
  

１．平成26年２月期第３四半期の連結業績（平成25年２月21日～平成25年11月20日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 
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  (百万円未満切捨て）

（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 ％ 

26年２月期第３四半期  20,076  31.5  3,062  52.7  3,283  65.7  2,253  74.9

25年２月期第３四半期  15,272  51.1  2,005  124.7  1,981  129.6  1,288  113.6

（注）包括利益 26年２月期第３四半期 2,927百万円（ ％） 126.7   25年２月期第３四半期 1,291百万円 （ ％） 141.8

  
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 

26年２月期第３四半期  343.17  －

25年２月期第３四半期  196.17  －

  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 

26年２月期第３四半期  32,852  18,797  57.2  2,862.10

25年２月期  28,429  16,494  58.0  2,511.44

（参考）自己資本 26年２月期第３四半期 18,797百万円   25年２月期 16,494百万円 

  
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 

25年２月期  － 20.00 － 50.00  70.00

26年２月期  － 45.00 －    

26年２月期（予想）      30.00  75.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成26年２月期の連結業績予想（平成25年２月21日～平成26年２月20日）

  （％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  28,550  29.1  4,100  26.4  4,300  25.0  2,903  25.4  442.01

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有



※  注記事項 

新規   社  （社名）              、除外   社  （社名） 

  

 （注）詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作

成に特有の会計処理の適用」をご覧下さい。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間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）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 有

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 無

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無

③  会計上の見積りの変更                        ： 無

④  修正再表示                                  ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年２月期３Ｑ 7,200,000株 25年２月期 7,200,000株

②  期末自己株式数 26年２月期３Ｑ 632,255株 25年２月期 632,210株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年２月期３Ｑ 6,567,775株 25年２月期３Ｑ 6,567,842株

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。

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２ページを参照してください。
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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、政府の金融政策などの効果により円安・株高基調が進み、設

備投資も弾みがつき、景気回復の兆しが見え始めているものの、一方で円安による原材料価格の上昇や電気料金の

値上げ、さらに平成26年４月からの消費税増税による個人消費の低迷の懸念があり、依然として実体経済への影響

は限定的な状態が続いております。 

  このような経済環境のもと、当社グループは、積極的にグローバル化を目指し、新しい技術革新に取り組んでま

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20,076百万円（前年同四半期比31.5％増）、

営業利益は3,062百万円（同52.7％増）、経常利益は3,283百万円（同65.7％増）、四半期純利益は2,253百万円

（同74.9％増）となりました。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  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4,423百万円増加し32,852百万円とな

りました。現金及び預金が616百万円減少いたしましたが、仕掛品が3,004百万円、受取手形及び売掛金が753百万

円、無形固定資産が305百万円、原材料及び貯蔵品が294百万円、建物及び構築物が173百万円及び投資有価証券が

111百万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2,120百万円増加し14,054百万円となりました。未払法人税等が545百万円

減少いたしましたが、支払手形及び買掛金が1,717百万円、前受金が797百万円及び賞与引当金が156百万円増加い

たしました。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ2,302百万円増加し18,797百万円となりました。利益剰余金が1,629百万

円及び為替換算調整勘定が596百万円増加いたしました。   

   

（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、中国および東南アジア新興国における製造機械の需要拡大、為替相場が円安基

調に推移したことなどで、期中における新規案件および改造案件等の受注を獲得したことを受け、現時点での通期

の業績見通しを勘案して、平成25年４月５日に発表いたしました平成26年２月期の通期業績予想（平成25年２月21

日～平成26年２月20日）の修正をいたします。詳細につきましては、本日付公表の「平成26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。  

 なお、期末配当の予想につきましては、通期業績確定時点において、当社の配当政策に基づき、決議を行う予定

のため、今回は変更しておりません。 

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

      該当事項はありません。     

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  該当事項はありません。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

㈱瑞光　(6279) 　平成26年２月期第３四半期決算短信

―2―



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）

前連結会計年度 
(平成25年２月20日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年11月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,102,598 7,485,749

受取手形及び売掛金 7,762,643 8,516,494

商品及び製品 14,837 15,091

仕掛品 3,824,699 6,828,975

原材料及び貯蔵品 855,876 1,150,236

その他 843,311 1,107,093

貸倒引当金 △50 △60

流動資産合計 21,403,915 25,103,580

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,593,268 1,766,999

機械装置及び運搬具（純額） 534,018 576,495

土地 3,443,522 3,445,603

リース資産（純額） 48,405 93,513

建設仮勘定 57,678 48,365

その他（純額） 142,615 193,669

有形固定資産合計 5,819,508 6,124,646

無形固定資産 369,035 674,915

投資その他の資産   

投資有価証券 711,231 822,264

その他 125,322 126,710

投資その他の資産合計 836,554 948,975

固定資産合計 7,025,098 7,748,536

資産合計 28,429,014 32,852,116

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,847,778 7,565,272

リース債務 9,659 17,554

未払法人税等 1,009,334 463,838

前受金 3,947,954 4,745,589

賞与引当金 192,321 349,005

役員賞与引当金 40,000 33,750

その他 408,084 328,660

流動負債合計 11,455,131 13,503,670

固定負債   

退職給付引当金 130,911 128,362

リース債務 40,614 80,740

長期未払金 290,961 290,470

その他 16,755 51,347

固定負債合計 479,242 550,920

負債合計 11,934,373 14,054,591
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年２月20日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年11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 13,143,802 14,773,710

自己株式 △594,439 △594,732

株主資本合計 17,188,202 18,817,817

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 294,865 371,185

土地再評価差額金 △1,165,229 △1,165,229

為替換算調整勘定 176,802 773,752

その他の包括利益累計額合計 △693,561 △20,292

純資産合計 16,494,640 18,797,525

負債純資産合計 28,429,014 32,852,116
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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24年２月21日 
 至 平成24年11月20日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年２月21日 
 至 平成25年11月20日) 

売上高 15,272,093 20,076,255

売上原価 12,225,411 15,652,810

売上総利益 3,046,682 4,423,445

販売費及び一般管理費 1,040,862 1,361,219

営業利益 2,005,819 3,062,226

営業外収益   

受取利息 43,128 57,958

受取配当金 14,176 12,892

為替差益 － 131,436

その他 12,461 19,284

営業外収益合計 69,765 221,571

営業外費用   

為替差損 31,943 －

租税公課 61,746 －

その他 351 582

営業外費用合計 94,040 582

経常利益 1,981,544 3,283,215

特別損失   

固定資産売却損 － 229

固定資産除却損 1,240 530

特別損失合計 1,240 759

税金等調整前四半期純利益 1,980,304 3,282,455

法人税、住民税及び事業税 802,593 1,083,483

法人税等調整額 △110,687 △54,875

法人税等合計 691,905 1,028,607

少数株主損益調整前四半期純利益 1,288,399 2,253,847

四半期純利益 1,288,399 2,253,847
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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24年２月21日 
 至 平成24年11月20日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年２月21日 
 至 平成25年11月20日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,288,399 2,253,847

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5,371 76,319

為替換算調整勘定 8,423 596,949

その他の包括利益合計 3,052 673,269

四半期包括利益 1,291,451 2,927,117

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,291,451 2,927,117

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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  該当事項はありません。   

   

   

  該当事項はありません。 

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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