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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2月21日～平成22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 ％

23年2月期第3四半期 9,183 33.1 1,291 ― 1,300 980.8 840 736.4
22年2月期第3四半期 6,899 ― 103 ― 120 ― 100 ―

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 126.28 ―
22年2月期第3四半期 14.85 ―

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 18,447 12,770 69.2 1,944.34
22年2月期 16,049 12,272 76.5 1,813.66

（参考） 自己資本   23年2月期第3四半期  12,770百万円 22年2月期  12,272百万円

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 ― 10.00 ― 5.00 15.00
23年2月期 ― 10.00 ―
23年2月期 

（予想）
15.00 25.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年2月21日～平成23年2月20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  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 12,534 38.9 1,516 257.2 1,544 237.2 987 102.6 148.78



(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きの対象外であり、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
基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

※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作成したものであります。実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と
異なる可能性があります。 
なお、上記業績予想に関する事項は、【添付資料】のP２「連結業績予想に関する定性的情報」を参照してください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「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 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3Q 7,200,000株 22年2月期  7,200,000株
② 期末自己株式数 23年2月期3Q  632,077株 22年2月期  433,440株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期3Q 6,656,206株 22年2月期3Q 6,766,560株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．その他の情報 ……………………………………………………………………………………………………………  3

（１）重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………………………………………  3

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………………………………………  3

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（２）四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………  6

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  7

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  8

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  8

㈱瑞光　（6279）平成23年２月期第３四半期決算短信

-1-



（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、新興国の経済成長による輸出の増加や企業収益の改善などに

より、回復の兆しはあるものの、円相場の高止まり、雇用情勢の悪化など所得環境は厳しく、個人消費の復調には

至りませんでした。 

  このような状況のもと当社グループは、高い技術力をベースにした高性能機の開発により、市場の拡大に結びつ

けました。さらに生産効率を高め原価の低減を図り、かつ経費の削減により収益の改善に努めてまいりました。 

  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9,183百万円（前年同四半期比33.1％増）、

営業利益は1,291百万円（同1,150.0％増）、経常利益は1,300百万円（同980.8％増）、四半期純利益は840百万円

（同736.4％増）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 

  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2,397百万円増加し18,447百万円とな

りました。長期預金が500百万円減少いたしましたが、現金及び預金が1,873百万円及び受取手形及び売掛金が

1,018百万円増加いたしました。 

  負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,899百万円増加し5,677百万円となりました。支払手形及び買掛金が

1,103百万円、未払法人税等が525百万円及び前受金が201百万円増加いたしました。 

  純資産合計は、前連結会計年度末に比べ498百万円増加し12,770百万円となりました。自己株式の取得による減

少が134百万円及び為替換算調整勘定が121百万円減少いたしましたが、利益剰余金が741百万円増加しておりま

す。 

  

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757百万円増加し、2,638百万円となりました。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得られた資金は1,832百万円（前年同四半期は1,520百万円

の使用）となりました。これは主に、売上債権の増加1,027百万円及び法人税等の支払121百万円がありました

が、税金等調整前四半期純利益1,274百万円、仕入債務の増加1,126百万円、前受金の増加248百万円、法人税等の

還付186百万円及び減価償却費の計上135百万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使用した資金は772百万円（前年同四半期は1,740百万円の

獲得）となりました。これは主に、定期預金の純増加額616百万円及び有形固定資産の取得による支出151百万円

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233百万円（前年同四半期比0.7％減少）と

なりました。これは、自己株式の取得による支出134百万円及び配当金の支払99百万円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 

  通期の業績予想につきましては、法人税等調整額の影響やコスト削減の効果により、平成22年９月17日に公表い

たしました平成23年２月期の通期業績予想(平成22年２月21日～平成23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「平成23年２月期通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項ありません。 

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 簡便な会計処理 

    （棚卸の評価方法）  

  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。  

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・工事契約に関する会計基準の適用 

 機械装置の製造等に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契

約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連

結会計期間に着手した契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められ

る機械装置の製造等については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他については工事

完成基準を適用しております。 

  これにより、従来の方法によった場合と比べ、当第３四半期連結累計期間に係る売上高は1,006,705千円増加

し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が、それぞれ91,693千円増加しております。  

  

  

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20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20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,908,428 5,034,630

受取手形及び売掛金 3,449,439 2,430,616

商品及び製品 8,337 7,266

仕掛品 1,601,325 1,645,462

原材料及び貯蔵品 279,063 232,194

繰延税金資産 280,426 166,022

未収還付法人税等 － 91,002

その他 94,616 64,715

貸倒引当金 △1,740 △1,300

流動資産合計 12,619,898 9,670,612

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,281,083 1,309,363

機械装置及び運搬具（純額） 257,743 297,256

土地 3,388,285 3,388,285

建設仮勘定 37,097 5,647

その他（純額） 69,486 58,853

有形固定資産合計 5,033,696 5,059,406

無形固定資産 174,737 198,253

投資その他の資産   

投資有価証券 537,108 539,356

長期預金 50,000 550,000

その他 32,124 31,936

投資その他の資産合計 619,232 1,121,292

固定資産合計 5,827,666 6,378,952

資産合計 18,447,565 16,049,565

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,931,504 1,828,369

未払法人税等 525,918 420

賞与引当金 172,227 61,500

役員賞与引当金 22,500 20,200

未払金 185,912 197,562

前受金 1,375,854 1,174,072

その他 71,501 121,862

流動負債合計 5,285,419 3,403,987

固定負債   

退職給付引当金 86,094 76,922

長期未払金 291,855 292,153

繰延税金負債 7,183 4,281

その他 6,753 －

固定負債合計 391,887 373,357
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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20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20日) 

負債合計 5,677,306 3,777,344

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 9,860,207 9,119,141

自己株式 △594,189 △459,910

株主資本合計 13,904,857 13,298,070

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 159,975 147,386

土地再評価差額金 △1,165,229 △1,165,229

為替換算調整勘定 △129,344 △8,007

評価・換算差額等合計 △1,134,599 △1,025,850

純資産合計 12,770,258 12,272,220

負債純資産合計 18,447,565 16,049,565

㈱瑞光　（6279）平成23年２月期第３四半期決算短信

-5-



（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２月21日 
 至 平成21年11月20日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月21日 
 至 平成22年11月20日) 

売上高 6,899,869 9,183,164

売上原価 6,059,845 7,036,915

売上総利益 840,024 2,146,249

販売費及び一般管理費 736,695 854,680

営業利益 103,328 1,291,568

営業外収益   

受取利息 10,625 9,042

受取配当金 11,517 12,500

その他 9,976 13,508

営業外収益合計 32,119 35,051

営業外費用   

支払利息 107 －

為替差損 13,644 25,367

その他 1,362 678

営業外費用合計 15,114 26,045

経常利益 120,333 1,300,574

特別利益   

固定資産売却益 147 111

貸倒引当金戻入額 3,400 －

特別利益合計 3,547 111

特別損失   

固定資産売却損 － 2,100

固定資産除却損 1,220 1,228

投資有価証券評価損 － 22,441

特別損失合計 1,220 25,770

税金等調整前四半期純利益 122,661 1,274,915

法人税、住民税及び事業税 81,137 552,436

法人税等調整額 △58,974 △118,098

法人税等合計 22,163 434,337

四半期純利益 100,498 840,578
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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２月21日 
 至 平成21年11月20日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月21日 
 至 平成22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 1,274,915

減価償却費 134,027 135,082

固定資産売却損益（△は益） △147 1,988

固定資産除却損 1,220 1,228

投資有価証券評価損益（△は益） － 22,441

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,452 9,172

長期未払金の増減額（△は減少） △25,898 △298

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,918 110,727

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △24,300 2,300

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,400 440

受取利息及び受取配当金 △22,142 △21,542

支払利息 107 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,477,587 △1,027,225

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,350,484 △59,595

仕入債務の増減額（△は減少） △1,103,108 1,126,378

前受金の増減額（△は減少） △119,867 248,957

未払消費税等の増減額（△は減少） 51,264 △64,637

未収消費税等の増減額（△は増加） 114,719 －

その他 △16,437 △14,803

小計 △994,033 1,745,528

利息及び配当金の受取額 25,893 22,773

利息の支払額 △560 －

法人税等の還付額 － 186,187

法人税等の支払額 △551,607 △121,900

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,520,307 1,832,589

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 △616,585

有形固定資産の取得による支出 △303,572 △151,984

有形固定資産の売却による収入 2,160 2,080

無形固定資産の取得による支出 △14,017 △2,741

投資有価証券の取得による支出 △48,328 △1,007

保険積立金の積立による支出 △856 △690

保険積立金の解約による収入 10,327 －

その他 151,465 △1,388

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,740,321 △772,317

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 △99,512

自己株式の取得による支出 － △134,279

財務活動によるキャッシュ・フロー △235,331 △233,791

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,376 △69,267

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △25,694 757,212

現金及び現金同等物の期首残高 1,637,163 1,881,569

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,611,469 2,638,782

㈱瑞光　（6279）平成23年２月期第３四半期決算短信

-7-



 該当事項はありません。 

  

  

 当社は、当第２四半期連結会計期間において、取締役会決議に基づき自己株式の取得を行いました。主にこの影

響により、自己株式が134百万円（普通株式198千株）増加し、当第３四半期連結会計期間末において594百万円

（普通株式632千株）となっております。 

  

  

（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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