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（百万円未満切捨て）

１．平成24年２月期第３四半期の連結業績（平成23年2月21日～平成23年11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12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12月28日 配当支払開始予定日 － 

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３四半期  10,104 10.0 892 △30.9 862  △33.7 603 △28.2

23年２月期第３四半期  9,183 33.1 1,291 － 1,300  980.8 840 736.4

  
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３四半期  91 84 ― 

23年２月期第３四半期  126 28 ―  

(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３四半期  21,901  13,291  60.7 2,023 65

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３四半期 13,291百万円 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３月期３Ｑ 7,200,000株 23年２月期 7,200,000株

② 期末自己株式数 24年３月期３Ｑ 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３月期３Ｑ 6,567,881株 23年２月期３Ｑ 6,656,206株
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（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、東日本大震災による影響から生産活動は徐々に回復基調にあ

りましたが、その後の原発事故に起因した電力供給の制限により、製造業を中心に厳しい状況が続いております。

また、米国や欧州における債務問題を背景とした海外経済の減速に加え、歴史的な円高により先行きは予断を許さ

ない状況で推移しております。 

  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。なお、利益面につきましては生産効率を高め原価の低減を図りましたが、円高による影響で厳しい結果とな

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10,104百万円（前年同四半期比10.0％増）、

営業利益は892百万円（同30.9％減）、経常利益は862百万円（同33.7％減）、四半期純利益は603百万円（同

28.2％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3,504百万円増加し21,901百万円とな

りました。現金及び預金が129百万円減少いたしましたが、仕掛品が1,541百万円、受取手形及び売掛金が1,257百

万円、原材料及び貯蔵品276百万円及び建設仮勘定が190百万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3,167百万円増加し8,610百万円となりました。未払法人税等が597百万円

減少いたしましたが、支払手形及び買掛金が2,247百万円及び前受金が1,472百万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337百万円増加し13,291百万円となりました。主に利益剰余金の増加に

よるものであります。 

  

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674百万円増加し、3,085百万円となりました。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451百万円（前年同四半期比75.3％減）とな

りました。これは主に、たな卸資産の増加1,837百万円、売上債権の増加1,272百万円、法人税等の支払額971百万

円及び未収消費税の増加207百万円がありましたが、仕入債務の増加2,249百万円、前受金の増加1,511百万円、税

金等調整前四半期純利益850百万円及び減価償却費の計上145百万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獲得した資金は479百万円（前年同四半期は772百万円の使

用）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294百万円がありましたが、定期預金の純減少額

803百万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202百万円（前年同四半期比13.3％減）とな

りました。これは主に、配当金の支払197百万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 

 当第３四半期連結累計期間の業績につきましては概ね計画どおり推移しております。よって、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３四半期連結会計期間末
(平成23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23年２月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,521,443 7,650,918

受取手形及び売掛金 4,078,542 2,820,722

商品及び製品 9,529 8,863

仕掛品 2,982,185 1,440,321

原材料及び貯蔵品 586,631 309,670

繰延税金資産 259,063 257,397

その他 439,812 67,656

貸倒引当金 △1,900 △1,400

流動資産合計 15,875,308 12,554,149

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,211,917 1,254,671

機械装置及び運搬具（純額） 296,369 249,959

土地 3,388,285 3,388,285

リース資産（純額） 39,427 －

建設仮勘定 240,318 50,171

その他（純額） 66,316 78,920

有形固定資産合計 5,242,634 5,022,008

無形固定資産 158,259 172,612

投資その他の資産   

投資有価証券 512,775 566,250

繰延税金資産 11,635 －

その他 100,572 81,277

投資その他の資産合計 624,983 647,527

固定資産合計 6,025,877 5,842,148

資産合計 21,901,185 18,396,298

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,947,395 2,699,766

未払金 210,583 175,401

未払法人税等 41,581 638,962

前受金 2,732,866 1,260,087

賞与引当金 164,423 100,715

役員賞与引当金 22,870 45,000

その他 56,466 124,483

流動負債合計 8,176,187 5,044,417

固定負債   

繰延税金負債 － 11,392

退職給付引当金 105,907 89,204

長期未払金 291,458 291,756

その他 36,555 5,571

固定負債合計 433,921 397,923
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23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23年２月20日) 

負債合計 8,610,108 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 10,457,782 10,051,599

自己株式 △594,251 △594,205

株主資本合計 14,502,371 14,096,233

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 147,769 174,344

土地再評価差額金 △1,165,229 △1,165,229

為替換算調整勘定 △193,833 △151,391

評価・換算差額等合計 △1,211,294 △1,142,276

純資産合計 13,291,076 12,953,956

負債純資産合計 21,901,185 18,396,298
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（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22年２月21日 
 至 平成22年11月20日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年２月21日 
 至 平成23年11月20日) 

売上高 9,183,164 10,104,320

売上原価 7,036,915 8,334,882

売上総利益 2,146,249 1,769,438

販売費及び一般管理費 854,680 876,822

営業利益 1,291,568 892,616

営業外収益   

受取利息 9,042 23,546

受取配当金 12,500 13,698

その他 13,508 8,633

営業外収益合計 35,051 45,878

営業外費用   

為替差損 25,367 74,010

その他 678 1,598

営業外費用合計 26,045 75,608

経常利益 1,300,574 862,886

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   

固定資産売却損 2,100 －

固定資産除却損 1,228 48

投資有価証券評価損 22,441 10,786

関係会社出資金売却損 － 8,284

特別損失合計 25,770 19,119

税金等調整前四半期純利益 1,274,915 850,404

法人税、住民税及び事業税 552,436 254,744

法人税等調整額 △118,098 △7,559

法人税等合計 434,337 247,184

少数株主損益調整前四半期純利益 － 603,220

四半期純利益 840,578 603,220
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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22年２月21日 
 至 平成22年11月20日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年２月21日 
 至 平成23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 1,274,915 850,404

減価償却費 135,082 145,011

固定資産売却損益（△は益） 1,988 △2,379

固定資産除却損 1,228 48

投資有価証券評価損益（△は益） 22,441 10,786

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,172 16,703

長期未払金の増減額（△は減少） △298 △298

賞与引当金の増減額（△は減少） 110,727 64,085

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 2,300 △22,130

貸倒引当金の増減額（△は減少） 440 500

受取利息及び受取配当金 △21,542 △37,244

売上債権の増減額（△は増加） △1,027,225 △1,272,641

たな卸資産の増減額（△は増加） △59,595 △1,837,894

仕入債務の増減額（△は減少） 1,126,378 2,249,381

前受金の増減額（△は減少） 248,957 1,511,276

未払消費税等の増減額（△は減少） △64,637 △86,259

未収消費税等の増減額（△は増加） － △207,725

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 △14,803 △1,478

小計 1,745,528 1,384,170

利息及び配当金の受取額 22,773 39,346

法人税等の還付額 186,187 －

法人税等の支払額 △121,900 △971,723

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,832,589 451,794

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） △616,585 803,795

有形固定資産の取得による支出 △151,984 △294,721

有形固定資産の売却による収入 2,080 －

無形固定資産の取得による支出 △2,741 △785

投資有価証券の取得による支出 △1,007 △1,020

保険積立金の積立による支出 △690 △534

その他 △1,388 △27,103

投資活動によるキャッシュ・フロー △772,317 479,629

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △99,512 △197,036

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 － △5,519

財務活動によるキャッシュ・フロー △233,791 △202,602

現金及び現金同等物に係る換算差額 △69,267 △54,500

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 757,212 674,321

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 2,638,782 3,085,582
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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

㈱瑞光　（6279）　平成24年２月期第３四半期決算短信

－8－


