  11,865百万円 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
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

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  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 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3四半期 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3四半期  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3四半期 6,766,560株 21年2月期第3四半期 6,766,638株
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 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、経済対策の効果により消費は一時的に増加し、企業の在庫調整

の進展により一部には改善の兆しが見受けられましたが、デフレ懸念と雇用情勢の悪化による個人消費の低い水準で

の推移、企業の設備投資意欲の減退、円高による輸出企業の収益の悪化等により、依然として厳しい状況が続きまし

た。 

 このような状況のもと当社グループは、標準化、共通化を更に推し進め、徹底した効率化・コストダウンに取り組

んでまいりましたが、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非常に厳

しいものとなりました。 

  以上の結果、当第３四半期連結累計期間の当社グループの売上高は6,899百万円、営業利益は103百万円、 経常利

益は120百万円、四半期純利益は100百万円となりました。 

  

(1) 財政状態の変動状況 

  当第３四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1,552百万円減少し15,565百万円とな

りました。受取手形及び売掛金が1,475百万円、建設仮勘定が172百万円及び投資有価証券が109百万円増加いたし

ましたが、仕掛品が1,379百万円、現金及び預金が1,368百万円及び長期預金が600百万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1,536百万円減少し3,699百万円となりました。支払手形及び買掛金が

1,128百万円、未払法人税等が294百万円及び前受金が130百万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16百万円減少し11,865百万円となりました。 

  

(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、前連結会計年度末に

比べ25百万円減少し、1,611百万円となりました。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３四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1,520百万円となりました。これは主に、た

な卸資産の減少1,350百万円、減価償却費134百万円及び税金等調整前四半期純利益122百万円がありましたが、売

上債権の増加1,477百万円、仕入債務の減少1,103百万円及び法人税等の支払551百万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３四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1,740百万円となりました。これは主に、有

形固定資産の取得による支出303百万円がありましたが、定期預金の純減少額1,943百万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３四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235百万円となりました。これは、配当金の

支払135百万円及び社債の償還による支出100百万円によるものであります。 

  

 当第３四半期の売上高につきましては概ね計画どおりに推移しておりますが、利益面は更なる円高による利益率低

下の懸念もあり、予断を許さない環境が続くものと思われます。 

  なお、現時点では平成21年９月18日発表の通期の連結業績予想を変更しておりません。 

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３四半期連結会計期間末
(平成21年11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 3,994,505 5,363,341

受取手形及び売掛金 2,450,921 974,963

商品及び製品 7,351 6,730

仕掛品 1,575,008 2,954,983

原材料及び貯蔵品 219,660 199,971

繰延税金資産 143,735 78,695

その他 231,041 171,376

貸倒引当金 △2,400 △5,800

流動資産合計 8,619,825 9,744,263

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,170,713 1,240,482

機械装置及び運搬具（純額） 220,703 245,209

土地 3,388,285 3,388,285

建設仮勘定 599,943 427,346

その他（純額） 61,661 46,336

有形固定資産合計 5,441,307 5,347,659

無形固定資産 132,151 130,341

投資その他の資産   

投資有価証券 544,619 434,838

保険積立金 259,581 269,052

長期預金 550,000 1,150,000

その他 17,790 41,981

投資その他の資産合計 1,371,991 1,895,872

固定資産 6,945,450 7,373,873

資産合計 15,565,276 17,118,136

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,379,308 2,507,463

未払法人税等 － 294,089

賞与引当金 101,809 90,300

役員賞与引当金 13,700 38,000

未払金 178,115 237,668

前受金 1,027,468 1,158,309

その他 626,365 531,564

流動負債合計 3,326,766 4,857,395

固定負債   

退職給付引当金 73,107 60,654

長期未払金 292,252 318,150

繰延税金負債 7,868 －

固定負債合計 373,228 378,805

負債合計 3,699,995 5,236,201
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年11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 8,732,552 8,767,385

自己株式 △459,910 △459,910

株主資本合計 12,911,481 12,946,314

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 150,752 114,181

土地再評価差額金 △1,165,229 △1,165,229

為替換算調整勘定 △31,722 △13,330

評価・換算差額等合計 △1,046,200 △1,064,379

純資産合計 11,865,280 11,881,935

負債純資産合計 15,565,276 17,118,136

㈱瑞光　（6279）　平成22年２月期第３四半期決算短信

-6-



（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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月21日 
 至 平成21年11月20日) 

売上高 6,899,869

売上原価 6,059,845

売上総利益 840,024

販売費及び一般管理費 736,695

営業利益 103,328

営業外収益  

受取利息 10,625

受取配当金 11,517

その他 9,976

営業外収益合計 32,119

営業外費用  

支払利息 107

為替差損 13,644

その他 1,362

営業外費用合計 15,114

経常利益 120,333

特別利益  

固定資産売却益 147

貸倒引当金戻入額 3,400

特別利益合計 3,547

特別損失  

固定資産除却損 1,220

特別損失合計 1,220

税金等調整前四半期純利益 122,661

法人税、住民税及び事業税 81,137

法人税等調整額 △58,974

法人税等合計 22,163

四半期純利益 100,498
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月21日 
 至 平成21年11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 122,661

減価償却費 134,027

固定資産売却損益（△は益） △147

固定資産除却損 1,220

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,452

長期未払金の増減額（△は減少） △25,898

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,918

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △24,300

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,400

受取利息及び受取配当金 △22,142

支払利息 107

売上債権の増減額（△は増加） △1,477,587

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,350,484

仕入債務の増減額（△は減少） △1,103,108

前受金の増減額（△は減少） △119,867

未払消費税等の増減額（△は減少） 51,264

未収消費税等の増減額（△は増加） 114,719

その他 △16,437

小計 △994,033

利息及び配当金の受取額 25,893

利息の支払額 △560

法人税等の支払額 △551,607

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,520,307

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） 1,943,142

有形固定資産の取得による支出 △303,572

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 △14,017

投資有価証券の取得による支出 △48,328

保険積立金の積立による支出 △856

保険積立金の解約による収入 10,327

その他 151,465

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,740,321

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 △135,331

財務活動によるキャッシュ・フロー △235,331

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,376

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △25,694

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 1,611,469
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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等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第46期四半期連結累計期間（平成20年２月21日～11月20日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成21年２月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  7,468,075

Ⅱ 売上原価  5,723,185

売上総利益  1,744,890

Ⅲ 販売費及び一般管理費  697,679

営業利益  1,047,210

Ⅳ 営業外収益  54,184

１．受取利息及び配当金  34,550

２．その他  19,634

Ⅴ 営業外費用  4,253

１．支払利息  747

２．為替差損  3,246

３．その他  260

経常利益  1,097,141

Ⅵ 特別利益  1,208

Ⅶ 特別損失  54,869

１．税金等調整前四半期純利益  1,043,481

２．法人税、住民税及び事業税   495,205

３．法人税等調整額  △11,121

四半期純利益  559,397
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前第46期四半期連結累計期間（平成20年2月21日～11月20日） 

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 

（平成21年２月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

１ 税金等調整前四半期純利益  1,043,481

２ 減価償却費   134,360

３ 固定資産除却損  141

４ 投資有価証券評価損  54,728

５ 退職給付引当金の減少額  △1,099

６ 役員退職慰労引当金の減少額  △352,120

７ 長期未払金の増加額  317,920

８ 賞与引当金の増加額  59,700

９ 役員賞与引当金の減少額  △24,800

10 貸倒引当金の増加額  2,620

11 受取利息及び配当金  △34,550

12 支払利息  747

13 売上債権の増加額  △278,918

14 たな卸資産の増加額  △437,335

15 仕入債務の増加額  405,490

16 前受金の増加額  131,245

17 未収消費税の減少額  67,820

18 その他  △33,056

小計  1,056,675

19 利息及び配当金の受取額  37,565

20 利息の支払額  △1,003

21 法人税等の支払額  △552,495

営業活動によるキャッシュ・フロー  540,742
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前年同四半期 

（平成21年２月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

１ 定期預金の純減少額  723,253

２ 有価証券の償還による収入  200,000

３ 有形固定資産の取得による支出  △1,845,862

４ 有形固定資産の売却による収入  321,810

５ 無形固定資産の取得による支出  △9,997

６ 投資有価証券の取得による支出  △970

７ 保険積立金の解約による収入  4,471

８ 移転補償金の受取による収入  295,190

９ その他  △3,355

投資活動によるキャッシュ・フロー  △315,460

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

１ 自己株式の取得による支出  △10

２ 配当金の支払額  △202,999

財務活動によるキャッシュ・フロー  △203,010

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  2,951

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は
減少額） 

 25,223

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四半期末残高  1,361,184
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