
平成24年２月期 第２四半期決算短信［日本基準］（連結） 

  
（百万円未満切捨て）

１．平成24年２月期第２四半期の連結業績（平成23年2月21日～平成23年８月20日） 

  

  
２．配当の状況 

  
３．平成24年２月期の連結業績予想（平成23年２月21日～平成24年２月20日） 

      平成23年９月22日

上場会社名 株式会社 瑞光     上場取引所 大

コード番号  6279   ＵＲＬ http://www.zuiko.co.jp/  

代表者     （役職名）代表取締役社長 （氏名）和田 昇 

問合せ先責任者 （役職名）管理部長 （氏名）和田 晃司 ＴＥＬ 06-6340-2215 

四半期報告書提出予定日   平成23年10月４日 配当支払開始予定日 平成23年11月１日 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無  

四半期決算説明会開催の有無    ： 無    

(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 ％

24年２月期第２四半期  6,317 10.9 609 △40.0 583  △43.3 370 △39.9

23年２月期第２四半期  5,696 11.2 1,015 － 1,029  － 615 －

  
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

24年２月期第２四半期  56 34 ― 

23年２月期第２四半期  91 91 ―  

(2）連結財政状態  

  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

24年２月期第２四半期  20,551  13,181  64.1 2,007 00

23年２月期  18,396  12,953  70.4 1,972 31

（参考）自己資本 24年２月期第２四半期 13,181百万円 23年２月期 12,953百万円 

  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 

23年２月期 ― 10 00 ― 20 00  30  00

24年２月期 ― 10 00       

24年２月期（予想）   ―   10 00  20  00

（注）当四半期における配当予想の修正有無  ： 無  

  （％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 
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  13,299  10.7 1,424 △11.5 1,434 △11.5  839  △18.7 127 74

（注）当四半期における業績予想の修正有無  ： 無  



  

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。） 

（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。 

（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 

 本資料に記載されている業績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、上記業績予想に関する事項は、添付資料の２ページを参照してください。  

(1）当四半期中における重要な子会社の異動  ： 無  

新規 －社 （社名） 除外 －社 （社名） 

(2）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有  

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） 24年２月期２Ｑ 7,200,000株 23年２月期 7,200,000株

② 期末自己株式数 24年２月期２Ｑ 632,135株 23年２月期 632,098株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年２月期２Ｑ 6,567,890株 23年２月期２Ｑ 6,700,348株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、穏やかな景気回復の兆しがみられたものの、東日本大震災に

よる甚大な被害の影響から供給面及び生産活動が大きく低下し、依然として厳しい状況が続いております。また、

欧州及び米国における債務問題の懸念等から、円高の更なる進行により、輸出の減少及び利益の縮小が懸念されて

おります。 

  このような状況のもと当社グループは、高い技術力で競合他社との差別化をはかり、市場の拡大に努めてまいり

ましたが、原材料の入荷遅れによる出荷の遅延及び円高による利益率の低下となり、当初予想を下回る結果となり

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6,317百万円（前年同期比10.9％増）、営業

利益は609百万円（同40.0％減）、経常利益は583百万円（同43.3％減）、四半期純利益は370百万円（同39.9％

減）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2,155百万円増加し20,551百万円とな

りました。現金及び預金が548百万円減少いたしましたが、受取手形及び売掛金が1,102百万円、仕掛品が1,024百

万円、原材料及び貯蔵品が180百万円及び建設仮勘定が107百万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1,927百万円増加し7,369百万円となりました。未払法人税等が418百万円

減少いたしましたが、支払手形及び買掛金が1,567百万円及び前受金が823百万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227百万円増加し13,181百万円となりました。利益剰余金が238百万円

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204百万円減少し、2,206百万円となりました。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214百万円となりました。これは主に、仕入

債務の増加1,526百万円及び前受金の増加822百万円及び税金等調整前四半期純利益576百万円がありましたが、た

な卸資産の増加1,199百万円、売上債権の増加1,104百万円、法人税等の支払額636百万円、未収消費税等の増加

129百万円及び未払消費税等の減少が105百万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136百万円となりました。これは主に、有形

固定資産の取得による支出183百万円がありましたが、定期預金の純減少額343百万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135百万円となりました。これは主に、配当

金の支払131百万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 

 通期業績予想につきましては、原材料供給網等の復旧に伴い、出荷の遅れを取り戻せると判断しており、現時点

では、平成23年４月６日発表の連結業績予想を変更しておりません。 

  

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 

① 簡便な会計処理 

 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 

 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２四半期連結会計期間末
(平成23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23年２月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,102,324 7,650,918

受取手形及び売掛金 3,923,670 2,820,722

商品及び製品 8,860 8,863

仕掛品 2,464,877 1,440,321

原材料及び貯蔵品 490,538 309,670

繰延税金資産 275,984 257,397

その他 292,869 67,656

貸倒引当金 △2,200 △1,400

流動資産合計 14,556,925 12,554,149

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,245,825 1,254,671

機械装置及び運搬具（純額） 303,517 249,959

土地 3,388,285 3,388,285

リース資産（純額） 41,004 －

建設仮勘定 157,832 50,171

その他（純額） 72,633 78,920

有形固定資産合計 5,209,098 5,022,008

無形固定資産 166,591 172,612

投資その他の資産   

投資有価証券 511,056 566,250

繰延税金資産 12,955 －

その他 94,858 81,277

投資その他の資産合計 618,870 647,527

固定資産合計 5,994,560 5,842,148

資産合計 20,551,485 18,396,298

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,267,675 2,699,766

未払金 198,867 175,401

未払法人税等 220,933 638,962

前受金 2,083,569 1,260,087

賞与引当金 104,232 100,715

役員賞与引当金 15,250 45,000

その他 47,943 124,483

流動負債合計 6,938,472 5,044,417

固定負債   

繰延税金負債 － 11,392

退職給付引当金 100,421 89,204

長期未払金 291,557 291,756

その他 39,359 5,571

固定負債合計 431,338 397,923
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23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23年２月20日) 

負債合計 7,369,811 5,442,341

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 10,290,248 10,051,599

自己株式 △594,251 △594,205

株主資本合計 14,334,836 14,096,233

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 144,165 174,344

土地再評価差額金 △1,165,229 △1,165,229

為替換算調整勘定 △132,098 △151,391

評価・換算差額等合計 △1,153,162 △1,142,276

純資産合計 13,181,674 12,953,956

負債純資産合計 20,551,485 18,396,298
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月21日 
 至 平成22年８月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年２月21日 
 至 平成23年８月20日) 

売上高 5,696,683 6,317,244

売上原価 4,099,930 5,104,342

売上総利益 1,596,752 1,212,901

販売費及び一般管理費 580,903 603,495

営業利益 1,015,849 609,406

営業外収益   

受取利息 7,046 12,470

受取配当金 7,326 7,464

還付加算金 5,262 －

その他 5,468 5,901

営業外収益合計 25,103 25,836

営業外費用   

為替差損 11,340 50,066

その他 584 1,303

営業外費用合計 11,924 51,370

経常利益 1,029,027 583,871

特別利益   

固定資産売却益 111 2,379

過年度固定資産税還付金 － 4,258

特別利益合計 111 6,638

特別損失   

固定資産除却損 1,141 48

投資有価証券評価損 19,762 5,350

関係会社出資金売却損 － 8,284

特別損失合計 20,903 13,683

税金等調整前四半期純利益 1,008,235 576,827

法人税、住民税及び事業税 452,470 229,368

法人税等調整額 △60,079 △22,548

法人税等合計 392,390 206,820

少数株主損益調整前四半期純利益 － 370,007

四半期純利益 615,844 370,007
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月21日 
 至 平成22年８月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年２月21日 
 至 平成23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 1,008,235 576,827

減価償却費 89,264 94,629

固定資産売却損益（△は益） △111 2,379

固定資産除却損 1,141 48

投資有価証券評価損益（△は益） 19,762 5,350

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,177 11,217

長期未払金の増減額（△は減少） △198 △198

賞与引当金の増減額（△は減少） 41,148 3,340

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,200 △29,750

貸倒引当金の増減額（△は減少） △20 800

受取利息及び受取配当金 △14,372 △19,934

売上債権の増減額（△は増加） △58,600 △1,104,668

たな卸資産の増減額（△は増加） △594,069 △1,199,068

仕入債務の増減額（△は減少） 1,089,029 1,526,895

前受金の増減額（△は減少） 68,704 822,322

未払消費税等の増減額（△は減少） △107,502 △105,450

未収消費税等の増減額（△は増加） △53,281 △129,532

過年度固定資産税還付金 － △4,258

関係会社出資金売却損益（△は益） － 8,284

その他 5,500 △58,963

小計 1,495,606 400,267

利息及び配当金の受取額 15,797 21,270

法人税等の還付額 186,187 －

法人税等の支払額 △78,095 △636,008

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,619,496 △214,469

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） △1,536,518 343,809

有形固定資産の取得による支出 △113,236 △183,900

有形固定資産の売却による収入 1,930 －

無形固定資産の取得による支出 △2,355 △406

投資有価証券の取得による支出 △708 △720

保険積立金の積立による支出 △460 △397

その他 △1,322 △21,429

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,652,671 136,955

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △33,832 △131,358

自己株式の取得による支出 △134,279 △45

リース債務の返済による支出 － △3,863

財務活動によるキャッシュ・フロー △168,111 △135,267

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,289 7,997

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △220,576 △204,784

現金及び現金同等物の期首残高 1,881,569 2,411,260

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,660,993 2,206,476
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 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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